
3106111月21日 晴 良 （3阪神5） 第6日 第1競走 ��1，800�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
1：50．9
1：50．9

不良
不良

78 ファンウワーズ 牡2青鹿55 幸 英明一村 哲也氏 岡田 稲男 浦河 本巣 敦 488－ 41：55．2 3．2�
67 � 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 500＋ 21：55．51� 1．3�
55 セイウンケルン 牡2鹿 55 和田 竜二西山 茂行氏 北出 成人 新冠 つつみ牧場 442－ 61：56．67 102．6�
79 ザ ヴ ォ ー グ 牡2栗 55 岩田 康誠 �静内白井牧場 加用 正 新ひだか 静内白井牧場 506＋ 41：56．7クビ 49．8�
44 ブレイヴルーラー 牡2鹿 55 水口 優也 �京都ホースレーシング 羽月 友彦 新ひだか タツヤファーム B502－ 41：57．44 36．8	
66 ハイグッドエース 牡2黒鹿55 国分 優作服部 新平氏 大根田裕之 新ひだか へいはた牧場 432－ 21：57．6� 16．7

33 フェリスヴィエント 牡2栗 55 国分 恭介八嶋 長久氏 茶木 太樹 青森 一山育成牧場 508＋ 41：57．91� 85．1�
811 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 488－ 61：58．11� 152．2�
22 ダンツカリフ 牡2黒鹿 55

52 ▲小沢 大仁山元 哲二氏 池添 兼雄 浦河 富塚ファーム 478－101：58．73� 85．2
810 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 506＋ 41：58．91� 35．0�
11 ビービーピーカブー 牡2栗 55

52 ▲角田 大和�坂東牧場 千田 輝彦 安平 ノーザンファーム 470＋ 22：02．2大差 86．8�
（11頭）

売 得 金
単勝： 34，267，200円 複勝： 121，094，300円 枠連： 9，220，800円
馬連： 41，101，400円 馬単： 36，272，400円 ワイド： 50，132，100円
3連複： 75，428，900円 3連単： 170，175，300円 計： 537，692，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 100円 � 100円 � 600円 枠 連（6－7） 120円

馬 連 �� 130円 馬 単 �� 480円

ワ イ ド �� 110円 �� 1，280円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 2，300円 3 連 単 ��� 8，910円

票 数

単勝票数 計 342672 的中 � 85834（2番人気）
複勝票数 計1210943 的中 � 167889（2番人気）� 927911（1番人気）� 5534（11番人気）
枠連票数 計 92208 的中 （6－7） 57092（1番人気）
馬連票数 計 411014 的中 �� 233365（1番人気）
馬単票数 計 362724 的中 �� 55831（2番人気）
ワイド票数 計 501321 的中 �� 270701（1番人気）�� 4704（17番人気）�� 5898（15番人気）
3連複票数 計 754289 的中 ��� 24545（9番人気）
3連単票数 計1701753 的中 ��� 13832（24番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―13．0―12．3―12．5―12．8―13．4―13．4―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．2―37．2―49．5―1：02．0―1：14．8―1：28．2―1：41．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．2―3F40．4
1
3
・（4，9）（1，7，8）－（2，11）－（3，5）10，6・（4，9）（7，8）1－（2，11）－（5，6）－3－10

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ファンウワーズ �
�
父 アメリカンペイトリオット �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2021．10．9 阪神2着

2019．5．28生 牡2青鹿 母 リエートフィーネ 母母 オリンピアデュカキス 3戦1勝 賞金 9，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビービーピーカブー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年12月21日まで平

地競走に出走できない。

3106211月21日 晴 良 （3阪神5） 第6日 第2競走 ��1，200�2歳未勝利
発走10時30分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000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

610 ファーンヒル 牡2黒鹿55 横山 武史 �カナヤマホール
ディングス 清水 久詞 新ひだか 谷岡牧場 462＋ 41：12．7 7．1�

59 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 472－ 21：12．8� 22．1�
58 スリードレフォン 牡2鹿 55 池添 謙一永井商事� 木原 一良 新ひだか グランド牧場 504＋ 41：13．43� 9．8�
35 ル ア ル 牡2鹿 55

52 ▲角田 大和�ターフ・スポート安達 昭夫 浦河 グランデファーム 512＋ 61：13．61� 3．7�
23 テイエムランウェイ 牡2栗 55 岩田 康誠竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか 有限会社PRIDE ROCK 490－ 21：13．81� 44．4	
815 マーブルケイケー 牝2青鹿54 幸 英明下村 直氏 茶木 太樹 新ひだか 三石川上牧場 480－ 21：14．43� 21．4

46 レオインテンシブ 牡2鹿 55 C．ルメール�レオ 高柳 大輔 日高 高柳 隆男 452＋ 21：14．93 4．6�
34 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 472－12 〃 アタマ 106．9�

814 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 446－ 61：15．1� 404．0
611 レ イ ビ ル 牡2鹿 55 岩田 望来飯田 正剛氏 武 英智 新ひだか 千代田牧場 B472＋ 21：15．2� 9．9�
713 ハマーフェイス 牡2鹿 55 川須 栄彦 STレーシング 渡辺 薫彦 新ひだか チャンピオンズファーム 444－ 41：15．41� 58．1�
22 オーロベルディ 牝2鹿 54 松山 弘平ロイヤルパーク 池添 兼雄 新ひだか 仲野牧場 474± 01：15．5� 4．9�
47 アロマフォルテ 牝2鹿 54 坂井 瑠星清川 信弘氏 浅野洋一郎 新ひだか 田中 啓雅 452± 01：15．6� 264．2�
712 ド リ ー ム 牝2黒鹿54 団野 大成阿部東亜子氏 高橋 康之 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 456± 01：15．7� 194．2�
11 シェヘラザード 牝2黒鹿54 松若 風馬フェニックスレーシング 高柳 瑞樹 日高 新井 弘幸 476－ 41：17．310 96．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 40，457，100円 複勝： 57，488，100円 枠連： 10，969，700円
馬連： 60，962，800円 馬単： 26，655，400円 ワイド： 52，993，100円
3連複： 94，717，500円 3連単： 98，875，800円 計： 443，119，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 260円 � 450円 � 300円 枠 連（5－6） 1，070円

