
2808510月31日 曇 良 （3阪神4） 第8日 第1競走 ��1，800�2歳未勝利
発走9時55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
1：50．9
1：50．9

不良
不良

33 タイセイドレフォン 牡2鹿 55 和田 竜二田中 成奉氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 484＋ 21：54．5 1．4�
55 エアフォースワン 牡2鹿 55 国分 恭介藤原征士郎氏 大根田裕之 浦河 大西ファーム 452－ 61：55．67 7．2�
56 テーオークレール 牡2鹿 55 松若 風馬小笹 公也氏 高柳 大輔 日高 ヤナガワ牧場 476＋ 61：55．7クビ 5．9�
67 デ ィ サ イ ド 牡2芦 55 武 豊前田 幸大氏 高野 友和 新冠 株式会社

ノースヒルズ 472－ 41：56．23 11．6�
811 アクティブバイオ 牡2芦 55 団野 大成バイオ� 今野 貞一 日高 中館牧場 476＋121：56．3� 57．8�
11 エーティーシリウス 牡2鹿 55 酒井 学荒木 徹氏 木原 一良 登別 青藍牧場 448＋ 2 〃 ハナ 106．1	
22 タガノカンデラ 牝2栗 54 城戸 義政八木 良司氏 奥村 豊 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 462＋ 61：56．4� 86．4

79 サンパティーク 牝2黒鹿 54

50 ★永島まなみ名古屋友豊� 宮本 博 安平 ノーザンファーム 472＋ 41：57．03� 279．1�
710 エ レ ダ ー ル 牡2黒鹿55 吉田 隼人 �グリーンファーム杉山 晴紀 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 464－ 21：57．31� 17．9�
68 シンギングロード �2黒鹿 55

52 ▲角田 大和�前川企画 角田 晃一 新冠 ハシモトフアーム 500＋ 61：57．4� 64．6
44 テイエムルーラー �2鹿 55 国分 優作竹園 正繼氏 五十嵐忠男 浦河 高昭牧場 436－ 21：58．03� 297．6�
812 ゲオルギウス 牡2鹿 55 斎藤 新康本 利幸氏 羽月 友彦 浦河 �川フアーム 458＋ 21：59．06 120．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 27，522，800円 複勝： 99，517，900円 枠連： 8，221，600円
馬連： 37，250，500円 馬単： 25，638，000円 ワイド： 31，064，000円
3連複： 66，024，700円 3連単： 105，368，600円 計： 400，608，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 100円 � 110円 � 110円 枠 連（3－5） 160円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 430円

ワ イ ド �� 150円 �� 150円 �� 290円

3 連 複 ��� 370円 3 連 単 ��� 1，100円

票 数

単勝票数 計 275228 的中 � 155016（1番人気）
複勝票数 計 995179 的中 � 807025（1番人気）� 53290（3番人気）� 56373（2番人気）
枠連票数 計 82216 的中 （3－5） 38454（1番人気）
馬連票数 計 372505 的中 �� 76572（2番人気）
馬単票数 計 256380 的中 �� 44259（2番人気）
ワイド票数 計 310640 的中 �� 59728（1番人気）�� 56887（2番人気）�� 20929（4番人気）
3連複票数 計 660247 的中 ��� 130604（1番人気）
3連単票数 計1053686 的中 ��� 69113（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．1―36．9―49．7―1：02．7―1：15．8―1：28．7―1：41．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タイセイドレフォン �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 トワイニング デビュー 2021．9．20 中京6着

2019．4．1生 牡2鹿 母 デイトユアドリーム 母母 マ ハ ー ブ 3戦1勝 賞金 7，100，000円

2808610月31日 曇 良 （3阪神4） 第8日 第2競走 ��1，200�2歳未勝利
発走10時20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
1：11．0
1：10．2

良
不良

66 フ ル ム 牡2黒鹿55 吉田 隼人 �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 470－ 21：13．5 1．5�
810� ブラヴィーノ 牡2栗 55 岩田 望来岡田 牧雄氏 石坂 公一 米

Jay Goodwin, Lu-
cas Marquardt &
Rick Smith

426＋ 21：15．110 6．4�
44 ミギーフェイス 牝2鹿 54 和田 竜二 STレーシング 新谷 功一 新冠 パカパカ

ファーム B500± 01：15．2� 8．2�
22 カフジペンタゴン 牡2鹿 55

51 ★古川 奈穂加藤 守氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 462＋ 21：15．41 6．2�
78 リューイーソー 牝2鹿 54 岡田 祥嗣�ヤナガワ牧場 杉山 佳明 日高 ヤナガワ牧場 448－ 6 〃 � 78．9	
77 カシノロックオン 牡2黒鹿55 森 裕太朗柏木 務氏 藤沢 則雄 むかわ ヤマイチ牧場 482± 01：15．82� 224．0

11 ブランクペイジ 牝2黒鹿 54

51 ▲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 410＋ 21：16．01� 28．0�

33 エイシンスプレモ 牝2鹿 54 川須 栄彦�栄進堂 中尾 秀正 浦河 高村牧場 448＋ 81：17．27 49．0�
89 ロングセラーアスク 牝2鹿 54

50 ★永島まなみ廣崎利洋HD� 梅田 智之 平取 株式会社
ASK STUD 390－ 81：17．62 245．7

55 メイショウウキグモ 牡2鹿 55 浜中 俊松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 460－ 61：17．71 15．1�
（10頭）

売 得 金
単勝： 24，550，400円 複勝： 33，860，600円 枠連： 4，166，800円
馬連： 33，153，200円 馬単： 18，536，600円 ワイド： 25，372，200円
3連複： 47，896，600円 3連単： 72，083，700円 計： 259，620，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 140円 � 150円 枠 連（6－8） 470円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 620円

