
3108511月28日 晴 良 （3阪神5） 第8日 第1競走 1，800�2歳未勝利
発走9時40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

11 エ ル バ リ オ 牡2鹿 55 吉田 隼人 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 514＋201：56．0 8．6�
610 ダンツエスプリ 牡2栗 55

52 ▲角田 大和山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 千代田牧場 474＋141：56．1� 27．8�
57 スペクトログラム 牡2栗 55 岩田 望来 �シルクレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 488－ 81：56．2クビ 3．0�
69 ヒラボクロマネ 牡2鹿 55 松若 風馬�平田牧場 寺島 良 浦河 辻 牧場 500－ 61：56．62� 22．2�
58 メイショウタイゲイ 牡2黒鹿55 団野 大成松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 本巣 敦 454－ 4 〃 ハナ 23．9	
45 サ イ ラ ス 牡2鹿 55 西村 淳也�ノースヒルズ 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 520＋ 41：56．7� 10．2

814 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 B482－ 41：57．33� 35．8�
33 スターファースト 牡2鹿 55 川島 信二 �CHEVAL AT-

TACHE 小崎 憲 新ひだか 福岡 駿弥 486＋ 21：57．5� 119．6�
711 アグネスリュウ 牡2栗 55

52 ▲小沢 大仁渡辺公美子氏 宮本 博 浦河 高昭牧場 528＋ 21：58．03 9．7
22 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± 01：58．1� 378．8�
34 クラウンアポロン 牡2黒鹿 55

52 ▲松本 大輝�クラウン 中竹 和也 日高 クラウン日高牧場 458＋ 61：58．2� 443．9�
46 エ レ ダ ー ル 牡2黒鹿55 坂井 瑠星 �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 472＋ 8 〃 ハナ 87．1�
813 マイネルシュラーク 牡2鹿 55 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新冠 富本 茂喜 486＋ 6 〃 クビ 4．3�
712 エイシンスポッター 牡2栗 55 浜中 俊平井 克彦氏 吉村 圭司 新ひだか 木田牧場 490－ 22：00．0大差 6．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 38，073，800円 複勝： 53，834，800円 枠連： 10，252，800円
馬連： 57，492，400円 馬単： 26，050，000円 ワイド： 54，047，900円
3連複： 92，126，300円 3連単： 93，083，200円 計： 424，961，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 280円 � 660円 � 160円 枠 連（1－6） 4，070円

馬 連 �� 13，170円 馬 単 �� 19，830円

ワ イ ド �� 4，050円 �� 570円 �� 1，520円

3 連 複 ��� 10，560円 3 連 単 ��� 82，500円

票 数

単勝票数 計 380738 的中 � 37353（4番人気）
複勝票数 計 538348 的中 � 47209（5番人気）� 16424（10番人気）� 112465（1番人気）
枠連票数 計 102528 的中 （1－6） 1949（16番人気）
馬連票数 計 574924 的中 �� 3383（38番人気）
馬単票数 計 260500 的中 �� 985（65番人気）
ワイド票数 計 540479 的中 �� 3257（40番人気）�� 26213（5番人気）�� 8958（21番人気）
3連複票数 計 921263 的中 ��� 6543（41番人気）
3連単票数 計 930832 的中 ��� 818（293番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．0―37．4―50．0―1：02．7―1：15．6―1：29．0―1：42．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．3―3F40．4
1
3
・（1，6）8（5，12）7（9，13）11，3－4－14，2－10
1（6，12）5（8，13）（7，9，11）－3－4（14，2）－10

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

勝馬の
紹 介

エ ル バ リ オ �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2021．6．26 札幌3着

2019．3．3生 牡2鹿 母 インナーアージ 母母 ミュージカルウェイ 4戦1勝 賞金 7，410，000円

3108611月28日 晴 良 （3阪神5） 第8日 第2競走 ��1，400�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
1：23．0
1：23．0

重
重

59 トーホウデュラン 牡2栗 55 吉田 隼人東豊物産� 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 476－101：26．1 3．9�
24 スズカワールド 牡2黒鹿55 幸 英明永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 辻 牧場 506＋ 21：26．21 8．5�
35 メイショウキッド 牡2鹿 55 浜中 俊松本 好雄氏 本田 優 浦河 村下 明博 500＋ 21：26．3アタマ 2．9�
713 カ ル ド 牡2鹿 55 団野 大成山口 敦広氏 高橋 義忠 新冠 大狩部牧場 442± 0 〃 クビ 25．2�
47 リュッカクローナ 牡2鹿 55 秋山真一郎西森 功氏 吉田 直弘 浦河 大道牧場 458－ 21：27．25 18．1�
816 ワールドハート 牡2黒鹿55 岡田 祥嗣 COCORO組合 杉山 佳明 新冠 佐藤牧場 442± 0 〃 クビ 51．6	
36 マーゴットワーズ 牡2青 55

