
3101311月7日 晴 良 （3阪神5） 第2日 第1競走 ��1，800�2歳未勝利
発走10時10分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000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

22 カフジオクタゴン 牡2芦 55 坂井 瑠星加藤 守氏 矢作 芳人 洞�湖 レイクヴィラファーム 540－ 21：53．5 1．1�
89 � ハ ナ キ リ 牡2芦 55 松山 弘平大野 剛嗣氏 森 秀行 米 Mr. & Mrs. Larry

D Williams 470± 01：54．56 13．2�
44 デ ィ パ ッ セ 牡2鹿 55 池添 謙一村上 稔氏 高柳 大輔 安平 �橋本牧場 484＋ 61：54．71� 41．0�
66 フローラルビアンカ 牝2黒鹿54 藤岡 佑介ライオンレースホース� 田中 克典 安平 ノーザンファーム 472± 01：55．97 15．1�
55 コルトレーン 牡2黒鹿 55

52 ▲角田 大和市川義美ホール
ディングス� 角田 晃一 新ひだか フジワラフアーム 490－ 21：58．4大差 16．3�

33 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 502＋ 8 〃 ハナ 119．0

11 ナ ヴ ァ イ オ 牝2栗 54 太宰 啓介�ノースヒルズ 高橋 亮 新ひだか 土居牧場 440＋ 41：58．72 124．9�
88 ショウナンダイコク 牡2鹿 55

52 ▲小沢 大仁国本 哲秀氏 新谷 功一 日高 天羽牧場 494± 01：59．12� 68．4�
77 ウォーターメーヴェ 牝2栗 54 幸 英明山岡 正人氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 506－ 22：00．58 8．5

（9頭）

売 得 金
単勝： 45，829，400円 複勝： 121，078，300円 枠連： 6，234，500円
馬連： 41，260，700円 馬単： 34，896，700円 ワイド： 41，346，300円
3連複： 60，064，900円 3連単： 156，595，000円 計： 507，305，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 110円 複 勝 � 110円 � 160円 � 230円 枠 連（2－8） 400円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 540円

ワ イ ド �� 210円 �� 390円 �� 1，440円

3 連 複 ��� 2，400円 3 連 単 ��� 5，000円

票 数

単勝票数 計 458294 的中 � 312621（1番人気）
複勝票数 計1210783 的中 � 949969（1番人気）� 56085（2番人気）� 30200（6番人気）
枠連票数 計 62345 的中 （2－8） 11789（2番人気）
馬連票数 計 412607 的中 �� 66655（3番人気）
馬単票数 計 348967 的中 �� 47633（3番人気）
ワイド票数 計 413463 的中 �� 58768（3番人気）�� 25866（5番人気）�� 6107（16番人気）
3連複票数 計 600649 的中 ��� 18711（10番人気）
3連単票数 計1565950 的中 ��� 22688（19番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．9―36．8―49．3―1：02．2―1：15．2―1：27．9―1：40．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カフジオクタゴン �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 メジロベイリー デビュー 2021．10．17 阪神2着

2019．3．8生 牡2芦 母 メジロマリアン 母母 メジロサンドラ 2戦1勝 賞金 7，900，000円
〔その他〕 ウォーターメーヴェ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナヴァイオ号・ショウナンダイコク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年12月

7日まで平地競走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 ウォーターメーヴェ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年12月7日まで出走できない。

3101411月7日 晴 良 （3阪神5） 第2日 第2競走 1，400�2歳未勝利
発走10時40分 （ダート・右）

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
1：23．0
1：23．0

重
重

68 カラフルキューブ 牝2鹿 54 松山 弘平�G1レーシング 高野 友和 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 468＋ 41：25．9 3．0�

33 ラ ニ カ イ 牝2栗 54 武 豊�ノースヒルズ 松永 幹夫 新冠 株式会社
ノースヒルズ 474＋ 21：26．43 6．3�

11 カフジテトラゴン 牝2鹿 54 古川 吉洋加藤 守氏 武 英智 新ひだか タイヘイ牧場 450－ 41：26．5� 2．5�
67 レ タ ラ 牝2芦 54

53 ☆泉谷 楓真飯田 正剛氏 吉村 圭司 新ひだか 千代田牧場 442＋ 21：26．6� 172．1�
44 エクサープト 牝2栗 54 藤懸 貴志水上 行雄氏 石坂 公一 浦河 笠松牧場 474＋ 21：26．91� 29．7�
710 ポ メ ラ ー ト 牝2黒鹿54 坂井 瑠星合同会社雅苑興業 茶木 太樹 新冠 津田牧場 488＋ 2 〃 クビ 28．7	
55 マ リ ヨ ン ヌ 牝2鹿 54

51 ▲角田 大和 �カナヤマホール
ディングス 高橋 亮 浦河 宮内牧場 434－ 41：27．53� 23．6


22 フェブサンカラ 牝2鹿 54 酒井 学釘田 義広氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 402－ 21：28．24 18．7�
812 シ ウ ン 牝2黒鹿54 池添 謙一 �Gリビエール・

レーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 446－ 41：28．3� 10．0�
56 トーアレインボー 牝2鹿 54 和田 竜二高山ランド� 牧田 和弥 豊浦トーア牧場 488± 01：28．4� 45．2
811 グッドフィーリング 牝2鹿 54 幸 英明�ターフ・スポート新谷 功一 浦河 中島牧場 478± 01：30．010 56．3�
79 アルトキュムラス 牝2栗 54