馬 連 �� 8，200円 馬 単 �� 12，050円

ワ イ ド �� 2，210円 �� 1，510円 �� 2，410円

3 連 複 ��� 22，130円 3 連 単 ��� 138，380円

票 数

単勝票数 計 404571 的中 � 48022（4番人気）
複勝票数 計 574881 的中 � 63202（4番人気）� 30705（7番人気）� 50207（5番人気）
枠連票数 計 109697 的中 （5－6） 7909（7番人気）
馬連票数 計 609628 的中 �� 5761（24番人気）
馬単票数 計 266554 的中 �� 1659（47番人気）
ワイド票数 計 529931 的中 �� 6147（23番人気）�� 9178（21番人気）�� 5624（24番人気）
3連複票数 計 947175 的中 ��� 3209（63番人気）
3連単票数 計 988758 的中 ��� 518（380番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―11．8―12．1―12．2―12．9

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．2
3 ・（9，10）12（2，3）（5，8）－（1，4，6）（11，13）15，14，7 4 9，10（12，8）（2，3，5）－6－15，4（1，11）13（7，14）

勝馬の
紹 介

ファーンヒル �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Dylan Thomas デビュー 2021．6．27 札幌3着

2019．4．5生 牡2黒鹿 母 ラブディラン 母母 ゴンチャローワ 4戦1勝 賞金 8，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シェヘラザード号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年12月21日まで平地競

走に出走できない。

第５回 阪神競馬 第６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



3106311月21日 晴 良 （3阪神5） 第6日 第3競走 2，000�2歳未勝利
発走11時00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

810 ロードレゼル 牡2青鹿55 川田 将雅 �ロードホースクラブ 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム 500± 02：02．9 1．9�
79 サクセスドレーク 牡2黒鹿55 藤岡 佑介�タカシマ 野中 賢二 平取 坂東牧場 494－ 22：03．11 6．8�
811 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 464－ 2 〃 クビ 29．4�
55 ビ ジ ン 牝2黒鹿54 池添 謙一菅藤 宗一氏 武 英智 新ひだか 飛野牧場 464＋ 22：03．31� 10．9�
11 テーオーサンドニ 牡2鹿 55 松山 弘平小笹 公也氏 高柳 大輔 浦河 三嶋牧場 456－ 42：03．4� 15．6�
33 インディゴブラック 牡2鹿 55 C．ルメール 	シルクレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 502＋ 22：03．72 4．2

22 ナムラハルク 牡2鹿 55

52 ▲小沢 大仁奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 日高 いとう牧場 496－ 22：04．12 497．0�
66 ナンヨーピアニー 牡2黒鹿55 和田 竜二中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 392＋ 22：04．2� 311．9�
44 ミクロユニヴェール 牝2栗 54 団野 大成 	シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 460－ 2 〃 クビ 78．8
67 サ ド ル 牡2栗 55 岩田 康誠エムズレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 484－ 82：04．4� 74．1�
78 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 496－ 2 〃 クビ 13．4�
（11頭）

売 得 金
単勝： 49，010，900円 複勝： 96，340，500円 枠連： 10，186，000円
馬連： 52，233，300円 馬単： 36，764，400円 ワイド： 49，721，500円
3連複： 79，400，300円 3連単： 149，046，500円 計： 522，703，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 170円 � 400円 枠 連（7－8） 360円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 720円

ワ イ ド �� 250円 �� 670円 �� 1，520円

3 連 複 ��� 2，560円 3 連 単 ��� 5，840円

票 数

単勝票数 計 490109 的中 � 210323（1番人気）
複勝票数 計 963405 的中 � 558773（1番人気）� 81118（3番人気）� 24452（7番人気）
枠連票数 計 101860 的中 （7－8） 21419（2番人気）
馬連票数 計 522333 的中 �� 74513（2番人気）
馬単票数 計 367644 的中 �� 38052（2番人気）
ワイド票数 計 497215 的中 �� 59699（2番人気）�� 17867（8番人気）�� 7348（19番人気）
3連複票数 計 794003 的中 ��� 23242（9番人気）
3連単票数 計1490465 的中 ��� 18494（17番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．7―36．4―49．5―1：02．3―1：15．0―1：27．3―1：39．5―1：51．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロードレゼル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2021．9．26 中山2着

2019．5．16生 牡2青鹿 母 エンジェルフェイス 母母 ワンフォーローズ 2戦1勝 賞金 7，900，000円
〔制裁〕 サクセスドレーク号の騎手藤岡佑介は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：11番・

5番）
ナムラハルク号の騎手小沢大仁は，後検量について注意義務を怠り戒告。

※ナンヨーピアニー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

3106411月21日 晴 良 （3阪神5） 第6日 第4競走 1，600�2歳新馬
発走11時30分 （芝・右・外）

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
1：32．3
1：32．3

良
良

24 アストロフィライト 牝2鹿 54 川田 将雅 �シルクレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 450 ―1：34．7 2．1�
47 コスタボニータ 牝2芦 54 田辺 裕信谷掛 龍夫氏 杉山 佳明 千歳 社台ファーム 454 ―1：34．8� 12．7�
36 エピプランセス 牝2栗 54 福永 祐一 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 434 ―1：34．9� 3．8�
612 レディズビーク 牝2青鹿54 横山 武史青芝商事� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 448 ―1：35．01 13．4�
713 ア ル テ ィ ヒ 牝2鹿 54 幸 英明�ノースヒルズ 河内 洋 新冠 株式会社