52 ▲小沢 大仁前田 良平氏 小林 真也 浦河 高昭牧場 458－ 21：27．41� 73．6

510 ショットオブザデイ 牡2鹿 55

52 ▲松本 大輝服部健太郎氏 四位 洋文 日高 白井牧場 440＋ 81：27．5� 99．8�
48 サ ト ミ ン 牝2芦 54 中井 裕二田代 洋己氏 茶木 太樹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 418－121：27．61 388．6�
611 タイセイホリデー 牝2栗 54 石川裕紀人田中 成奉氏 森田 直行 安平 ノーザンファーム 438± 01：27．91� 64．2
12 メイショウモヒート 牡2鹿 55 岩田 望来松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 三嶋牧場 492＋ 61：28．32� 27．6�
23 コウエイキズナ 牡2鹿 55 西村 淳也伊東 政清氏 新谷 功一 新ひだか 田中 裕之 504＋ 4 〃 ハナ 4．0�
612 ハルキファイト 牝2鹿 54

53 ☆亀田 温心若草クラブ 浅見 秀一 浦河 バンブー牧場 464＋ 21：28．4� 109．9�
714 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 508＋ 41：28．61 47．0�
815 ア ピ ー ト 牡2鹿 55 森 裕太朗 �京都ホースレーシング 宮本 博 日高 川島 正広 452± 01：29．98 459．5�
11 ヤマカツオリオン 牡2鹿 55

52 ▲西谷 凜山田 和夫氏 谷 潔 新ひだか 岡田牧場 512＋ 41：30．21� 206．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 45，635，500円 複勝： 61，327，000円 枠連： 13，902，500円
馬連： 67，158，500円 馬単： 31，013，600円 ワイド： 65，136，700円
3連複： 111，044，700円 3連単： 112，959，200円 計： 508，177，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 150円 � 160円 � 130円 枠 連（2－5） 620円

馬 連 �� 1，450円 馬 単 �� 2，750円

ワ イ ド �� 530円 �� 320円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，430円 3 連 単 ��� 8，110円

票 数

単勝票数 計 456355 的中 � 97907（2番人気）
複勝票数 計 613270 的中 � 98846（3番人気）� 89535（4番人気）� 136779（1番人気）
枠連票数 計 139025 的中 （2－5） 17343（2番人気）
馬連票数 計 671585 的中 �� 35665（6番人気）
馬単票数 計 310136 的中 �� 8449（11番人気）
ワイド票数 計 651367 的中 �� 28983（6番人気）�� 53813（2番人気）�� 51710（3番人気）
3連複票数 計1110447 的中 ��� 58076（3番人気）
3連単票数 計1129592 的中 ��� 10087（17番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．8―12．2―12．3―12．7―13．8

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．0―3F38．8
3 ・（3，5）（6，9）（4，13）－7（11，8）2（10，16，12，14）1＝15 4 ・（3，5，9）（4，13）－（6，7）8（11，16）10（2，12，14）－1＝15
市場取引馬

勝馬の
紹 介

トーホウデュラン �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2021．10．31 阪神7着

2019．2．5生 牡2栗 母 ラ ク ア ミ 母母 レイズアンドコール 2戦1勝 賞金 5，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヤマカツオリオン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年12月28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 ティグル号

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５回 阪神競馬 第８日



3108711月28日 晴 良 （3阪神5） 第8日 第3競走 ��2，000�2歳未勝利
発走10時40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

813 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± 02：03．0 2．8�
610 ロマンシングブルー 牝2青鹿54 岩田 望来吉田 勝己氏 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 462－142：03．42� 4．8�
712 コンジャンクション 牡2黒鹿55 西村 淳也 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 494± 0 〃 ハナ 7．6�
45 クリストバライト 牝2芦 54 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 日高 日高大洋牧場 456± 02：03．61� 21．9�
814 ハイパーシーン 牝2青鹿 54