ワ イ ド �� 200円 �� 210円 �� 360円

3 連 複 ��� 570円 3 連 単 ��� 2，130円

票 数

単勝票数 計 245504 的中 � 125977（1番人気）
複勝票数 計 338606 的中 � 163853（1番人気）� 42584（3番人気）� 34352（4番人気）
枠連票数 計 41668 的中 （6－8） 6768（2番人気）
馬連票数 計 331532 的中 �� 51828（2番人気）
馬単票数 計 185366 的中 �� 22294（1番人気）
ワイド票数 計 253722 的中 �� 35347（1番人気）�� 33023（2番人気）�� 15301（5番人気）
3連複票数 計 478966 的中 ��� 62331（1番人気）
3連単票数 計 720837 的中 ��� 24528（1番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―12．0―12．4―12．3―13．0

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フ ル ム �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ドリームジャーニー デビュー 2021．6．27 東京3着

2019．4．17生 牡2黒鹿 母 サンタテレサ 母母 ア ビ ラ 5戦1勝 賞金 11，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウウキグモ号は，「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。
ロングセラーアスク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年12月31日まで平
地競走に出走できない。

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第４回 阪神競馬 第８日



2808710月31日 曇 良 （3阪神4） 第8日 第3競走 ��2，000�2歳未勝利
発走10時50分 （芝・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
2：00．4
1：58．9

良
良

44 ボルドグフーシュ 牡2栗 55 松田 大作 �社台レースホース宮本 博 千歳 社台ファーム 496± 02：02．0 24．4�
68 ショウナンアデイブ 牡2青鹿55 浜中 俊国本 哲秀氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 492＋ 82：02．42� 1．9�
811 メイショウジブリ 牡2黒鹿55 武 豊松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 486＋ 22：02．61� 3．5�
812 フローレンスハニー 牝2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 420－142：02．81� 7．5�
710 ダノンピーカブー 牡2芦 55 吉田 隼人�ダノックス 大久保龍志 千歳 社台ファーム 468＋ 22：03．22 7．2	
56 カズプレスト 牡2鹿 55 松若 風馬合同会社雅苑興業 杉山 晴紀 新ひだか 稲葉牧場 510＋ 42：03．31 92．8

55 プリマヴィータ 牝2栗 54 幸 英明近藤 克麿氏 森田 直行 新冠 北星村田牧場 428－ 42：03．4アタマ 174．7�
33 ラ エ ー ル 牝2鹿 54 団野 大成青山 洋一氏 平田 修 日高 白井牧場 418＋ 42：03．61� 216．1�
11 ハマベノルンナ 牝2芦 54 国分 優作小坂 功氏 大根田裕之 日高 カロッテファーム 442＋ 42：03．81 48．5
22 ハ ナ マ ウ イ 牡2鹿 55 藤岡 康太佐藤 範夫氏 上村 洋行 日高 戸川牧場 456＋ 62：03．9クビ 25．3�
67 リリーアロー 牡2鹿 55 国分 恭介土井 孝夫氏 池添 兼雄 新冠 ハシモトフアーム 490－ 4 〃 クビ 466．7�
79 スプレンダーシチー �2栗 55 藤懸 貴志 �友駿ホースクラブ 高橋 義忠 新ひだか 千代田牧場 450－ 22：04．0� 287．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 47，664，500円 複勝： 62，740，300円 枠連： 9，300，200円
馬連： 56，206，800円 馬単： 32，557，500円 ワイド： 46，740，600円
3連複： 79，743，300円 3連単： 126，661，500円 計： 461，614，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，440円 複 勝 � 290円 � 110円 � 130円 枠 連（4－6） 2，370円

馬 連 �� 2，460円 馬 単 �� 6，830円

ワ イ ド �� 650円 �� 790円 �� 180円

3 連 複 ��� 1，710円 3 連 単 ��� 24，480円

票 数

単勝票数 計 476645 的中 � 16560（5番人気）
複勝票数 計 627403 的中 � 26963（6番人気）� 273916（1番人気）� 112270（2番人気）
枠連票数 計 93002 的中 （4－6） 3037（8番人気）
馬連票数 計 562068 的中 �� 17673（8番人気）
馬単票数 計 325575 的中 �� 3574（19番人気）
ワイド票数 計 467406 的中 �� 16014（8番人気）�� 12749（10番人気）�� 82682（1番人気）
3連複票数 計 797433 的中 ��� 34821（6番人気）
3連単票数 計1266615 的中 ��� 3750（73番人気）

ハロンタイム 12．4―11．6―13．0―13．1―12．6―12．2―12．0―11．7―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―24．0―37．0―50．1―1：02．7―1：14．9―1：26．9―1：38．6―1：50．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ボルドグフーシュ �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 Layman デビュー 2021．10．9 阪神6着

2019．3．23生 牡2栗 母 ボルドグザグ 母母 Belga Wood 2戦1勝 賞金 5，100，000円

2808810月31日 曇 良 （3阪神4） 第8日 第4競走 1，400�2歳新馬
発走11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
1：20．1
1：20．1

良
良

611 セイウンハーデス 牡2黒鹿55 幸 英明西山 茂行氏 橋口 慎介 浦河 �川 啓一 462 ―1：22．9 2．6�
714 ベルシャンテ 牝2鹿 54 岩田 望来 �キャロットファーム 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 432 ―1：23．11 13．1�
24 アイノカタマリ 牡2鹿 55 酒井 学奥田 貴敏氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 468 ―1：23．21 4．1�
47 ト イ ム ム 牝2青鹿54 団野 大成成田 才仁氏 飯田 祐史 日高 川端 正博 454 ―1：23．41 32．7�
36 トリップトゥムーン 牡2黒鹿55 藤岡 康太岡田 牧雄氏 新谷 功一 新ひだか ヒサイファーム 432 ― 〃 アタマ 51．2�
713 パルフェグラッセ 牝2栗 54 松若 風馬 �ビッグレッドファーム 宮 徹 平取 坂東牧場 460 ―1：23．51 256．7	
48 トーホウデュラン 牡2栗 55 和田 竜二東豊物産
 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 486 ―1：23．6クビ 15．5�
815 エターナルビクトリ 牡2鹿 55 藤懸 貴志�キヨタケ牧場 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 452 ― 〃 クビ 73．1�
12 エストレアブランカ 牝2鹿 54 浜中 俊ワタナベホールディ