ノースヒルズ 458 ―1：35．1クビ 85．7	
714 プラティナマリア 牝2栗 54 松山 弘平 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 橋口 慎介 新ひだか 折手牧場 450 ― 〃 ハナ 18．8

815 ミヤジネズコ 牝2黒鹿54 和田 竜二曽我 司氏 鈴木 孝志 浦河 村中牧場 506 ―1：35．31� 8．5�
23 トモエセンニンギリ 牝2鹿 54 浜中 俊髙瀬 真尚氏 武 英智 日高 本間牧場 450 ―1：35．51� 87．1�
35 ウィシンクアスク 牝2黒鹿54 岩田 望来廣崎 利洋氏 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 482 ―1：35．92� 48．7
12 スマートドラフト 牝2鹿 54 武 豊大川 徹氏 石橋 守 日高 いとう牧場 442 ―1：36．22 25．0�
11 パープルツバメ 牝2鹿 54 �島 良太中野 銀十氏 飯田 雄三 新ひだか 竹内 良一 424 ―1：36．3クビ 327．3�
611 イ テ フ 牝2黒鹿54 池添 謙一中本 行則氏 上村 洋行 浦河 高昭牧場 434 ―1：36．51� 87．3�
48 トーホウクリスタル 牝2青鹿54 団野 大成東豊物産� 川村 禎彦 日高 竹島 幸治 474 ―1：36．71 82．2�
510 ク エ ル チ ア 牝2鹿 54

51 ▲角田 大和飯田 正剛氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 446 ―1：37．02 378．2�
59 ラガーフッカー 牝2栗 54

51 ▲小沢 大仁奥村 啓二氏 池添 兼雄 新ひだか 前川 勝春 414 ―1：37．32 346．5�
816 ジャジャカバージョ 牝2鹿 54 藤岡 康太幅田 昌伸氏 藤岡 健一 日高 シンボリ牧場 480 ―1：37．51 57．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 49，350，500円 複勝： 48，170，200円 枠連： 12，056，900円
馬連： 57，767，800円 馬単： 29，730，800円 ワイド： 51，209，100円
3連複： 84，160，900円 3連単： 97，866，100円 計： 430，312，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 230円 � 140円 枠 連（2－4） 1，050円

馬 連 �� 1，360円 馬 単 �� 1，860円

ワ イ ド �� 420円 �� 170円 �� 640円

3 連 複 ��� 1，350円 3 連 単 ��� 6，300円

票 数

単勝票数 計 493505 的中 � 193198（1番人気）
複勝票数 計 481702 的中 � 142063（1番人気）� 35988（5番人気）� 90583（2番人気）
枠連票数 計 120569 的中 （2－4） 8846（3番人気）
馬連票数 計 577678 的中 �� 32771（3番人気）
馬単票数 計 297308 的中 �� 11987（4番人気）
ワイド票数 計 512091 的中 �� 27583（3番人気）�� 94092（1番人気）�� 17119（8番人気）
3連複票数 計 841609 的中 ��� 46581（2番人気）
3連単票数 計 978661 的中 ��� 11257（10番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―11．7―12．4―12．1―11．6―10．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―23．9―35．6―48．0―1：00．1―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4F46．7―3F34．6
3 12，13（1，16）10，15，3，6（2，8）（4，5，14）（7，11）＝9 4 ・（12，13）（1，16）（10，15）3（2，6）8（4，5）14，7，11－9

勝馬の
紹 介

アストロフィライト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Harlington 初出走

2019．3．21生 牝2鹿 母 ウェイヴェルアベニュー 母母 Lucas Street 1戦1勝 賞金 7，000，000円



3106511月21日 晴 良 （3阪神5） 第6日 第5競走 ��2，000�2歳新馬
発走12時20分 （芝・右）

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

中央レコード
2：00．4
1：58．9

良
良

77 セ レ シ オ ン 牡2黒鹿55 川田 将雅 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 478 ―2：01．9 1．5�
88 ディライトバローズ 牡2鹿 55 和田 竜二猪熊 広次氏 杉山 晴紀 日高 下河辺牧場 516 ―2：02．53� 29．6�
33 トランソニック 牡2黒鹿55 武 豊星加 浩一氏 武 英智 新ひだか 今 牧場 472 ―2：02．71� 5．1�
66 キタサンユーダイ 牡2鹿 55 C．ルメール�大野商事 清水 久詞 新ひだか 三石川上牧場 480 ―2：02．9� 4．3�
11 セルフエスティーム 牝2栗 54 岩田 望来�フクキタル 寺島 良 新冠 パカパカ

ファーム 450 ―2：03．0� 17．9	
22 スリーアラモード 牝2鹿 54 松山 弘平永井商事� 橋田 満 浦河 辻 牧場 442 ―2：03．74 15．9

44 ジ ュ リ ア ス 牡2青鹿55 国分 恭介間宮 秀直氏 服部 利之 新ひだか 飛野牧場 516 ―2：04．65 139．9�
55 シンシアフォーユー 牝2黒鹿54 小崎 綾也エースレーシング 小崎 憲 新冠 村上 欽哉 442 ―2：06．5大差 165．2�

（8頭）

売 得 金
単勝： 46，516，800円 複勝： 40，284，600円 枠連： 発売なし
馬連： 46，217，400円 馬単： 27，895，800円 ワイド： 27，932，100円
3連複： 57，042，200円 3連単： 139，059，700円 計： 384，948，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 280円 � 160円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，990円 馬 単 �� 2，440円