51 ▲小沢 大仁 TGレーシング 高橋 義忠 千歳 社台ファーム 526＋ 61：30．32 213．3�
（12頭）

売 得 金
単勝： 41，189，100円 複勝： 45，722，200円 枠連： 9，330，700円
馬連： 53，798，100円 馬単： 26，669，800円 ワイド： 49，245，600円
3連複： 89，818，700円 3連単： 110，320，000円 計： 426，094，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 120円 � 140円 � 110円 枠 連（3－6） 610円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，160円

ワ イ ド �� 240円 �� 160円 �� 250円

3 連 複 ��� 430円 3 連 単 ��� 2，640円

票 数

単勝票数 計 411891 的中 � 111842（2番人気）
複勝票数 計 457222 的中 � 96017（2番人気）� 65855（3番人気）� 130120（1番人気）
枠連票数 計 93307 的中 （3－6） 11683（2番人気）
馬連票数 計 537981 的中 �� 57908（2番人気）
馬単票数 計 266698 的中 �� 17196（3番人気）
ワイド票数 計 492456 的中 �� 47065（2番人気）�� 90510（1番人気）�� 45081（3番人気）
3連複票数 計 898187 的中 ��� 154204（1番人気）
3連単票数 計1103200 的中 ��� 30291（4番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カラフルキューブ �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2021．7．3 福島2着

2019．2．12生 牝2鹿 母 カラフルデイズ 母母 アイヴォリーカラー 4戦1勝 賞金 10，410，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グッドフィーリング号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年12月7日まで平地競

走に出走できない。
アルトキュムラス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年1月7日まで平地競
走に出走できない。

第５回 阪神競馬 第２日
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気



3101511月7日 晴 良 （3阪神5） 第2日 第3競走 1，800�2歳未勝利
発走11時10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

812 ポッドボレット 牡2鹿 55 武 豊小川眞査雄氏 辻野 泰之 千歳 社台ファーム 498＋ 61：46．9 2．8�
710 タイセイディバイン 牡2鹿 55 松若 風馬田中 成奉氏 高野 友和 日高 下河辺牧場 518－ 21：47．0� 4．9�
56 マ テ ウ ス 牡2鹿 55 横山 典弘�フクキタル 昆 貢 新冠 パカパカ

ファーム 502－ 41：47．53 5．9�
22 サンセットクラウド 牡2芦 55 坂井 瑠星前田 晋二氏 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 452＋ 21：47．6クビ 7．0�
11 メイショウウネビ 牡2鹿 55

52 ▲角田 大和松本 好雄氏 本田 優 浦河 宮内牧場 466± 01：47．92 26．5�
33 サワーホマレー 牝2栗 54 小牧 太伊藤永二郎氏 笹田 和秀 新ひだか 田湯牧場 450± 01：48．1� 5．1	
69 ビートルジュース 牝2青 54 藤懸 貴志阿部東亜子氏 羽月 友彦 日高 オリオンファーム 438± 01：48．2� 85．2

44 ハイグッドエース 牡2黒鹿55 古川 吉洋服部 新平氏 大根田裕之 新ひだか へいはた牧場 434＋ 41：48．41� 46．9�
45 シ ゲ ル ブ リ 牡2鹿 55

54 ☆亀田 温心森中 蕃氏 大橋 勇樹 日高 日高大洋牧場 418－ 21：48．72 322．1�
711 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 506－ 8 〃 アタマ 21．0
813 スマートキャノン 牡2栗 55

52 ▲小沢 大仁大川 徹氏 音無 秀孝 日高 本間牧場 472－ 81：48．8� 200．8�
68 ヨシノエスポワール 牡2鹿 55

54 ☆泉谷 楓真清水 義德氏 中尾 秀正 浦河 ガーベラパー
クスタツド 482－ 21：48．9� 281．3�

57 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 426－ 21：49．11� 230．0�
（13頭）

売 得 金
単勝： 45，721，400円 複勝： 61，231，600円 枠連： 9，487，900円
馬連： 62，696，600円 馬単： 28，270，400円 ワイド： 55，722，200円
3連複： 92，629，800円 3連単： 113，436，300円 計： 469，196，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 140円 � 160円 枠 連（7－8） 520円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，140円

ワ イ ド �� 280円 �� 270円 �� 430円

3 連 複 ��� 1，210円 3 連 単 ��� 4，580円

票 数

単勝票数 計 457214 的中 � 133655（1番人気）
複勝票数 計 612316 的中 � 144002（1番人気）� 116308（2番人気）� 86157（3番人気）
枠連票数 計 94879 的中 （7－8） 13977（1番人気）
馬連票数 計 626966 的中 �� 72019（2番人気）
馬単票数 計 282704 的中 �� 18466（2番人気）
ワイド票数 計 557222 的中 �� 52385（3番人気）�� 55524（1番人気）�� 30271（7番人気）
3連複票数 計 926298 的中 ��� 57286（3番人気）
3連単票数 計1134363 的中 ��� 17922（2番人気）

ハロンタイム 13．0―11．7―12．2―12．3―11．9―11．6―11．2―10．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．7―36．9―49．2―1：01．1―1：12．7―1：23．9―1：34．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F34．2
3 1（10，12）11（2，7）（9，8）3（4，13）5－6 4 ・（1，10，12）（2，7，11，8）－（3，9）（5，4，13）6
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ポッドボレット �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 Medaglia d’Oro デビュー 2021．8．8 函館3着

2019．3．9生 牡2鹿 母 シーエスシルク 母母 Remember the Day 3戦1勝 賞金 8，900，000円
※出走取消馬 アモールファティ号（疾病〔左前肢跛行〕のため）

3101611月7日 晴 良 （3阪神5） 第2日 第4競走 ��1，200�2歳新馬
発走11時40分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：11．0
1：10．2