ングス
 高野 友和 安平 ノーザンファーム 502 ―1：23．7� 5．5
510 メイショウカラツ 牡2黒鹿55 太宰 啓介松本 好雄氏 大橋 勇樹 様似 様似共栄牧場 470 ― 〃 アタマ 187．8�
59 エ ン ペ ザ ー 牡2鹿 55 吉田 隼人�リーヴァ 田中 克典 新ひだか 上村 清志 496 ―1：23．8� 54．9�
35 クリノゴールド 牝2黒鹿54 川島 信二栗本 博晴氏 荒川 義之 新冠 富本 茂喜 422 ―1：23．9クビ 101．0�
816 アスターディゴン 牡2青鹿55 武 豊加藤 久枝氏 中竹 和也 浦河 ガーベラパー

クスタツド 472 ―1：24．32� 7．5�
23 ド リ ー ム 牝2黒鹿 54

50 ★永島まなみ阿部東亜子氏 高橋 康之 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 456 ―1：24．51� 119．2�

612 ゴッドハニービー 牝2黒鹿 54
51 ▲角田 大和中西 憲治氏 角田 晃一 登別 ユートピア牧場 446 ―1：24．71� 159．9�

11 ガ ン ネ ル 牡2栗 55 国分 恭介玉井 宏和氏 安達 昭夫 浦河 小倉牧場 438 ―1：27．0大差 332．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 43，711，200円 複勝： 44，938，300円 枠連： 9，711，500円
馬連： 48，596，200円 馬単： 24，471，900円 ワイド： 42，333，100円
3連複： 72，227，200円 3連単： 79，311，500円 計： 365，300，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 210円 � 140円 枠 連（6－7） 1，590円

馬 連 �� 1，660円 馬 単 �� 2，370円

ワ イ ド �� 580円 �� 220円 �� 810円

3 連 複 ��� 1，830円 3 連 単 ��� 8，810円

票 数

単勝票数 計 437112 的中 � 136534（1番人気）
複勝票数 計 449383 的中 � 97711（1番人気）� 42037（5番人気）� 95095（2番人気）
枠連票数 計 97115 的中 （6－7） 4705（8番人気）
馬連票数 計 485962 的中 �� 22652（5番人気）
馬単票数 計 244719 的中 �� 7719（7番人気）
ワイド票数 計 423331 的中 �� 17244（5番人気）�� 57471（1番人気）�� 11811（11番人気）
3連複票数 計 722272 的中 ��� 29543（4番人気）
3連単票数 計 793115 的中 ��� 6522（17番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．3―35．1―47．2―59．0―1：10．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セイウンハーデス �
�
父 シルバーステート �

�
母父 マンハッタンカフェ 初出走

2019．4．8生 牡2黒鹿 母 ハイノリッジ 母母 ゴールドグレース 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ガンネル号は，「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。



2808910月31日 曇 良 （3阪神4） 第8日 第5競走 ��1，600�2歳新馬
発走12時10分 （芝・右・外）

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

中央レコード
1：32．3
1：32．3

良
良

34 ジ ャ マ ン 牝2黒鹿 54
50 ★永島まなみ奥田 貴敏氏 高橋 康之 新ひだか 千代田牧場 470 ―1：35．0 113．4�

46 アドマイヤジェイ 牡2鹿 55 吉田 隼人近藤 旬子氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 478 ―1：35．74 4．5�
11 エリカフェリーチェ 牝2鹿 54 藤岡 康太三木 正浩氏 吉岡 辰弥 新ひだか 築紫 洋 458 ―1：35．91� 7．1�
814 ヴァレーデラルナ 牝2鹿 54 岩田 望来�ラ・メール 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 510 ― 〃 クビ 3．8�
22 � ボブズヤアンクル 牡2鹿 55 斎藤 新ゴドルフィン 大久保龍志 英

Kenneth L.
Ramsey & Sarah
K. Ramsey

544 ―1：36．0クビ 12．7�
610 セレステイブランコ 牡2栗 55 松若 風馬 	キャロットファーム 渡辺 薫彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498 ―1：36．1� 29．1

69 スリーズロワイヤル 牝2黒鹿54 酒井 学飯田 正剛氏 田中 克典 新ひだか 千代田牧場 422 ―1：36．21 196．6�
33 エイシンデュエラー 牡2鹿 55 和田 竜二�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 474 ―1：36．3� 35．9�
45 キューランブラー 牝2鹿 54 幸 英明ディアレストクラブ� 牧田 和弥 浦河 高岸 順一 446 ―1：36．72� 131．3
813 エグランタイン 牝2黒鹿54 秋山真一郎�ノースヒルズ 笹田 和秀 新冠 株式会社

ノースヒルズ 440 ―1：37．01� 222．1�
58 ホープインザダーク 牡2鹿 55 武 豊 DMMドリームクラブ� 池江 泰寿 新冠 パカパカ

ファーム 516 ―1：37．1� 2．7�
57 マ ヤ マ ヤ 牝2黒鹿54 浜中 俊瀬谷 �雄氏 四位 洋文 千歳 社台ファーム 428 ― 〃 ハナ 60．5�
712 メイショウヒヅクリ 牝2黒鹿 54

51 ▲角田 大和松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 富田牧場 472 ―1：38．05 73．5�
711 スズカノアイル 牡2栗 55 団野 大成永井 啓弍氏 吉村 圭司 浦河 辻 牧場 468 ―1：38．1クビ 54．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 53，359，500円 複勝： 49，844，900円 枠連： 9，432，000円
馬連： 54，238，700円 馬単： 29，583，200円 ワイド： 44，260，700円
3連複： 79，180，700円 3連単： 102，674，800円 計： 422，574，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 11，340円 複 勝 � 1，770円 � 170円 � 210円 枠 連（3－4） 4，160円