ワ イ ド �� 530円 �� 200円 �� 860円

3 連 複 ��� 2，440円 3 連 単 ��� 9，640円

票 数

単勝票数 計 465168 的中 � 232683（1番人気）
複勝票数 計 402846 的中 � 196836（1番人気）� 17981（6番人気）� 46991（3番人気）
馬連票数 計 462174 的中 �� 17960（6番人気）
馬単票数 計 278958 的中 �� 8542（9番人気）
ワイド票数 計 279321 的中 �� 12104（8番人気）�� 43593（2番人気）�� 7072（12番人気）
3連複票数 計 570422 的中 ��� 17520（8番人気）
3連単票数 計1390597 的中 ��� 10456（31番人気）

ハロンタイム 12．9―11．9―12．6―12．3―12．2―12．2―12．0―11．9―11．5―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．8―37．4―49．7―1：01．9―1：14．1―1：26．1―1：38．0―1：49．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

セ レ シ オ ン 
�
父 ハーツクライ 

�
母父 Candy Stripes 初出走

2019．4．4生 牡2黒鹿 母 ク ル ソ ラ 母母 Calorica 1戦1勝 賞金 7，000，000円

3106611月21日 晴 良 （3阪神5） 第6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）

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

69 ダノンマデイラ 牡3黒鹿55 川田 将雅�ダノックス 茶木 太樹 千歳 社台ファーム 460± 01：53．4 1．7�
68 カ サ デ ガ 牡3芦 55

52 ▲小沢 大仁杉浦 和也氏 寺島 良 浦河 栄進牧場 B454＋ 41：53．61� 29．5�
813 フォルテデイマルミ 牡3黒鹿55 C．ルメール 金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 安平 追分ファーム 486＋ 21：53．92 4．4�
44 キングダムウイナー 牡4鹿 57 川須 栄彦ライオンレースホース� 田中 克典 安平 ノーザンファーム 496± 01：54．43 26．4�
711 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± 01：54．5� 16．3�
11 モンサンイルベント 牡4鹿 57 坂井 瑠星山下 新一氏 飯田 祐史 新冠 川島牧場 504－ 6 〃 クビ 19．6	
56 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 452－ 21：54．6クビ 9．2

22 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 478＋ 61：54．7� 19．9�
33 テイエムマグマ 牡3鹿 55 高倉 稜竹園 正繼氏 杉山 晴紀 浦河 高村牧場 502＋ 21：54．91� 16．6�
45 ディーエスボンバー 牡3黒鹿55 戸崎 圭太秋谷 壽之氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 488± 01：55．21� 96．1
812 ロードエクスプレス 牡4鹿 57 岩田 望来 �ロードホースクラブ 坂口 智康 新ひだか 松田牧場 462－101：55．3� 46．0�
710 ヴィクトリオン 牡3鹿 55 原田 和真菅原 広隆氏 羽月 友彦 日高 日高大洋牧場 498－ 21：56．57 242．9�
57 ポ デ ィ ウ ム 牡5鹿 57 藤岡 康太ゴドルフィン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 482－121：57．45 256．2�
（13頭）

売 得 金
単勝： 45，095，300円 複勝： 79，099，700円 枠連： 11，223，800円
馬連： 66，154，500円 馬単： 36，536，800円 ワイド： 62，888，500円
3連複： 104，467，300円 3連単： 145，431，000円 計： 550，896，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 470円 � 170円 枠 連（6－6） 2，320円

馬 連 �� 2，000円 馬 単 �� 2，630円

ワ イ ド �� 680円 �� 250円 �� 2，690円

3 連 複 ��� 4，770円 3 連 単 ��� 19，170円

票 数

単勝票数 計 450953 的中 � 211150（1番人気）
複勝票数 計 790997 的中 � 417520（1番人気）� 18709（9番人気）� 78281（2番人気）
枠連票数 計 112238 的中 （6－6） 3735（8番人気）
馬連票数 計 661545 的中 �� 25575（8番人気）
馬単票数 計 365368 的中 �� 10395（10番人気）
ワイド票数 計 628885 的中 �� 22522（8番人気）�� 75693（1番人気）�� 5196（33番人気）
3連複票数 計1044673 的中 ��� 16417（22番人気）
3連単票数 計1454310 的中 ��� 5498（62番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．0―37．6―50．5―1：03．3―1：15．9―1：28．5―1：40．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンマデイラ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Pure Prize デビュー 2021．2．14 東京13着

2018．3．1生 牡3黒鹿 母 キャンディネバダ 母母 Candy Sola 8戦2勝 賞金 16，480，000円



3106711月21日 晴 良 （3阪神5） 第6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56�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

815 メディーヴァル 牡3鹿 56 幸 英明�ターフ・スポート寺島 良 新冠 村田牧場 456＋ 21：24．5 5．0�
612 ソウルユニバンス �4黒鹿57 黒岩 悠亀井 哲也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 482＋ 21：25．13� 210．7�
714 ボ マ イ ェ 牡5鹿 57 福永 祐一 �カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 日高 下河辺牧場 536＋ 8 〃 クビ 3．1�
47 � メイショウストーム �3鹿 56 団野 大成松本 好�氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 462＋ 2 〃 ハナ 7．6	
23 	 アイリッシュセンス 牡3鹿 56 松山 弘平 KRジャパン 杉山 晴紀 米 Normandy

Farm LLC 476± 01：25．41
 4．1

816 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± 01：25．5� 24．0�
510 テイエムクイーン 牝4鹿 55 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 北星村田牧場 502＋ 61：25．6� 36．6�
36 ミッキークイック 牡3青鹿56 池添 謙一野田みづき氏 大久保龍志 浦河 有限会社