良
不良

67 � クロデメニル 牝2鹿 54 武 豊藤田 晋氏 森 秀行 米 Teneri Farm 494 ―1：13．9 2．8�
56 テイエムヒマラヤ 牡2鹿 55 古川 吉洋竹園 正繼氏 武 英智 新ひだか 本桐牧場 472 ― 〃 アタマ 11．0�
55 イ ラ ー レ 牝2栗 54 幸 英明�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 442 ―1：14．64 4．3�
44 ミラクルスター 牡2黒鹿55 小牧 太中西 功氏 服部 利之 日高 高山牧場 504 ―1：15．23� 60．7�
11 メイショウトール 牡2鹿 55

54 ☆泉谷 楓真松本 好雄氏 石橋 守 様似 中脇 一幸 476 ―1：15．52 42．5�
812 メイショウソウゲツ 牝2黒鹿54 松山 弘平松本 好雄氏 本田 優 新ひだか 藤沢牧場 456 ―1：15．71� 5．4	
79 バンドールロゼ 牡2栗 55

52 ▲小沢 大仁 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 484 ―1：15．8� 9．6


33 ミスルーマー 牝2鹿 54 藤岡 康太 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 宮 徹 新ひだか 岡田牧場 432 ―1：15．9� 15．7�

68 タロファイター 牡2鹿 55 和田 竜二髙岡 浩行氏 中尾 秀正 新冠 アサヒ牧場 472 ―1：16．85 29．2�
710 メイショウテオス 牡2栗 55 田中 健松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 本巣 敦 452 ―1：16．9クビ 89．2
22 テイエムランウェイ 牡2栗 55

52 ▲角田 大和竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか 有限会社PRIDE ROCK 492 ―1：17．11 13．3�
811 チャーミーアイズ 牝2鹿 54

53 ☆亀田 温心グリーンスウォード羽月 友彦 新冠 村上 進治 438 ―1：18．27 134．1�
（12頭）

売 得 金
単勝： 41，015，400円 複勝： 37，684，800円 枠連： 7，675，200円
馬連： 49，555，400円 馬単： 24，732，600円 ワイド： 41，647，400円
3連複： 68，901，600円 3連単： 89，273，800円 計： 360，486，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 190円 � 150円 枠 連（5－6） 420円

馬 連 �� 1，810円 馬 単 �� 2，540円

ワ イ ド �� 580円 �� 260円 �� 570円

3 連 複 ��� 1，600円 3 連 単 ��� 9，840円

票 数

単勝票数 計 410154 的中 � 119584（1番人気）
複勝票数 計 376848 的中 � 87447（1番人気）� 42364（4番人気）� 66578（2番人気）
枠連票数 計 76752 的中 （5－6） 13866（1番人気）
馬連票数 計 495554 的中 �� 21141（6番人気）
馬単票数 計 247326 的中 �� 7279（8番人気）
ワイド票数 計 416474 的中 �� 17002（6番人気）�� 45287（1番人気）�� 17638（5番人気）
3連複票数 計 689016 的中 ��� 32254（2番人気）
3連単票数 計 892738 的中 ��� 6572（19番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―12．2―12．4―12．5―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．8―24．3―36．5―48．9―1：01．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�クロデメニル �
�
父 Practical Joke �

�
母父 Pegasus Wind 初出走

2019．3．18生 牝2鹿 母 Valiant Emilia 母母 Valiant Saint 1戦1勝 賞金 7，000，000円



3101711月7日 晴 良 （3阪神5） 第2日 第5競走 2，000�2歳新馬
発走12時30分 （芝・右）

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

中央レコード
2：00．4
1：58．9

良
良

55 ダノンブリザード 牡2鹿 55 坂井 瑠星�ダノックス 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 486 ―2：01．8 1．5�
77 グ ロ ー 牡2鹿 55 和田 竜二ケーエスHD 鈴木 孝志 新ひだか 前谷 武志 468 ―2：02．43� 8．2�
11 ショウサンキズナ 牡2鹿 55 松若 風馬鈴木 昭和氏 松下 武士 日高 モリナガファーム 500 ―2：03．46 29．9�
66 エリザベスミノル 牝2青鹿54 藤岡 康太吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 438 ― 〃 アタマ 67．2�
22 カルネドボヤージュ 牡2鹿 55 松山 弘平 �キャロットファーム 杉山 晴紀 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 508 ―2：05．010 5．1	
33 サトノノヴァ 牡2鹿 55

54 ☆泉谷 楓真 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 486 ― 〃 クビ 10．0

44 ジョウショーヘイロ 牡2黒鹿55 幸 英明熊田 義孝氏 新谷 功一 新冠 五丸農場 480 ―2：05．52� 7．8�

（7頭）

売 得 金
単勝： 35，962，900円 複勝： 33，285，700円 枠連： 発売なし
馬連： 32，741，300円 馬単： 27，137，400円 ワイド： 24，110，600円
3連複： 39，231，900円 3連単： 127，797，100円 計： 320，266，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 260円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 770円

ワ イ ド �� 270円 �� 690円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 2，370円 3 連 単 ��� 6，330円

票 数

単勝票数 計 359629 的中 � 180516（1番人気）
複勝票数 計 332857 的中 � 209836（1番人気）� 22030（5番人気）
馬連票数 計 327413 的中 �� 39159（4番人気）
馬単票数 計 271374 的中 �� 26415（4番人気）
ワイド票数 計 241106 的中 �� 26793（4番人気）�� 8387（10番人気）�� 5439（12番人気）
3連複票数 計 392319 的中 ��� 12368（8番人気）
3連単票数 計1277971 的中 ��� 14620（20番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．3―24．9―37．4―49．9―1：02．2―1：14．3―1：26．3―1：38．0―1：49．6