馬 連 �� 20，000円 馬 単 �� 51，350円

ワ イ ド �� 5，400円 �� 7，120円 �� 450円

3 連 複 ��� 30，000円 3 連 単 ��� 257，570円

票 数

単勝票数 計 533595 的中 � 3996（11番人気）
複勝票数 計 498449 的中 � 5243（12番人気）� 94066（2番人気）� 65680（4番人気）
枠連票数 計 94320 的中 （3－4） 1753（19番人気）
馬連票数 計 542387 的中 �� 2101（40番人気）
馬単票数 計 295832 的中 �� 432（83番人気）
ワイド票数 計 442607 的中 �� 1991（42番人気）�� 1506（47番人気）�� 28262（4番人気）
3連複票数 計 791807 的中 ��� 1979（73番人気）
3連単票数 計1026748 的中 ��� 289（497番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―12．5―12．6―12．2―11．4―10．6―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．0―36．5―49．1―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4F45．9―3F33．7
3 4，8，5（6，12）（3，11）（9，14）（2，1，10）－7，13 4 4（8，12）（5，6，11）（3，9，14）（2，1，10）（7，13）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ジ ャ マ ン �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 アグネスタキオン 初出走

2019．3．24生 牝2黒鹿 母 サトノジュエル 母母 スパークルジュエル 1戦1勝 賞金 7，000，000円

2809010月31日 曇 良 （3阪神4） 第8日 第6競走 1，400�3歳以上1勝クラス
発走12時40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

713 ワキノクイーン 牝3鹿 53 団野 大成脇山 良之氏 宮本 博 新ひだか 落合 一巳 458＋ 61：24．8 43．4�
35 � ロードドミニオン �4鹿 57 太宰 啓介 �ロードホースクラブ 畑端 省吾 新ひだか タイヘイ牧場 432－ 41：25．01� 90．1�
611 オーマイオーマイ 牡4鹿 57 武 豊�キーファーズ 小崎 憲 千歳 社台ファーム 482± 01：25．1クビ 9．0�
612 エイシンギアアップ 牡3黒鹿55 川須 栄彦�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 512＋ 6 〃 クビ 3．2�
24 トーホウラデン 牡4黒鹿57 幸 英明東豊物産� 高橋 亮 日高 竹島 幸治 B500± 01：25．2アタマ 3．2�
816 セカンドエフォート 牡8青鹿57 浜中 俊 	シルクレーシング 村山 明 安平 ノーザンファーム 512± 0 〃 クビ 11．6

12 メイショウミズモ 牝3黒鹿53 藤岡 康太松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 岡部牧場 422－ 8 〃 ハナ 13．8�
714 アイヴォリーアイ 牝3芦 53 吉田 隼人 �京都ホースレーシング 坂口 智康 日高 ナカノファーム 476－101：25．51� 24．3�
23 ダイメイイースター 牝3黒鹿53 藤懸 貴志宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 456＋ 21：25．71� 11．6
11 � 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± 0 〃 ハナ 32．0�
59 フロストエッジ 牝3栗 53 酒井 学	大樹ファーム 西園 正都 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 494＋ 61：26．23 26．9�
815 サウンドヒーロー 牡4黒鹿57 高倉 稜増田 雄一氏 吉田 直弘 新冠 小泉牧場 462＋ 6 〃 クビ 343．0�
48 � レオパルドミノル 牡3青鹿55 和田 竜二吉岡 實氏 本田 優 新ひだか 千代田牧場 486－ 21：26．51� 10．2�
47 � エッグベネディクト 牝4鹿 55 長岡 禎仁 �ローレルレーシング 石橋 守 新ひだか 木村 秀則 468± 01：27．24 259．2�
510 ペガサスハーツ 牝3鹿 53

49 ★古川 奈穂	天羽牧場 矢作 芳人 日高 天羽牧場 510－101：27．62� 40．0�
36 メイショウアゴニカ 牝4鹿 55 斎藤 新松本 好雄氏 河内 洋 浦河 赤田牧場 B500＋ 81：28．34 172．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，088，200円 複勝： 55，920，600円 枠連： 13，553，100円
馬連： 64，549，000円 馬単： 26，827，000円 ワイド： 63，275，900円
3連複： 102，030，700円 3連単： 101，461，100円 計： 467，705，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，340円 複 勝 � 1，220円 � 2，340円 � 370円 枠 連（3－7） 19，850円

馬 連 �� 141，710円 馬 単 �� 268，270円

ワ イ ド �� 44，270円 �� 5，170円 �� 12，590円

3 連 複 ��� 447，500円 3 連 単 ��� 4，327，010円

票 数

単勝票数 計 400882 的中 � 7379（12番人気）
複勝票数 計 559206 的中 � 11600（12番人気）� 5831（13番人気）� 45477（5番人気）
枠連票数 計 135531 的中 （3－7） 529（29番人気）
馬連票数 計 645490 的中 �� 353（96番人気）
馬単票数 計 268270 的中 �� 75（196番人気）
ワイド票数 計 632759 的中 �� 367（102番人気）�� 3182（49番人気）�� 1296（72番人気）
3連複票数 計1020307 的中 ��� 171（355番人気）
3連単票数 計1014611 的中 ��� 17（2413番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．9―12．4―12．4―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．8―34．7―47．1―59．5―1：11．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワキノクイーン �
�
父 トランセンド �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2020．12．6 阪神1着

2018．3．1生 牝3鹿 母 トウケイスペシャル 母母 ホーリーグレイル 6戦2勝 賞金 14，600，000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 ボマイェ号



2809110月31日 曇 良 （3阪神4） 第8日 第7競走 1，800�3歳以上1勝クラス
発走13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 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