吉田ファーム 498－ 2 〃 ハナ 8．8
59 タイセイアーメット 牡3栗 56 松若 風馬田中 成奉氏 浜田多実雄 日高 門別山際牧場 476± 01：25．7クビ 150．8�
611 メタモルフォーゼ 牝4鹿 55 藤岡 佑介�ノースヒルズ 渡辺 薫彦 新ひだか 土居牧場 462－ 4 〃 ハナ 38．9�
24 トーホウラデン 牡4黒鹿57 岩田 康誠東豊物産� 高橋 亮 日高 竹島 幸治 B506＋ 61：25．91� 9．7�
11 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 〃 アタマ 58．1�
713 ミッキーマラン 牡6芦 57 �島 良太三木 久史氏 長谷川浩大 浦河 宮内牧場 494＋101：26．0
 280．9�
48 � ボルケーノペスカ 牡3鹿 56

53 ▲角田 大和山田信太郎氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 430－141：26．95 194．7�
35 	 パンサーバローズ 牡7黒鹿57 岩田 望来猪熊 広次氏 辻野 泰之 米 WinStar

Farm, LLC B492－ 41：27．32 112．9�
12 � カズプロティオス 牡4青 57 坂井 瑠星合同会社雅苑興業 茶木 太樹 浦河 三嶋牧場 B444＋101：32．8大差 203．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 50，474，600円 複勝： 69，385，000円 枠連： 16，539，800円
馬連： 88，567，100円 馬単： 31，079，100円 ワイド： 72，165，200円
3連複： 135，768，300円 3連単： 133，672，700円 計： 597，651，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 180円 � 2，750円 � 160円 枠 連（6－8） 3，620円

馬 連 �� 67，290円 馬 単 �� 86，650円

ワ イ ド �� 10，720円 �� 340円 �� 11，930円

3 連 複 ��� 33，820円 3 連 単 ��� 499，550円

票 数

単勝票数 計 504746 的中 � 79530（3番人気）
複勝票数 計 693850 的中 � 113244（2番人気）� 4349（13番人気）� 140124（1番人気）
枠連票数 計 165398 的中 （6－8） 3539（13番人気）
馬連票数 計 885671 的中 �� 1020（65番人気）
馬単票数 計 310791 的中 �� 269（112番人気）
ワイド票数 計 721652 的中 �� 1589（56番人気）�� 63727（1番人気）�� 1427（59番人気）
3連複票数 計1357683 的中 ��� 3010（87番人気）
3連単票数 計1336727 的中 ��� 194（767番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．9―12．6―12．1―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―35．2―47．8―59．9―1：11．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．3―3F36．7
3 ・（2，5）15（3，6，14）9（4，8，7）12（1，16）10，11，13 4 ・（5，15，14）（6，9，7）（3，12，16）8（1，10）（4，11）－（2，13）

勝馬の
紹 介

メディーヴァル �
�
父 アジアエクスプレス �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．8．30 小倉5着

2018．4．25生 牡3鹿 母 メ ジ ェ ル ダ 母母 メリュジーヌ 13戦2勝 賞金 31，651，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カズプロティオス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年12月21日まで平地

競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ビジューブリランテ号

3106811月21日 晴 良 （3阪神5） 第6日 第8競走 1，800�3歳以上2勝クラス
発走13時55分 （ダート・右）

牝；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
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

814 ベ ル ゼ ー ル 牝3栗 53 団野 大成 �シルクレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 450－ 81：53．8 9．6�
712 エイカイステラ 牝3鹿 53 福永 祐一二木 英德氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 456－ 41：53．9� 2．3�
11 ダノンバジリア 牝3栗 53 川田 将雅�ダノックス 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム 526－ 6 〃 クビ 4．7�
22 ペイルライダー 牝3鹿 53 武 豊市川義美ホール

ディングス� 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 470－ 6 〃 ハナ 36．9�
35 ラブスピール 牝4鹿 55 幸 英明増田 陽一氏 森田 直行 日高 下河辺牧場 452＋101：54．0クビ 27．9	
610 ゴールドティア 牝4鹿 55 戸崎 圭太 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 478－ 21：54．21 18．3

34 スマートパルフェ 牝3黒鹿53 浜中 俊大川 徹氏 小林 真也 新ひだか グランド牧場 436－ 61：54．62� 245．3�
46 グレースルビー 牝4鹿 55 岩田 康誠本多 敏行氏 羽月 友彦 日高 森永牧場 474＋ 21：54．81� 23．2�
47 クーファアチャラ 牝4鹿 55

52 ▲角田 大和大迫久美子氏 松永 幹夫 新冠 川島牧場 464－ 61：55．01� 166．8
713 フィナールショコラ 牝4黒鹿55 C．ルメール 吉田 千津氏 竹内 正洋 千歳 社台ファーム 442± 01：55．21� 14．6�
23 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 510＋101：55．94 40．4�
611� ツウカイヴィータ 牝4栗 55 坂井 瑠星木村 直樹氏 小笠 倫弘 新ひだか 萩澤 泰博 B462＋ 4 〃 ハナ 62．8�
58 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 484－ 21：56．0� 4．4�
59 ナ ギ サ 牝3鹿 53 藤岡 康太本間 茂氏 本田 優 新ひだか 服部 牧場 482± 01：59．8大差 63．0�

（14頭）
815 チュウワフライヤー 牝5栗 55 和田 竜二中西 忍氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 60，198，200円 複勝： 72，668，400円 枠連： 18，454，900円
馬連： 90，417，000円 馬単： 38，040，000円 ワイド： 76，651，200円
3連複： 134，700，900円 3連単： 153，040，100円 計： 644，170，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 960円 複 勝 � 240円 � 130円 � 190円 枠 連（7－8） 1，540円