コーナー
通過順位

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

2
4
2－4（3，6）5，7－1・（2，5）（4，7）（1，6）3

勝馬の
紹 介

ダノンブリザード �

父 ディープインパクト �


母父 Harlan’s Holiday 初出走

2019．2．18生 牡2鹿 母 コンクエストハーラネイト 母母 Allison’s Pride 1戦1勝 賞金 7，000，000円

3101811月7日 晴 良 （3阪神5） 第2日 第6競走 1，200�2歳新馬
発走13時00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

44 メイショウグラニー 牝2鹿 54 藤岡 康太松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 458 ―1：11．0 1．5�
811 アルムブラーヴ 牡2青鹿55 和田 竜二﨑川美枝子氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 480 ―1：11．21� 31．1�
78 ピースキーパー 牝2栗 54

51 ▲小沢 大仁 �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 434 ―1：11．3� 47．8�

33 ジェニーグロウ 牝2鹿 54 松山 弘平林 正道氏 奥村 豊 日高 藤本ファーム 426 ―1：11．51 6．4�
66 ゴッドクインビー 牝2鹿 54

51 ▲角田 大和中西 憲治氏 角田 晃一 平取 二風谷ファーム 454 ―1：11．6� 6．1�
79 ブランニューミー 牝2鹿 54 城戸 義政山口 正行氏 清水 久詞 浦河 信成牧場 466 ― 〃 ハナ 20．8	
810 ラファエーレ 牡2黒鹿 55

54 ☆泉谷 楓真岩﨑 僖澄氏 大橋 勇樹 新冠 松木 加代 486 ― 〃 アタマ 42．8

55 ヤマカツオリオン 牡2鹿 55 幸 英明山田 和夫氏 谷 潔 新ひだか 岡田牧場 508 ―1：12．55 61．4�
22 パ ウ オ レ 牝2栗 54 酒井 学 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松山 将樹 新冠 佐藤牧場 466 ―1：12．71� 34．0�
11 ゼットランポ 牝2鹿 54

53 ☆亀田 温心フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム 460 ―1：13．22� 39．9�
67 スーサンユッセ 牝2鹿 54 坂井 瑠星林 進氏 笹田 和秀 浦河 浦河日成牧場 462 ― （競走中止） 16．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 39，486，700円 複勝： 46，799，100円 枠連： 8，371，700円
馬連： 44，102，000円 馬単： 27，155，800円 ワイド： 35，649，100円
3連複： 62，881，900円 3連単： 106，257，100円 計： 370，703，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 400円 � 630円 枠 連（4－8） 950円

馬 連 �� 1，510円 馬 単 �� 1，910円

ワ イ ド �� 620円 �� 1，010円 �� 5，400円

3 連 複 ��� 12，810円 3 連 単 ��� 33，370円

票 数

単勝票数 計 394867 的中 � 203330（1番人気）
複勝票数 計 467991 的中 � 242763（1番人気）� 16418（6番人気）� 9553（9番人気）
枠連票数 計 83717 的中 （4－8） 6819（4番人気）
馬連票数 計 441020 的中 �� 22523（5番人気）
馬単票数 計 271558 的中 �� 10659（7番人気）
ワイド票数 計 356491 的中 �� 15523（6番人気）�� 9083（11番人気）�� 1603（43番人気）
3連複票数 計 628819 的中 ��� 3679（38番人気）
3連単票数 計1062571 的中 ��� 2308（102番人気）

ハロンタイム 12．7―11．9―12．0―11．3―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―24．6―36．6―47．9―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウグラニー �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 アドマイヤムーン 初出走

2019．2．15生 牝2鹿 母 プリンセスムーン 母母 スクービドゥー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時01分に変更。
〔競走中止〕 スーサンユッセ号は，競走中に異常歩様となったため4コーナー手前で競走中止。
〔調教再審査〕 スーサンユッセ号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
※パウオレ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



3101911月7日 晴 良 （3阪神5） 第2日 第7競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時30分 （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
1：43．9
1：43．8

良
良

711 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 468＋ 21：46．0 13．2�
45 マイネルエニグマ 牡3栗 55 和田 竜二 �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 466－ 21：46．11 4．7�
11 � サトノペルセウス �3黒鹿55 藤岡 佑介 �サトミホースカンパニー 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 494－ 2 〃 ハナ 8．5�
22 ナ ム ラ ド ン 牡4鹿 57 松田 大作奈村 睦弘氏 清水 久詞 新冠 武田 寛治 482－ 21：46．2アタマ 68．6�
710 ヤマニンサンパ 牡3芦 55 藤懸 貴志土井 肇氏 斉藤 崇史 新冠 錦岡牧場 466＋ 6 〃 � 13．4�
69 ヴェルトハイム 牝3黒鹿53 松山 弘平 �ロードホースクラブ 友道 康夫 新ひだか ケイアイファーム 468－ 21：46．3クビ 2．0	
813 スズカトップバゴ 牡3栗 55 武 豊永井 啓弍氏 吉村 圭司 新ひだか 真歌田中牧場 458± 01：46．61� 5．4

812 サイモンメガライズ 牡3鹿 55

52 ▲小沢 大仁澤田 昭紀氏 小林 真也 日高 ヤナガワ牧場 492± 0 〃 アタマ 94．8�
33 カ ケ ル 牡4鹿 57 古川 吉洋中西 宏彰氏 大根田裕之 浦河 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 494＋ 41：46．7	 422．0�
56 ワイドアウェイク 牝3栗 53

50 ▲角田 大和 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 490＋ 41：46．8アタマ 191．6
57 ケルンキングダム �5鹿 57 国分 恭介谷和 光彦氏 小崎 憲 浦河 ひるかわ育