11 ミッキーヌチバナ 牡3鹿 55 太宰 啓介野田みづき氏 高橋 亮 安平 追分ファーム 528－ 41：53．6 2．6�
811 スマートウィザード 牡4栗 57 和田 竜二大川 徹氏 吉田 直弘 浦河 杵臼牧場 478＋101：53．7� 28．3�
68 タイスケフェイス 牡3鹿 55 幸 英明 STレーシング 石橋 守 新冠 高瀬牧場 472± 01：53．8クビ 18．8�
710 クリノナイスガイ �4栗 57 和田 翼栗本 博晴氏 橋田 満 浦河 ダイヤモンドファーム 474＋10 〃 アタマ 24．8�
67 � メイショウストーム �3鹿 55 団野 大成松本 好�氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 460＋ 81：54．43� 4．5�
812 シーニッククルーズ 牡3芦 55 吉田 隼人 	キャロットファーム 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 500－ 4 〃 クビ 18．9

22 サンライズグリット 牡3栗 55 松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 454＋ 2 〃 ハナ 3．3�
33 トモジャチャーリー 牡5鹿 57 国分 優作吉冨 学氏 大根田裕之 新ひだか 三石川上牧場 502＋ 41：54．5� 46．1�
79 � エクストラノート 牡4栗 57

54 ▲角田 大和 ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 坂口 智康 新ひだか 岡田スタツド B472－ 41：54．7� 37．6�

44 ロードグリュック 牡4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 B472＋ 81：55．23� 67．3�
56 ポ デ ィ ウ ム 牡5鹿 57 岩田 望来ゴドルフィン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 494± 01：55．62 21．3�
55 ワンダースティング 牡3鹿 55 高倉 稜山本 能成氏 渡辺 薫彦 新ひだか 米田牧場 508－ 61：56．13 16．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 37，034，200円 複勝： 43，543，500円 枠連： 11，274，300円
馬連： 58，860，800円 馬単： 28，448，300円 ワイド： 52，633，300円
3連複： 90，086，600円 3連単： 115，611，200円 計： 437，492，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 500円 � 320円 枠 連（1－8） 1，570円

馬 連 �� 3，730円 馬 単 �� 4，830円

ワ イ ド �� 1，200円 �� 710円 �� 3，690円

3 連 複 ��� 10，070円 3 連 単 ��� 38，370円

票 数

単勝票数 計 370342 的中 � 113197（1番人気）
複勝票数 計 435435 的中 � 127396（1番人気）� 16378（9番人気）� 28134（4番人気）
枠連票数 計 112743 的中 （1－8） 5548（6番人気）
馬連票数 計 588608 的中 �� 12207（12番人気）
馬単票数 計 284483 的中 �� 4409（14番人気）
ワイド票数 計 526333 的中 �� 11284（13番人気）�� 19836（4番人気）�� 3510（33番人気）
3連複票数 計 900866 的中 ��� 6707（29番人気）
3連単票数 計1156112 的中 ��� 2184（119番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―13．2―12．8―12．5―12．5―12．7―12．5―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―37．2―50．0―1：02．5―1：15．0―1：27．7―1：40．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ミッキーヌチバナ �
�
父 ダノンレジェンド �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．12．20 中京6着

2018．3．13生 牡3鹿 母 ヌ チ バ ナ 母母 ラバヤデール 4戦2勝 賞金 14，600，000円

2809210月31日 曇 良 （3阪神4） 第8日 第8競走 ��
��1，800�3歳以上2勝クラス

発走13時40分 （芝・右・外）
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
1：43．9
1：43．8

良
良

67 ギャラントウォリア 牡3青鹿55 藤岡 康太 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 508＋101：46．6 5．5�
11 ル ー ス 牝3栗 53 国分 恭介山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 492＋ 21：46．91� 33．4�
44 タガノディアーナ 牝3青鹿53 和田 竜二八木 良司氏 長谷川浩大 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 440± 0 〃 クビ 1．7�
78 ナリタブレード 牡4黒鹿57 吉田 隼人�オースミ 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 502－ 21：47．0� 9．6�
33 オールザワールド 牡4鹿 57 武 豊前田 晋二氏 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 476＋ 41：47．21	 6．2	
55 ジオフロント 牡3鹿 55 岩田 望来 �サンデーレーシング 清水 久詞 安平 ノーザンファーム B448－ 61：47．3
 7．9

79 ジ ャ ッ カ ル 牡3青鹿55 団野 大成平井 裕氏 吉岡 辰弥 新ひだか 田中 裕之 494± 0 〃 ハナ 38．6�
22 ハローユニコーン 牝7鹿 55 川須 栄彦 �CHEVAL AT-

TACHE �島 一歩 浦河 村下 明博 472＋ 61：47．61� 93．4�
811 ピースディオン 牡4鹿 57 斎藤 新久米田正平氏 尾形 和幸 新冠 秋田牧場 484－101：47．7クビ 189．0
66 � ブラックデビル 6鹿 57

54 ▲角田 大和岡田 壮史氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 464－10 〃 アタマ 112．2�
810 ダンツイノーバ 牝4栗 55 幸 英明山元 哲二氏 谷 潔 浦河 高岸 順一 456＋ 61：47．8
 24．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 43，118，600円 複勝： 66，938，000円 枠連： 8，851，200円
馬連： 69，943，400円 馬単： 36，112，900円 ワイド： 57，570，200円
3連複： 98，147，500円 3連単： 149，540，800円 計： 530，222，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 160円 � 600円 � 110円 枠 連（1－6） 8，250円

馬 連 �� 8，700円 馬 単 �� 14，120円

ワ イ ド �� 1，550円 �� 220円 �� 710円

3 連 複 ��� 2，790円 3 連 単 ��� 32，310円

票 数

単勝票数 計 431186 的中 � 61798（2番人気）
複勝票数 計 669380 的中 � 95759（2番人気）� 15535（7番人気）� 254819（1番人気）
枠連票数 計 88512 的中 （1－6） 831（19番人気）
馬連票数 計 699434 的中 �� 6226（19番人気）
馬単票数 計 361129 的中 �� 1917（34番人気）
ワイド票数 計 575702 的中 �� 8137（18番人気）�� 81938（1番人気）�� 18899（11番人気）
3連複票数 計 981475 的中 ��� 26355（10番人気）
3連単票数 計1495408 的中 ��� 3355（108番人気）