馬 連 �� 1，430円 馬 単 �� 3，900円

ワ イ ド �� 480円 �� 1，300円 �� 360円

3 連 複 ��� 3，100円 3 連 単 ��� 26，150円

票 数

単勝票数 計 601982 的中 � 49849（4番人気）
複勝票数 計 726684 的中 � 64442（4番人気）� 180191（1番人気）� 91163（3番人気）
枠連票数 計 184549 的中 （7－8） 9244（5番人気）
馬連票数 計 904170 的中 �� 48940（4番人気）
馬単票数 計 380400 的中 �� 7312（11番人気）
ワイド票数 計 766512 的中 �� 41774（4番人気）�� 13754（16番人気）�� 57941（2番人気）
3連複票数 計1347009 的中 ��� 32507（8番人気）
3連単票数 計1530401 的中 ��� 4242（74番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．7―37．0―50．0―1：02．3―1：15．2―1：28．2―1：40．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F38．6
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ベ ル ゼ ー ル �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 In The Wings デビュー 2020．8．30 小倉7着

2018．1．26生 牝3栗 母 ビリーヴミー 母母 Golden Wings 11戦3勝 賞金 27，600，000円
〔出走取消〕 チュウワフライヤー号は，疾病〔右前肢跛行〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナギサ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年12月21日まで平地競走に出

走できない。



3106911月21日 晴 良 （3阪神5） 第6日 第9競走 ��
��1，400�

し ゅ う め い ぎ く

秋 明 菊 賞
発走14時25分 （芝・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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．1
1：20．1

良
良

22 オタルエバー 牡2黒鹿55 幸 英明住谷幾久子氏 中竹 和也 洞�湖 レイクヴィラファーム 462－ 81：21．7 2．0�
44 ブレスレスリー 牝2芦 54 藤岡 康太ゴドルフィン 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 452± 01：22．02 19．6�
66 エ ク ロ ー ル 牝2鹿 54 和田 竜二�ノースヒルズ 長谷川浩大 新冠 株式会社

ノースヒルズ 422± 0 〃 ハナ 4．7�
67 タイセイブリリオ 牡2鹿 55 横山 武史田中 成奉氏 大橋 勇樹 新冠 村田牧場 464± 01：22．1クビ 32．4�
55 � モンゴリアンキング 牡2鹿 55 池添 謙一吉田 千津氏 安田 隆行 英 Shadai Farm 478＋ 41：22．21 6．4�
11 プ ラ ソ ン 牝2鹿 54 藤岡 佑介市川 義美氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム 434＋ 41：22．3クビ 16．7	
810 サ イ ー ド 牡2鹿 55 福永 祐一前田 幸治氏 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 478＋ 2 〃 	 15．8

33 タガノフィナーレ 牝2黒鹿54 松若 風馬八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 480＋ 61：22．51 19．4�
79 � 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 480－ 41：22．6クビ 21．1�

78 ゼットノヴァ 牡2青鹿55 松山 弘平フォーレスト 吉田 直弘 新ひだか フジワラフアーム 440＋ 41：22．7
 36．7�
811� メイプルシスター 牝2黒鹿54 鴨宮 祥行節 英司氏 大山 寿文 新冠 川上 悦夫 456－ 61：23．33	 331．2�

（兵庫） （兵庫）

（11頭）

売 得 金
単勝： 70，637，600円 複勝： 79，915，800円 枠連： 16，139，500円
馬連： 93，056，400円 馬単： 43，205，000円 ワイド： 69，770，200円
3連複： 128，645，600円 3連単： 188，569，800円 計： 689，939，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 270円 � 140円 枠 連（2－4） 2，050円

馬 連 �� 1，650円 馬 単 �� 2，220円

ワ イ ド �� 510円 �� 180円 �� 880円

3 連 複 ��� 1，750円 3 連 単 ��� 7，720円

票 数

単勝票数 計 706376 的中 � 291329（1番人気）
複勝票数 計 799158 的中 � 284702（1番人気）� 45340（7番人気）� 134884（2番人気）
枠連票数 計 161395 的中 （2－4） 6099（8番人気）
馬連票数 計 930564 的中 �� 43482（7番人気）
馬単票数 計 432050 的中 �� 14574（7番人気）
ワイド票数 計 697702 的中 �� 31046（6番人気）�� 122399（1番人気）�� 16834（12番人気）
3連複票数 計1286456 的中 ��� 55017（4番人気）
3連単票数 計1885698 的中 ��� 17695（21番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．6―11．9―11．6―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．1―34．7―46．6―58．2―1：09．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．1
3 2，4（3，6）8（1，9，5）－10－7，11 4 2，4（3，6）（9，8）（1，5）10，7－11
市場取引馬

勝馬の
紹 介

オタルエバー �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 Redoute’s Choice デビュー 2021．7．24 新潟1着

2019．2．23生 牡2黒鹿 母 ルージュクール 母母 Sunday Valentine 4戦2勝 賞金 28，128，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

3107011月21日 晴 良 （3阪神5） 第6日 第10競走 ��
��1，800�

た け だ お

武 田 尾 特 別
発走15時00分 （芝・右・外）
3歳以上，2勝クラス；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．8

良
良

55 プログノーシス 牡3鹿 55 川田 将雅 �社台レースホース中内田充正 千歳 社台ファーム 468－ 21：45．3 1．2�
79 フラーズダルム 牝3鹿 53 福永 祐一吉田 勝己氏 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 482± 01：45．82� 13．5�
44 タニノヨセミテ 牝4鹿 55 C．ルメール 谷水 雄三氏 四位 洋文 新ひだか 西村 和夫 424＋ 21：46．01	 12．2�
33 
 ア ト ミ カ 牝6鹿 55 浜中 俊東堂レーシング 笹田 和秀 新ひだか フジワラフアーム 448＋ 81：46．21	 93．8�
66 オールザワールド 牡4鹿 57 横山 武史前田 晋二氏 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 480＋ 41：46．41� 17．2�
78 ハローユニコーン 牝7鹿 55 和田 竜二 	CHEVAL AT-