成牧場 446＋ 21：46．9� 51．1�
68 フォルステライト 牝4黒鹿55 池添 謙一 �サンデーレーシング 小林 真也 安平 ノーザンファーム 456－ 21：47．0� 19．6�
44 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± 01：49．4大差 349．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 50，271，000円 複勝： 69，029，400円 枠連： 11，687，500円
馬連： 68，397，000円 馬単： 34，594，000円 ワイド： 55，452，600円
3連複： 96，469，100円 3連単： 139，923，900円 計： 525，824，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，320円 複 勝 � 350円 � 210円 � 380円 枠 連（4－7） 1，570円

馬 連 �� 2，790円 馬 単 �� 7，530円

ワ イ ド �� 850円 �� 1，950円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 11，490円 3 連 単 ��� 83，900円

票 数

単勝票数 計 502710 的中 � 30375（5番人気）
複勝票数 計 690294 的中 � 49221（5番人気）� 96660（2番人気）� 43599（6番人気）
枠連票数 計 116875 的中 （4－7） 5756（7番人気）
馬連票数 計 683970 的中 �� 18982（8番人気）
馬単票数 計 345940 的中 �� 3445（24番人気）
ワイド票数 計 554526 的中 �� 17197（8番人気）�� 7144（22番人気）�� 11609（14番人気）
3連複票数 計 964691 的中 ��� 6292（37番人気）
3連単票数 計1399239 的中 ��� 1209（219番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―35．4―47．4―59．5―1：11．2―1：22．7―1：33．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウシンタケ �
�
父 ワールドエース �

�
母父 アドマイヤコジーン デビュー 2020．8．29 小倉6着

2018．5．10生 牡3鹿 母 アドマイヤビアン 母母 アドマイヤラピス 9戦2勝 賞金 15，590，000円
〔制裁〕 メイショウシンタケ号の騎手藤岡康太は，決勝線手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番）

3102011月7日 晴 良 （3阪神5） 第2日 第8競走 ��1，800�3歳以上2勝クラス
発走14時00分 （ダート・右）

負担重量は，3歳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

610� ラヴネヴァーエンズ 牡4黒鹿57 武 豊ゴドルフィン 安田 翔伍 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 518－ 41：52．6 5．2�

712 ハイパーステージ 牡4芦 57 坂井 瑠星 �グランデオーナーズ 吉田 直弘 浦河 宮内牧場 446＋ 2 〃 アタマ 36．1�
57 リリーミニスター �4芦 57 池添 謙一土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 高橋フアーム 482＋141：53．02� 19．8�
814 ワイズマンハート 牡3鹿 55

52 ▲小沢 大仁吉岡 泰治氏 松永 昌博 森 笹川大晃牧場 472－ 21：53．1クビ 5．3�
813 サイモンルモンド �4栗 57 浜中 俊澤田 昭紀氏 小林 真也 日高 ヤナガワ牧場 446＋ 21：53．2� 32．7�
711 ク レ デ ン ザ 牝4芦 55 藤岡 佑介�G1レーシング 辻野 泰之 安平 追分ファーム 450－ 41：53．3	 7．7	
69 スギノマジェスティ 牡3栗 55

52 ▲角田 大和杉山 忠国氏 上村 洋行 新ひだか 明治牧場 466± 01：53．83 5．3

22 タイセイシェダル 牡3栗 55 幸 英明田中 成奉氏 高橋 義忠 浦河 大島牧場 462＋ 21：53．9クビ 8．5�
46 グレースルビー 牝4鹿 55 藤岡 康太本多 敏行氏 羽月 友彦 日高 森永牧場 472＋ 4 〃 ハナ 20．1�
11 ロードシュトローム 牡3鹿 55 和田 竜二 �ロードホースクラブ 清水 久詞 新ひだか ケイアイファーム 502± 01：55．07 11．4
58 ウエストンバート 牡3鹿 55

54 ☆泉谷 楓真�ターフ・スポート吉岡 辰弥 浦河 谷川牧場 524－ 21：55．42� 33．6�
45 ピースマッチング �3芦 55 松山 弘平 �社台レースホース斎藤 誠 千歳 社台ファーム 456± 01：56．04 9．5�
33 ラインオブダンス 牝4黒鹿55 松若 風馬�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 510＋20 〃 クビ 19．0�
34 � ダディーズメジャー 牡4栗 57

53 ★古川 奈穂田島 大史氏 千田 輝彦 むかわ 上水牧場 484－ 21：56．63� 146．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 45，593，800円 複勝： 63，855，500円 枠連： 17，772，500円
馬連： 89，891，300円 馬単： 31，501，700円 ワイド： 71，872，400円
3連複： 136，452，500円 3連単： 134，123，100円 計： 591，062，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 220円 � 990円 � 550円 枠 連（6－7） 1，020円

馬 連 �� 13，100円 馬 単 �� 20，330円

ワ イ ド �� 3，340円 �� 2，190円 �� 7，170円

3 連 複 ��� 56，690円 3 連 単 ��� 292，000円

票 数

単勝票数 計 455938 的中 � 68825（1番人気）
複勝票数 計 638555 的中 � 92578（1番人気）� 14738（12番人気）� 28070（9番人気）
枠連票数 計 177725 的中 （6－7） 13419（3番人気）
馬連票数 計 898913 的中 �� 5314（52番人気）
馬単票数 計 315017 的中 �� 1162（86番人気）
ワイド票数 計 718724 的中 �� 5556（48番人気）�� 8563（30番人気）�� 2557（70番人気）
3連複票数 計1364525 的中 ��� 1805（192番人気）
3連単票数 計1341231 的中 ��� 333（1016番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―22．8―35．7―48．0―1：00．7―1：13．9―1：26．4―1：39．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ラヴネヴァーエンズ �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Distorted Humor