53 ☆泉谷 楓真 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム 470± 02：03．92 425．4	
33 メイショウトツカ 牡2鹿 55

52 ▲西谷 凜松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 富田牧場 448± 02：04．11� 63．9

11 サトノジーク 牡2黒鹿55 吉田 隼人 �サトミホースカンパニー 安田 隆行 新ひだか 矢野牧場 484＋ 22：04．2� 4．3�
22 グ ロ ー 牡2鹿 55 幸 英明ケーエスHD 鈴木 孝志 新ひだか 前谷 武志 472＋ 4 〃 クビ 7．2�
57 リゾルテッツァ 牡2栗 55

52 ▲角田 大和 �社台レースホース角田 晃一 千歳 社台ファーム 484± 02：04．51� 170．8
69 バーニングサン 牡2芦 55

52 ▲小沢 大仁長谷川光司氏 小林 真也 浦河 �川フアーム 462＋102：04．6� 428．1�
34 ノートルプロメス 牡2鹿 55

52 ▲松本 大輝西村 憲人氏 四位 洋文 新ひだか チャンピオンズファーム 496－122：04．7クビ 350．8�
711 ショウサンキズナ 牡2鹿 55 川須 栄彦鈴木 昭和氏 松下 武士 日高 モリナガファーム 506＋ 6 〃 アタマ 71．2�
46 フェニックスループ 牡2黒鹿55 団野 大成 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 450± 02：05．87 22．8�
58 シゲルローズ 牝2鹿 54 菱田 裕二森中 蕃氏 谷 潔 浦河 ガーベラパー

クスタツド 456＋142：06．54 382．5�
（14頭）

売 得 金
単勝： 54，416，900円 複勝： 74，606，800円 枠連： 13，159，200円
馬連： 81，484，400円 馬単： 37，125，300円 ワイド： 74，360，900円
3連複： 125，761，300円 3連単： 152，024，800円 計： 612，939，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 160円 � 210円 枠 連（6－8） 740円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，240円

ワ イ ド �� 300円 �� 360円 �� 590円

3 連 複 ��� 1，380円 3 連 単 ��� 5，340円

票 数

単勝票数 計 544169 的中 � 159992（1番人気）
複勝票数 計 746068 的中 � 202352（1番人気）� 117391（3番人気）� 68905（5番人気）
枠連票数 計 131592 的中 （6－8） 13670（2番人気）
馬連票数 計 814844 的中 �� 91963（2番人気）
馬単票数 計 371253 的中 �� 22371（2番人気）
ワイド票数 計 743609 的中 �� 66557（2番人気）�� 52977（4番人気）�� 29716（9番人気）
3連複票数 計1257613 的中 ��� 68112（4番人気）
3連単票数 計1520248 的中 ��� 20633（9番人気）

ハロンタイム 13．1―12．1―12．9―12．4―12．5―12．3―11．8―11．6―11．6―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―25．2―38．1―50．5―1：03．0―1：15．3―1：27．1―1：38．7―1：50．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タイセイディバイン �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2021．7．18 小倉6着

2019．2．15生 牡2鹿 母 ダイワスピリット 母母 ロンドンブリッジ 5戦1勝 賞金 10，400，000円

3108811月28日 晴 良 （3阪神5） 第8日 第4競走 1，200�2歳新馬
発走11時10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
1：11．0
1：10．2

良
不良

66 ティントリップ 牝2黒鹿54 松若 風馬中村 祐子氏 杉山 晴紀 新ひだか ケイアイファーム 476 ―1：12．9 2．0�
33 クールココナヒメ 牝2鹿 54

51 ▲松本 大輝川上 哲司氏 松下 武士 浦河 チェスナット
ファーム 480 ―1：13．42� 11．3�

11 メイショウヒメゴゼ 牝2栗 54 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 480 ―1：14．25 6．8�
55 マルモエキスパート 牝2鹿 54

53 ☆富田 暁まるも組合 木原 一良 浦河 オカモトファーム 438 ―1：14．72� 21．9�
67 ル ク シ ア 牝2芦 54 川島 信二寺田 寿男氏 加用 正 新ひだか 猪野毛牧場 426 ―1：15．02 100．7�
22 アオキホノオ 牝2栗 54 団野 大成�GET NEXT 佐々木晶三 新冠 須崎牧場 480 ―1：15．21� 6．2	
810 メイショウアルル 牝2鹿 54 幸 英明松本 好
氏 笹田 和秀 様似 中脇 一幸 420 ―1：15．41� 6．6�
78 パロクサイダー 牝2鹿 54