TACHE �島 一歩 浦河 村下 明博 472± 01：46．5� 146．5

67 セ ン ト ウ ル 牡5黒鹿57 松山 弘平中西 宏彰氏 森 秀行 新ひだか タイヘイ牧場 482＋ 41：46．6クビ 11．4�
810 ナリタブレード 牡4黒鹿57 藤岡 康太	オースミ 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 504＋ 21：46．81 14．9�
11 ヴ ィ ン ト 牡5鹿 57 竹之下智昭平山 靖氏 千田 輝彦 平取 坂東牧場 538＋101：47．01	 193．2
22 メイショウカミシマ 牡7黒鹿57 武 豊松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 岡田牧場 466± 01：47．1� 68．7�
811 マルモネオフォース 牝5鹿 55 幸 英明まるも組合 木原 一良 浦河 岡本 昌市 530＋181：47．63 40．5�
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売 得 金
単勝： 75，783，700円 複勝： 234，925，200円 枠連： 26，691，000円
馬連： 104，197，800円 馬単： 70，786，100円 ワイド： 83，037，000円
3連複： 151，563，500円 3連単： 358，789，000円 計： 1，105，773，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 110円 � 210円 � 210円 枠 連（5－7） 520円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 710円

ワ イ ド �� 280円 �� 310円 �� 870円

3 連 複 ��� 1，290円 3 連 単 ��� 2，760円

票 数

単勝票数 計 757837 的中 � 497604（1番人気）
複勝票数 計2349252 的中 � 1868945（1番人気）� 67864（6番人気）� 67883（5番人気）
枠連票数 計 266910 的中 （5－7） 39124（3番人気）
馬連票数 計1041978 的中 �� 132838（4番人気）
馬単票数 計 707861 的中 �� 74517（5番人気）
ワイド票数 計 830370 的中 �� 82996（3番人気）�� 71423（5番人気）�� 21183（11番人気）
3連複票数 計1515635 的中 ��� 87664（5番人気）
3連単票数 計3587890 的中 ��� 93973（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．4―35．9―47．3―58．7―1：10．3―1：22．1―1：33．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F35．0
3 3＝（4，11）（7，6）（1，8，10）9，2，5 4 3＝（4，11）（7，6）10，8，9，1，5，2

勝馬の
紹 介

プログノーシス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Observatory デビュー 2021．3．13 阪神1着

2018．5．15生 牡3鹿 母 ヴ ェ ル ダ 母母 Viavigoni 4戦3勝 賞金 37，514，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。

２レース目



3107111月21日 曇 良 （3阪神5） 第6日 第11競走
ジャパン・オータムインターナショナル

��
��1，600�第38回マイルチャンピオンシップ（ＧⅠ）

発走15時40分 （芝・右・外）
3歳以上；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 130，000，000円 52，000，000円 33，000，000円 20，000，000円 13，000，000円
付 加 賞 3，444，000円 984，000円 492，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

1：31．1
1：30．3
1：31．5

良
良
良

612 グランアレグリア 牝5鹿 55 C．ルメール �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 506＋ 21：32．6 1．7�
23 � シュネルマイスター 牡3鹿 56 横山 武史 �サンデーレーシング 手塚 貴久 独 Northern

Farm 480－ 21：32．7	 4．6�
713 ダノンザキッド 牡3鹿 56 川田 将雅�ダノックス 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 528＋ 21：32．8
 16．1�
47 インディチャンプ 牡6鹿 57 福永 祐一 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 484± 0 〃 ハナ 16．7�
11 ホウオウアマゾン 牡3栗 56 坂井 瑠星小笹 芳央氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 510＋ 21：33．01� 31．5	
24 サ リ オ ス 牡4栗 57 松山 弘平 �シルクレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B546＋101：33．1クビ 9．5

48 � ダーリントンホール 牡4鹿 57 和田 竜二ゴドルフィン 木村 哲也 英 Canning

Bloodstock Ltd 538± 01：33．2
 57．7�
35 サウンドキアラ 牝6鹿 55 武 豊増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 460－ 6 〃 クビ 65．9�
611 カ テ ド ラ ル 牡5鹿 57 戸崎 圭太 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 492＋10 〃 クビ 35．2
36 ケイデンスコール 牡5鹿 57 岩田 康誠 �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 474± 01：33．3クビ 83．7�
816 レインボーフラッグ 牡8鹿 57 小崎 綾也 �グリーンファーム小崎 憲 千歳 社台ファーム 466－ 21：33．4
 326．9�
510� ロータスランド 牝4鹿 55 田辺 裕信合同会社小林英一

ホールディングス 辻野 泰之 米 Dr. Aaron Sones &
Dr. Naoya Yoshida 466－ 61：33．5	 48．5�

59 グレナディアガーズ 牡3鹿 56 池添 謙一 �サンデーレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 466＋ 61：33．81	 10．1�
12 クリノガウディー 牡5栗 57 岩田 望来栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 494＋ 41：33．9クビ 175．0�
714 リ プ レ ー ザ 牡3鹿 56 幸 英明奥 裕嗣氏 大根田裕之 浦河 高岸 順一 490＋ 21：34．75 159．2�
815 サウンドカナロア 牡5鹿 57 藤岡 康太増田 雄一氏 村山 明 新冠 飛渡牧場 B482＋ 61：35．23 308．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 967，786，500円 複勝： 920，411，300円 枠連： 376，497，400円 馬連： 2，071，945，400円 馬単： 1，024，097，000円
ワイド： 1，456，379，000円 3連複： 3，851，417，600円 3連単： 7，063，068，000円 5重勝： 794，882，700円 計： 18，526，484，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 140円 � 300円 枠 連（2－6） 270円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 540円

ワ イ ド �� 190円 �� 630円 �� 970円

3 連 複 ��� 1，960円 3 連 単 ��� 5，460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����� 159，750円