2017．4．1生 牡4黒鹿 母 アフェクショネット 母母 Loving Kindness 4戦2勝 賞金 18，600，000円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
※リリーミニスター号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



3102111月7日 晴 良 （3阪神5） 第2日 第9競走 ��
��1，800�

き

も ち の 木 賞
発走14時35分 （ダート・右）
2歳，1勝クラス；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，100，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，010，000円
付 加 賞 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：50．9
1：50．9

不良
不良

813 クラウンプライド 牡2黒鹿55 幸 英明吉田 照哉氏 新谷 功一 千歳 社台ファーム 488－ 61：53．5 7．2�
11 ウェルカムニュース 牡2鹿 55 松山 弘平吉田 勝己氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 492－ 41：54．03 3．1�
69 アトラクティーボ 牡2鹿 55 池添 謙一�ノースヒルズ 武藤 善則 新冠 株式会社

ノースヒルズ 510－ 61：55．38 7．5�
33 コパノニコルソン 牡2栗 55 亀田 温心小林 祥晃氏 宮 徹 浦河 宮内牧場 518＋161：55．4クビ 6．5�
68 コンスタンティン 牝2鹿 54 小沢 大仁椎名 節氏 石坂 公一 日高 新井 昭二 460＋ 41：55．61� 38．8�
44 ビヨンドザファザー 牡2鹿 55 藤岡 康太 �スリーエイチレーシング 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 506－101：55．7クビ 18．8	
56 ラインオブソウル 牡2鹿 55 松若 風馬 �吉澤ホールディングス 音無 秀孝 新ひだか グランド牧場 516＋10 〃 アタマ 18．9

57 エトワールジェンヌ 牝2鹿 54 和田 竜二福盛 訓之氏 清水 久詞 むかわ 新井牧場 478－ 41：56．02 115．0�
710 アナザーエデン 牡2鹿 55 武 豊市川義美ホール

ディングス� 吉村 圭司 むかわ 上水牧場 502± 01：56．42� 5．2�
812 ブラックルパン 牡2鹿 55 丸田 恭介田畑 利彦氏 池上 昌和 新ひだか 有限会社PRIDE ROCK 528＋ 41：56．61� 67．6
45 ア ニ ー ジ ョ 牡2栗 55 坂井 瑠星 �ローレルレーシング 畠山 吉宏 浦河 グランデファーム 506± 01：57．02� 17．0�
711 ジャカランダ 牡2黒鹿55 藤岡 佑介�ノースヒルズ 河内 洋 新ひだか 土居牧場 580＋ 81：58．27 27．6�
22 シュガーコルト 牡2鹿 55 角田 大和飯田 正剛氏 寺島 良 新ひだか 千代田牧場 B500－ 61：59．26 109．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 62，559，500円 複勝： 78，058，700円 枠連： 16，928，900円
馬連： 106，157，200円 馬単： 41，372，100円 ワイド： 79，183，200円
3連複： 159，802，000円 3連単： 181，872，200円 計： 725，933，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 180円 � 150円 � 210円 枠 連（1－8） 1，110円

馬 連 �� 1，220円 馬 単 �� 2，670円

ワ イ ド �� 520円 �� 900円 �� 460円

3 連 複 ��� 2，760円 3 連 単 ��� 16，360円

票 数

単勝票数 計 625595 的中 � 73351（4番人気）
複勝票数 計 780587 的中 � 113059（3番人気）� 151139（1番人気）� 82712（5番人気）
枠連票数 計 169289 的中 （1－8） 11737（4番人気）
馬連票数 計1061572 的中 �� 66993（4番人気）
馬単票数 計 413721 的中 �� 11587（8番人気）
ワイド票数 計 791832 的中 �� 39854（4番人気）�� 21279（10番人気）�� 45597（3番人気）
3連複票数 計1598020 的中 ��� 43401（6番人気）
3連単票数 計1818722 的中 ��� 8055（32番人気）

ハロンタイム 12．6―10．6―13．5―12．8―12．6―13．0―12．9―12．6―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．2―36．7―49．5―1：02．1―1：15．1―1：28．0―1：40．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クラウンプライド �
�
父 リーチザクラウン �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2021．10．3 中京1着

2019．5．4生 牡2黒鹿 母 エミーズプライド 母母 エミーズスマイル 2戦2勝 賞金 17，380，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シュガーコルト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年12月7日まで平地競走

に出走できない。

3102211月7日 晴 良 （3阪神5） 第2日 第10競走 ��
��1，200�

どうとんぼり

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

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000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
1：06．7
1：06．0

良
良

58 スマートクラージュ 牡4鹿 57 松山 弘平大川 徹氏 池江 泰寿 日高 いとう牧場 474－ 41：08．6 1．8�
610 サトノファビュラス 牝4鹿 55 丸田 恭介 �サトミホースカンパニー 宗像 義忠 日高 下河辺牧場 416－101：08．81� 22．6�
34 カワキタアジン 牝4鹿 55 泉谷 楓真川島 徹郎氏 杉山 晴紀 新冠 川島牧場 508± 01：08．9	 15．9�
45 ナンヨーアミーコ 
8栗 57 柴田 善臣中村 德也氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 426± 0 〃 クビ 139．7�
22 メイショウミモザ 牝4芦 55 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 456－ 41：09．0クビ 18．1�
69 ヤマニンペダラーダ 牡7黒鹿57 松田 大作土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 476＋ 2 〃 アタマ 86．8	
712 ブラックダンサー 牝5黒鹿55 坂井 瑠星前迫 義幸氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム B482－ 8 〃 クビ 36．5