ハロンタイム 13．0―11．7―11．9―12．5―12．2―11．6―11．2―10．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．7―36．6―49．1―1：01．3―1：12．9―1：24．1―1：34．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ギャラントウォリア �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 Marju デビュー 2020．7．12 函館2着

2018．5．6生 牡3青鹿 母 マ ル バ イ ユ 母母 Hambye 11戦3勝 賞金 43，676，000円
※ルース号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



2809310月31日 曇 良 （3阪神4） 第8日 第9競走 ��3，000�
こ と

古都ステークス
発走14時15分 （芝・右）
3歳以上，3勝クラス，2．10．31以降3．10．24まで1回以上出走馬，除3歳未出走馬および
未勝利馬；負担重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
3：02．5
3：01．0

良
良

33 メロディーレーン 牝5鹿 53 岩田 望来岡田 牧雄氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 354＋103：07．2 5．3�
44 タイセイモナーク 牡5鹿 55 和田 竜二田中 成奉氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム B494＋ 63：07．31 4．3�
22 シ ロ ニ イ 牡7白 56 幸 英明金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B506－ 23：07．83 11．2�
11 ディバインフォース 牡5鹿 56 藤岡 康太吉田 晴哉氏 寺島 良 安平 追分ファーム 466－ 83：07．9� 3．7�
78 リ ー ヴ ル 牡5栗 54 吉田 隼人�G1レーシング 辻 哲英 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496＋ 23：08．53� 5．3�
55 サウンドバーニング 牡9鹿 51 松若 風馬増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム B442＋ 43：08．6クビ 18．1	
810 エクセレントミスズ 牡8鹿 51 秋山真一郎永井 啓弍氏 藤沢 則雄 むかわ 上水牧場 476＋ 23：08．71 83．6

811 キタサンバルカン 牡5鹿 55 武 豊�大野商事 奥村 武 安平 ノーザンファーム 446－ 23：08．8� 6．6�
79 ジョウショームード 牡5黒鹿54 国分 優作熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 五丸農場 446－ 23：09．01� 37．7
67 � ヒーリングマインド �5鹿 53 酒井 学ゴドルフィン 四位 洋文 愛 Godolphin 470－ 63：09．53 34．9�
66 ウォーターパルフェ 牡6鹿 52 太宰 啓介山岡 正人氏 石橋 守 浦河 笹地牧場 490－ 23：11．110 69．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 47，580，300円 複勝： 60，697，400円 枠連： 12，877，000円
馬連： 90，693，200円 馬単： 38，023，300円 ワイド： 64，665，000円
3連複： 134，623，900円 3連単： 176，561，800円 計： 625，721，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 200円 � 160円 � 330円 枠 連（3－4） 1，170円

馬 連 �� 1，230円 馬 単 �� 2，430円

ワ イ ド �� 610円 �� 1，000円 �� 750円

3 連 複 ��� 3，350円 3 連 単 ��� 17，000円

票 数

単勝票数 計 475803 的中 � 71167（4番人気）
複勝票数 計 606974 的中 � 81363（3番人気）� 117118（2番人気）� 39252（6番人気）
枠連票数 計 128770 的中 （3－4） 8473（4番人気）
馬連票数 計 906932 的中 �� 57031（3番人気）
馬単票数 計 380233 的中 �� 11695（10番人気）
ワイド票数 計 646650 的中 �� 28067（9番人気）�� 16094（14番人気）�� 22080（11番人気）
3連複票数 計1346239 的中 ��� 30100（12番人気）
3連単票数 計1765618 的中 ��� 7528（66番人気）

ハロンタイム 13．0―12．1―12．6―12．7―12．7―12．6―12．8―14．0―12．5―12．2―12．3―11．9―11．5―12．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
13．0―25．1―37．7―50．4―1：03．1―1：15．7―1：28．5―1：42．5―1：55．0―2：07．2―2：19．5―2：31．4

2，600� 2，800�
―2：42．9―2：54．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メロディーレーン �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Motivator デビュー 2018．10．13 京都10着

2016．2．12生 牝5鹿 母 メ ー ヴ ェ 母母 Top Table 25戦4勝 賞金 73，668，000円

2809410月31日 曇 良 （3阪神4） 第8日 第10競走 ��
��1，400�オータムリーフステークス

発走14時50分 （ダート・右）
3歳以上，2．10．31以降3．10．24まで1回以上出走馬，除3歳未出走馬および未勝利馬；
負担重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

714 デンコウリジエール 牡4鹿 54 団野 大成田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 474＋ 41：22．7 18．1�
612 スマートダンディー 牡7鹿 57 秋山真一郎大川 徹氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 500± 01：22．8クビ 4．2�
713 アヴァンティスト 牡5栗 55 浜中 俊 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 新ひだか 谷岡牧場 476＋141：23．11� 7．2�
36 � ドウドウキリシマ 牡5栗 54 藤岡 康太西村新一郎氏 村山 明 新ひだか 田原橋本牧場 B492± 01：23．31	 44．7�
48 � スマッシングハーツ 牡5鹿 55 武 豊前田 幸治氏 新谷 功一 新冠 株式会社

ノースヒルズ 518＋121：23．4
 6．0�
23 � イモータルスモーク 牡4鹿 54 原田 和真�レッドマジック金成 貴史 米

Edward A.
Seltzer & Bev-
erly Anderson

510－ 4 〃 アタマ 44．2	
59 デターミネーション 牡5鹿 53 斎藤 新 
サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム B482－ 21：23．61 68．1�
510 アディラート 牡7黒鹿56 酒井 学安原 浩司氏 須貝 尚介 新ひだか タガミファーム B502－ 21：23．7� 26．6�
24 � エアアルマス 牡6鹿 58 岩田 望来 �ラッキーフィールド池添 学 米