票 数

単勝票数 計9677865 的中 � 4381298（1番人気）
複勝票数 計9204113 的中 � 3801088（1番人気）� 1518139（2番人気）� 404213（6番人気）
枠連票数 計3764974 的中 （2－6）1072362（1番人気）
馬連票数 計20719454 的中 �� 4290068（1番人気）
馬単票数 計10240970 的中 �� 1405309（1番人気）
ワイド票数 計14563790 的中 �� 2435284（1番人気）�� 525055（6番人気）�� 326099（10番人気）
3連複票数 計38514176 的中 ���1468092（4番人気）
3連単票数 計70630680 的中 ��� 937121（10番人気）
5重勝票数 計7948827 的中 ����� 3483

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．7―35．6―47．6―59．3―1：10．4―1：21．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．0―3F33．3
3 1，2（4，9）（7，5）10（3，13）（8，14）12，6（11，15）16 4 1（4，9）2（7，5，10）（3，8，13，12，14）（6，11，15）16

勝馬の
紹 介

グランアレグリア �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Tapit デビュー 2018．6．3 東京1着

2016．1．24生 牝5鹿 母 タピッツフライ 母母 Flying Marlin 15戦9勝 賞金 1，073，813，000円

3107211月21日 曇 良 （3阪神5） 第6日 第12競走 ��
��1，400�

ひ め じ

姫路ステークス
発走16時20分 （ダート・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 350，000円 100，000円 50，000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 サ ヴ ァ 牡3黒鹿56 横山 武史藤田 孟司氏 上村 洋行 浦河 大北牧場 520± 01：24．1 3．0�
23 シゲルホサヤク 牡3鹿 56 高倉 稜森中 蕃氏 服部 利之 浦河 三好牧場 464± 01：24．31� 5．3�
510 ナンヨープランタン 牡6黒鹿57 武 豊中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 460＋ 2 〃 ハナ 14．1�
48 シゲルタイタン 牡4鹿 57 C．ルメール 森中 蕃氏 伊藤 圭三 日高 シンボリ牧場 B488＋ 4 〃 ハナ 3．9�
815	 ピ ア シ ッ ク 牡5鹿 57 戸崎 圭太�キーファーズ 森 秀行 米

McMahon of
Saratoga Thor-
oughbreds, LLC

512＋121：24．4クビ 10．9�
36 	 ジ ゲ ン 牡4鹿 57 岩田 望来林 正道氏 浅見 秀一 米 Diamond A

Racing Corp. 464＋ 81：24．61� 10．8	
47 ク ラ イ シ ス 牡8鹿 57 川須 栄彦前田 幸治氏 
島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 492± 01：24．92 315．3

12 サンライズセナ 牡6栗 57 
島 良太松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 B488＋ 21：25．0クビ 58．7�
11 メイショウヴォルガ 牡7鹿 57 国分 優作松本 好雄氏 本田 優 浦河 村下 明博 502－ 41：25．1� 265．8�
816 メイショウラビエ 牝6鹿 55 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 新ひだか 三石川上牧場 494－ 41：25．2� 24．3
59 サウンドワイズ 牝4鹿 55 団野 大成増田 雄一氏 高柳 大輔 新冠 山岡牧場 494± 01：25．3� 169．0�
24 タガノプレトリア 牡6鹿 57 太宰 啓介八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 474－ 21：25．51� 67．2�
611 グロワールシチー 牡7鹿 57 幸 英明 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 日高 下河辺牧場 478＋ 41：25．6� 45．1�
713 オレンジペコ 牝4栗 55 松山 弘平今村 明浩氏 武 英智 浦河 大島牧場 480－ 21：25．81� 22．6�
35 ワイドカント 牡4栗 57 松若 風馬幅田 京子氏 西園 正都 青森 風ノ丘ファーム 518＋ 41：26．01� 15．7�
612 エクリリストワール 5栗 57 坂井 瑠星鈴木 剛史氏 田中 博康 安平 ノーザンファーム B514± 01：27．610 134．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 138，766，600円 複勝： 165，407，200円 枠連： 55，249，300円
馬連： 271，946，500円 馬単： 103，257，700円 ワイド： 224，877，400円
3連複： 444，859，100円 3連単： 537，192，600円 計： 1，941，556，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 160円 � 190円 � 280円 枠 連（2－7） 620円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，280円

ワ イ ド �� 430円 �� 800円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 3，280円 3 連 単 ��� 11，330円

票 数

単勝票数 計1387666 的中 � 366738（1番人気）
複勝票数 計1654072 的中 � 320118（1番人気）� 224657（3番人気）� 125884（5番人気）
枠連票数 計 552493 的中 （2－7） 68256（2番人気）
馬連票数 計2719465 的中 �� 249213（2番人気）
馬単票数 計1032577 的中 �� 60309（3番人気）
ワイド票数 計2248774 的中 �� 144749（3番人気）�� 70401（6番人気）�� 44264（15番人気）
3連複票数 計4448591 的中 ��� 101522（7番人気）
3連単票数 計5371926 的中 ��� 34371（17番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．1―34．8―46．8―59．0―1：11．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サ ヴ ァ �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2020．8．22 小倉6着

2018．4．10生 牡3黒鹿 母 ダイワバーガンディ 母母 ダイワルージュ 8戦3勝 賞金 50，071，000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 メイショウヤクシマ号

５レース目



（3阪神5）第6日 11月21日（日曜日） 晴後曇 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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

435，890，000円
3，020，000円
30，980，000円
6，180，000円
54，170，000円
7，500，000円
69，397，500円
4，937，000円
1，516，800円

勝馬投票券売得金
1，628，345，000円
1，985，190，300円
563，229，100円
3，044，567，400円
1，504，320，500円
2，277，756，400円
5，342，172，100円
9，234，786，600円
794，882，700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 26，375，250，100円

総入場人員 5，951名 （有料入場人員 5，520名）5, 494名）5, 925名
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