11 ロードベイリーフ 牡4黒鹿57 松若 風馬 �ロードホースクラブ 森田 直行 浦河 大北牧場 480－ 8 〃 アタマ 8．0�
711 グッドマックス 牝4芦 55 藤井勘一郎長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 466－ 21：09．1クビ 54．2�
813 ゴールドチャリス 牝3鹿 54 武 豊フィールドレーシング 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 428＋12 〃 クビ 16．6
33 ハッシュゴーゴー 牝5鹿 55 浜中 俊吉田 千津氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 462－ 61：09．2クビ 6．2�
57 サウンドカナロア 牡5鹿 57 和田 竜二増田 雄一氏 村山 明 新冠 飛渡牧場 B476－ 4 〃 クビ 11．4�
46 � ロ ジ ー ナ 牝4黒鹿55 幸 英明 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 幌村牧場 466± 01：09．3クビ 16．4�
814� シルヴェーヌ 牝6鹿 55 酒井 学西田 順彦氏 伊藤 伸一 新冠 飯島 功典 460－ 61：09．62 223．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 61，852，800円 複勝： 80，946，700円 枠連： 26，112，800円
馬連： 144，802，100円 馬単： 62，598，300円 ワイド： 97，784，700円
3連複： 221，253，100円 3連単： 290，512，900円 計： 985，863，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 130円 � 440円 � 290円 枠 連（5－6） 1，350円

馬 連 �� 2，090円 馬 単 �� 2，340円

ワ イ ド �� 760円 �� 510円 �� 4，050円

3 連 複 ��� 8，360円 3 連 単 ��� 23，430円

票 数

単勝票数 計 618528 的中 � 260678（1番人気）
複勝票数 計 809467 的中 � 248028（1番人気）� 34330（9番人気）� 58868（4番人気）
枠連票数 計 261128 的中 （5－6） 14952（5番人気）
馬連票数 計1448021 的中 �� 53481（8番人気）
馬単票数 計 625983 的中 �� 20028（9番人気）
ワイド票数 計 977847 的中 �� 33362（8番人気）�� 51806（4番人気）�� 5767（43番人気）
3連複票数 計2212531 的中 ��� 19846（31番人気）
3連単票数 計2905129 的中 ��� 8986（73番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．2―11．1―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．4―34．6―45．7―57．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．2―3F34．0
3 7，10（1，12）（2，14）11（3，8）6，9（4，5）－13 4 7，10（1，12）（2，14）（3，11，8）（6，9）（4，5）－13

勝馬の
紹 介

スマートクラージュ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2020．2．16 京都2着

2017．4．22生 牡4鹿 母 レジェトウショウ 母母 ウイッチトウショウ 10戦4勝 賞金 66，029，000円
〔その他〕 ロジーナ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ロジーナ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年12月7日まで出走できない。

２レース目



3102311月7日 晴 良 （3阪神5） 第2日 第11競走 ��
��1，800�第11回みやこステークス（ＧⅢ）

発走15時45分 （ダート・右）
3歳以上；負担重量は，3歳54�4歳以上56�，牝馬2�減，2．11．7以降GⅠ競走（牝馬
限定競走を除く）1着馬3�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除
く）1着馬2�増，牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�
増，2．11．6以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走また
はGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

地方競馬全国協会理事長賞（1着）
賞 品

本 賞 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000円
付 加 賞 560，000円 160，000円 80，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

23 メイショウハリオ 牡4栗 56 浜中 俊松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 510＋ 21：50．8 13．0�
36 ロードブレス 牡5黒鹿57 坂井 瑠星 �ロードホースクラブ 奥村 豊 浦河 市川牧場 498－ 6 〃 ハナ 13．3�
35 アナザートゥルース �7栗 57 松山 弘平 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高木 登 新ひだか 岡田スタツド B484± 01：51．22	 50．5�
816 プリティーチャンス 牝4青鹿54 藤岡 佑介廣崎利洋HD� 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 B464＋ 61：51．3	 38．6�
510 メイショウムラクモ 牡3鹿 55 柴田 善臣松本 好雄氏 和田 勇介 浦河 高昭牧場 482± 01：51．51
 4．1�
611 クリンチャー 牡7鹿 57 武 豊前田 幸治氏 宮本 博 新冠 平山牧場 494＋ 41：51．6� 2．8	
47 スワーヴアラミス 牡6鹿 57 松田 大作�NICKS 須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B478－ 11：51．7	 8．1

48 ニューモニュメント 牡5鹿 56 藤岡 康太前田 葉子氏 小崎 憲 新ひだか 高橋 義浩 498± 01：51．91
 122．0�
24 ヴェンジェンス 牡8栗 56 幸 英明宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 富田牧場 484± 01：52．0クビ 17．8�
11 � アンセッドヴァウ �4栗 56 池添 謙一加藤 誠氏 中竹 和也 米 Mike G.