Sekie Yoshihara
& Tsunebumi
Yoshihara

492＋ 4 〃 アタマ 3．8
816 ペプチドバンブー 牡6黒鹿56 松田 大作沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 B508＋ 2 〃 ハナ 49．6�
47 サトノラファール 牡4栗 54 国分 恭介 �サトミホースカンパニー 中竹 和也 千歳 社台ファーム 530－161：24．01� 52．5�
12 シ ョ ー ム 牡6栗 56 吉田 隼人西森 功氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 496－ 2 〃 アタマ 27．5�
11 ロイヤルパールス 牡6鹿 56 川須 栄彦ロイヤルパーク 池添 兼雄 日高 坂 牧場 526＋ 41：24．63
 25．2�
815 メイショウオーパス 牡6黒鹿56 幸 英明松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 508＋ 61：24．7
 33．9�
611 トップウイナー 牡5栗 56 和田 竜二
宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 B464± 01：25．02 14．1�
35 サ ヴ ィ 牡7黒鹿57 松若 風馬ゴドルフィン 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468－ 21：25．42
 12．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 54，905，900円 複勝： 81，080，100円 枠連： 28，504，600円
馬連： 146，420，200円 馬単： 50，856，300円 ワイド： 113，738，100円
3連複： 240，885，600円 3連単： 231，658，000円 計： 948，048，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，810円 複 勝 � 370円 � 160円 � 240円 枠 連（6－7） 1，010円

馬 連 �� 3，820円 馬 単 �� 9，160円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 1，820円 �� 650円

3 連 複 ��� 6，950円 3 連 単 ��� 57，470円

票 数

単勝票数 計 549059 的中 � 24265（7番人気）
複勝票数 計 810801 的中 � 47744（7番人気）� 155555（1番人気）� 84460（4番人気）
枠連票数 計 285046 的中 （6－7） 21847（2番人気）
馬連票数 計1464202 的中 �� 29653（12番人気）
馬単票数 計 508563 的中 �� 4163（30番人気）
ワイド票数 計1137381 的中 �� 26794（11番人気）�� 15470（21番人気）�� 47254（4番人気）
3連複票数 計2408856 的中 ��� 25965（15番人気）
3連単票数 計2316580 的中 ��� 2922（161番人気）

ハロンタイム 11．9―10．9―11．5―11．8―11．8―11．8―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
11．9―22．8―34．3―46．1―57．9―1：09．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デンコウリジエール �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2019．7．6 中京12着

2017．4．30生 牡4鹿 母 デンコウデア 母母 プレゼンテーション 17戦5勝 賞金 77，626，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の15頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）15頭 アイアムハヤスギル号・アドマイヤポラリス号・アンコールプリュ号・カレンロマチェンコ号・クラヴェル号・

クリノケンリュウ号・シャインガーネット号・スナークスター号・スナークライデン号・スピリットワンベル号・
パーティナシティ号・ホウオウトゥルース号・メイショウウズマサ号・メイショウベンガル号・ヨハン号

１レース目



2809510月31日 曇 良 （3阪神4） 第8日 第11競走 ��
��1，800�カシオペアステークス（Ｌ）

発走15時30分 （芝・右・外）
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1，200万円毎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）

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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．8

良
良

11 ファルコニア 牡4鹿 56 岩田 望来 �社台レースホース高野 友和 千歳 社台ファーム 466＋101：47．2 4．2�
22 ヴァンケドミンゴ 牡5鹿 57 酒井 学幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 476＋10 〃 クビ 40．8�
611 アドマイヤビルゴ 牡4鹿 57 武 豊近藤 旬子氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 434－ 21：47．3クビ 3．8�
47 レッドガラン 牡6鹿 57 斎藤 新 �東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム 514＋ 2 〃 アタマ 9．3�
814 エアロロノア 牡4鹿 56 藤岡 康太 �ラッキーフィールド笹田 和秀 千歳 社台ファーム 496± 01：47．4	 5．4	
23 ウインイクシード 牡7黒鹿57 和田 竜二�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 494－ 8 〃 ハナ 6．1

610 ヴ ァ ル コ ス 牡4鹿 56 吉田 隼人佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 506＋ 41：47．82	 21．7�
713 フ ラ ン ツ 牡6鹿 56 松若 風馬近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 446＋ 61：48．01
 30．5�
58 ベステンダンク 牡9栗 59 角田 大和市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 新ひだか 服部 牧場 516＋101：48．21
 71．8
46 マンオブスピリット �4鹿 56 団野 大成ホシノレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 488± 0 〃 クビ 114．1�
59 リ プ レ ー ザ 牡3鹿 54 幸 英明奥 裕嗣氏 大根田裕之 浦河 高岸 順一 488＋ 61：48．3	 11．3�
35 ド ゥ オ ー モ 牡8鹿 57 松田 大作広尾レース� 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 478＋101：48．4� 150．6�
815 メイショウエイコウ 牡7鹿 56 太宰 啓介松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 450－ 41：48．5� 295．8�
712 アフランシール 牝5鹿 54 浜中 俊前田 幸治氏 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 492－ 81：48．6クビ 170．3�
34 ホウオウピースフル 牝4栗 54 秋山真一郎小笹 芳央氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 498± 01：50．7大差 13．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 105，431，500円 複勝： 117，704，100円 枠連： 43，336，800円
馬連： 296，898，000円 馬単： 106，824，700円 ワイド： 161，225，700円
3連複： 468，764，600円 3連単： 577，064，400円 計： 1，877，249，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 180円 � 730円 � 170円 枠 連（1－2） 1，520円