Rutherford 466－ 4 〃 クビ 57．3
12 ロードゴラッソ 牡6青 56 酒井 学 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 468＋ 21：52．31	 164．1�
59 オーヴェルニュ 牡5鹿 58 和田 竜二杉山 忠国氏 西村 真幸 新ひだか 明治牧場 480－ 21：52．4	 6．0�
815 ダンビュライト �7黒鹿57 松若 風馬 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 486－ 6 〃 クビ 16．6�
713 アシャカトブ 牡5栗 56 秋山真一郎吉冨 学氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田牧場 506－ 41：52．71� 76．2�
714 エクスパートラン 牡6青鹿56 藤懸 貴志�キヨタケ牧場 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 464－ 61：52．91 204．7�
612 ラ ス ト マ ン 牡4栗 56 小牧 太堂守 貴志氏 戸田 博文 新冠 カミイスタット 462－19 〃 クビ 148．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 224，101，300円 複勝： 269，372，500円 枠連： 123，075，300円 馬連： 670，143，200円 馬単： 252，977，600円
ワイド： 442，371，100円 3連複： 1，232，811，600円 3連単： 1，530，015，500円 5重勝： 722，811，700円 計： 5，467，679，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，300円 複 勝 � 380円 � 380円 � 990円 枠 連（2－3） 3，050円

馬 連 �� 6，680円 馬 単 �� 14，370円

ワ イ ド �� 1，640円 �� 6，370円 �� 5，480円

3 連 複 ��� 66，770円 3 連 単 ��� 369，130円

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

キャリーオーバー なし����� 332，430円

票 数

単勝票数 計2241013 的中 � 137524（5番人気）
複勝票数 計2693725 的中 � 193898（6番人気）� 194725（5番人気）� 64984（10番人気）
枠連票数 計1230753 的中 （2－3） 31204（12番人気）
馬連票数 計6701432 的中 �� 77734（23番人気）
馬単票数 計2529776 的中 �� 13196（45番人気）
ワイド票数 計4423711 的中 �� 70983（20番人気）�� 17690（51番人気）�� 20621（45番人気）
3連複票数 計12328116 的中 ��� 13847（147番人気）
3連単票数 計15300155 的中 ��� 3005（755番人気）
5重勝票数 計7228117 的中 ����� 1522

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―37．5―50．0―1：02．1―1：14．0―1：26．2―1：38．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウハリオ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2020．4．5 阪神5着

2017．2．25生 牡4栗 母 メイショウオウヒ 母母 アルペンローズ 13戦5勝 賞金 107，664，000円
※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。
（非抽選馬） 3頭 エイコーン号・サンライズソア号・ミヤジコクオウ号
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりメイショウハリオ号は，チャンピオンズカップ（GⅠ）競走に優先出走できる。

3102411月7日 晴 良 （3阪神5） 第2日 第12競走 ��1，600�3歳以上2勝クラス
発走16時25分 （芝・右・外）

負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 11，000，000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
1：31．1
1：30．3

良
良

89 ジャカランダレーン 牝3黒鹿54 藤岡 佑介金子真人ホール
ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム 446＋ 61：33．8 2．0�

88 ブレイニーラン 牡6鹿 57 松山 弘平 �シルクレーシング 畑端 省吾 安平 ノーザンファーム 478－ 41：33．9� 13．3�
11 インフィナイト 牝3黒鹿54 坂井 瑠星 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 492－ 2 〃 � 3．7�
33 ブラックジェイド 牡7黒鹿 57

56 ☆泉谷 楓真 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 蛯名 利弘 新ひだか タイヘイ牧場 B550－ 21：34．0� 66．5�

66 サ ヴ ァ イ ヴ 牡4青 57 国分 優作中村 忠彦氏 清水 久詞 新冠 株式会社
ノースヒルズ 470± 01：34．1� 13．8	

55 トロイメント 牝5青 55
52 ▲角田 大和�G1レーシング 四位 洋文 安平 追分ファーム 456± 01：34．62� 34．2


77 ポールスター 牡3鹿 56 森 一馬林 正道氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 508－ 8 〃 クビ 15．5�
22 タイセイメガロス 牡4鹿 57 幸 英明田中 成奉氏 西村 真幸 千歳 社台ファーム 444＋12 〃 ハナ 5．3�
44 ゲンパチミーティア 牡3鹿 56 松若 風馬平野 武志氏 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 472± 01：35．02 22．0

（9頭）

売 得 金
単勝： 114，171，700円 複勝： 98，109，600円 枠連： 25，599，000円
馬連： 162，543，000円 馬単： 98，760，700円 ワイド： 125，960，000円
3連複： 226，019，300円 3連単： 529，306，700円 計： 1，380，470，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 220円 � 160円 枠 連（8－8） 830円

馬 連 �� 1，060円 馬 単 �� 1，500円

ワ イ ド �� 390円 �� 220円 �� 690円

3 連 複 ��� 1，230円 3 連 単 ��� 5，030円

票 数

単勝票数 計1141717 的中 � 453873（1番人気）
複勝票数 計 981096 的中 � 350901（1番人気）� 78618（5番人気）� 127136（3番人気）
枠連票数 計 255990 的中 （8－8） 23675（3番人気）
馬連票数 計1625430 的中 �� 118488（3番人気）
馬単票数 計 987607 的中 �� 49206（5番人気）
ワイド票数 計1259600 的中 �� 79863（4番人気）�� 173010（1番人気）�� 40499（12番人気）
3連複票数 計2260193 的中 ��� 137444（2番人気）
3連単票数 計5293067 的中 ��� 76194（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．2―36．0―47．7―59．4―1：10．8―1：21．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジャカランダレーン �
�
父 ラブリーデイ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．7．4 阪神1着

2018．3．1生 牝3黒鹿 母 ウ リ ウ リ 母母 ウィキウィキ 8戦3勝 賞金 43，474，000円

５レース目



（3阪神5）第2日 11月7日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 143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

251，330，000円
33，160，000円
1，660，000円
28，200，000円
63，687，000円
4，204，500円
1，372，800円

勝馬投票券売得金
807，755，000円
1，005，174，100円
262，276，000円
1，526，087，900円
690，667，100円
1，120，345，200円
2，486，336，400円
3，509，433，600円
722，811，700円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 12，130，887，000円

総入場人員 4，190名 （有料入場人員 3，988名）3, 938名）4, 140名
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