馬 連 �� 8，200円 馬 単 �� 12，350円

ワ イ ド �� 2，320円 �� 410円 �� 1，630円

3 連 複 ��� 7，830円 3 連 単 ��� 54，590円

票 数

単勝票数 計1054315 的中 � 196341（2番人気）
複勝票数 計1177041 的中 � 185056（2番人気）� 30654（10番人気）� 210144（1番人気）
枠連票数 計 433368 的中 （1－2） 22028（6番人気）
馬連票数 計2968980 的中 �� 28056（29番人気）
馬単票数 計1068247 的中 �� 6485（48番人気）
ワイド票数 計1612257 的中 �� 16805（32番人気）�� 110915（1番人気）�� 24213（23番人気）
3連複票数 計4687646 的中 ��� 44846（30番人気）
3連単票数 計5770644 的中 ��� 7663（199番人気）

ハロンタイム 12．9―12．0―12．5―12．5―12．1―11．5―11．2―10．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．9―37．4―49．9―1：02．0―1：13．5―1：24．7―1：35．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファルコニア �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Hawk Wing デビュー 2019．11．2 京都2着

2017．2．10生 牡4鹿 母 カ ン ビ ー ナ 母母 Await 13戦5勝 賞金 113，061，000円
〔調教再審査〕 ホウオウピースフル号は，4コーナーで外側に逃避したことについて平地調教再審査。

2809610月31日 曇 良 （3阪神4） 第8日 第12競走 ��1，400�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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

812 シゲルホサヤク 牡3鹿 55 高倉 稜森中 蕃氏 服部 利之 浦河 三好牧場 464－ 21：24．2 3．5�
69 � タイミングナウ �5鹿 57 藤岡 康太�キーファーズ 四位 洋文 米 KatieRich

Farms 480＋ 21：24．62� 5．3�
711 エイシンバッカス 牡4栗 57 和田 竜二�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 468＋101：24．91	 13．3�
710 ジョウショーリード 牝4黒鹿55 国分 優作熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 柏木 一則 482－ 41：25．0� 17．8�
68 スラッシュメタル �6鹿 57

54 ▲角田 大和吉田 勝己氏 小林 真也 安平 ノーザンファーム B444－ 6 〃 クビ 42．2�
11 
 ア マ ー ビ レ 牝4黒鹿55 吉田 隼人安原 浩司氏 茶木 太樹 新ひだか 岡田牧場 496－ 81：25．21 23．1	
44 ジョディーズマロン 牡3栗 55 酒井 学 �ローレルレーシング 北出 成人 新冠 新冠橋本牧場 458＋ 2 〃 クビ 8．3

45 レディステディゴー 牡3鹿 55 川須 栄彦 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム 510－ 21：25．3	 13．1�
22 タガノペルマネンテ 牝4黒鹿55 藤懸 貴志八木 良司氏 平田 修 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 450－ 41：25．5	 153．3
57 ゲンパチミーティア 牡3鹿 55

51 ★古川 奈穂平野 武志氏 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 472± 01：25．61 13．5�
56 カ ム カ ム 牡7鹿 57 団野 大成共田 義夫氏 浜田多実雄 新冠 松浦牧場 478＋ 61：25．7� 38．4�
813 スカリーワグ 牡3栗 55 岩田 望来 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤原 英昭 新冠 長浜牧場 504－ 41：25．8	 3．9�
33 アッティーヴォ 牡7栗 57 秋山真一郎奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 大典牧場 458＋ 61：26．54 34．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 79，759，400円 複勝： 89，396，800円 枠連： 34，992，500円
馬連： 164，233，300円 馬単： 62，734，400円 ワイド： 120，585，300円
3連複： 265，971，000円 3連単： 300，769，300円 計： 1，118，442，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 170円 � 190円 � 310円 枠 連（6－8） 470円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 1，720円

ワ イ ド �� 420円 �� 1，140円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 6，310円 3 連 単 ��� 29，360円

票 数

単勝票数 計 797594 的中 � 178079（1番人気）
複勝票数 計 893968 的中 � 155675（1番人気）� 123677（3番人気）� 63121（7番人気）
枠連票数 計 349925 的中 （6－8） 57383（1番人気）
馬連票数 計1642333 的中 �� 127202（2番人気）
馬単票数 計 627344 的中 �� 27260（3番人気）
ワイド票数 計1205853 的中 �� 79868（2番人気）�� 25967（13番人気）�� 27184（12番人気）
3連複票数 計2659710 的中 ��� 31607（20番人気）
3連単票数 計3007693 的中 ��� 7425（82番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．6―35．5―47．7―1：00．0―1：11．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シゲルホサヤク �
�
父 ニホンピロアワーズ �

�
母父 サムライハート デビュー 2020．11．8 阪神6着

2018．5．18生 牡3鹿 母 シゲルチャグチャグ 母母 オーデコロン 7戦3勝 賞金 25，600，000円
〔制裁〕 レディステディゴー号の騎手川須栄彦は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
※ジョディーズマロン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

４レース目



（3阪神4）第8日 10月31日（日曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 158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

251，980，000円
14，250，000円
34，020，000円
1，290，000円
30，300，000円
70，745，500円
4，345，000円
1，516，800円

勝馬投票券売得金
604，726，500円
806，182，500円
194，221，600円
1，121，043，300円
480，614，100円
823，464，100円
1，745，582，400円
2，138，766，700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
計 7，914，601，200円

総入場人員 5，562名 （有料入場人員 5，357名）5, 297名）5, 502名



令和3年度 第4回阪神競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，175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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

2，372，210，000円
39，150，000円
260，740，000円
60，570，000円
276，500，000円
4，000，000円
515，836，000円
34，114，500円
11，280，000円

勝馬投票券売得金
6，483，578，800円
8，109，388，500円
2，440，912，200円
12，944，572，900円
5，517，137，400円
9，522，991，200円
22，217，968，600円
29，840，046，900円
1，529，962，900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 98，606，559，400円

総入場延人員 35，825名 （有料入場延人員 33，699名）33, 490名）35, 616名
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