51 ▲角田 大和吉田 勝利氏 鈴木 孝志 日高 若林 順一 384 ―1：16．14 150．3�
79 タガノミリオン 牝2栗 54 国分 恭介八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 422 ―1：16．31� 123．2
811 キョウエイゾロ 牝2黒鹿54 秋山真一郎田中 晴夫氏 伊坂 重信 新冠 長浜 忠 460 ―1：16．4クビ 13．0�
44 プリンセスコゼット 牝2青鹿54 加藤 祥太髙橋 明裕氏 杉山 佳明 千歳 社台ファーム 432 ―1：20．5大差 78．5�
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売 得 金
単勝： 46，548，700円 複勝： 44，848，600円 枠連： 9，787，700円
馬連： 53，874，400円 馬単： 29，926，500円 ワイド： 46，347，900円
3連複： 77，639，300円 3連単： 105，950，700円 計： 414，923，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 200円 � 170円 枠 連（3－6） 1，220円

馬 連 �� 1，130円 馬 単 �� 1，830円

ワ イ ド �� 420円 �� 280円 �� 680円

3 連 複 ��� 1，640円 3 連 単 ��� 6，300円

票 数

単勝票数 計 465487 的中 � 188273（1番人気）
複勝票数 計 448486 的中 � 120570（1番人気）� 47355（5番人気）� 62641（4番人気）
枠連票数 計 97877 的中 （3－6） 6189（6番人気）
馬連票数 計 538744 的中 �� 36935（4番人気）
馬単票数 計 299265 的中 �� 12215（6番人気）
ワイド票数 計 463479 的中 �� 28045（4番人気）�� 45500（2番人気）�� 15982（10番人気）
3連複票数 計 776393 的中 ��� 35468（4番人気）
3連単票数 計1059507 的中 ��� 12184（10番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―11．8―12．1―12．5―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―24．0―35．8―47．9―1：00．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．9―3F37．1
3 3（6，7）－1（8，11）（2，10）－（4，5）9 4 3，6，7－（2，1）（8，10）11－5，9＝4

勝馬の
紹 介

ティントリップ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ブライアンズタイム 初出走

2019．2．24生 牝2黒鹿 母 レディルージュ 母母 サッカーマム 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プリンセスコゼット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年12月28日まで平地

競走に出走できない。



3108911月28日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （3阪神5） 第8日 第5競走 ��2，970�障害3歳以上未勝利

発走11時40分 （芝・ダート）

負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，900，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 790，000円� コースレコード3：15．7良・良

11 サトノパシュート 牡4黒鹿60 高田 潤 �サトミホースカンパニー 高橋 康之 千歳 社台ファーム 484＋143：20．2 3．1�
22 スズカフロンティア 牡7鹿 60 北沢 伸也永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 446＋ 8 〃 クビ 7．4�
88 ミッキーメテオ 牡4鹿 60 西谷 誠野田みづき氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 506＋ 43：20．41 1．9�
77 ニホンピロマドン 牡6鹿 60 中村 将之小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 528＋ 83：21．14 17．6�
33 ユキノグローリー 牡4栗 60 小坂 忠士井上 基之氏 南井 克巳 新ひだか 服部 牧場 486± 03：21．2� 21．8�
66 ウインベイランダー 牡4芦 60 森 一馬�ウイン 寺島 良 新冠 コスモヴューファーム 484－16 〃 クビ 6．7	
44 トーアコルレオーネ 牡5鹿 60 黒岩 悠高山ランド� 牧田 和弥 豊浦トーア牧場 448＋123：23．3大差 36．6

55 ミコブラック 牝3青鹿56 難波 剛健古賀 慎一氏 浅見 秀一 日高 シンボリ牧場 476－ 23：23．72� 63．3�
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売 得 金
単勝： 31，486，600円 複勝： 26，354，500円 枠連： 発売なし
馬連： 36，872，600円 馬単： 24，755，500円 ワイド： 26，208，800円
3連複： 55，021，200円 3連単： 125，202，800円 計： 325，902，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 120円 � 150円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，550円 馬 単 �� 2，760円

ワ イ ド �� 330円 �� 160円 �� 230円

3 連 複 ��� 630円 3 連 単 ��� 5，840円

票 数

単勝票数 計 314866 的中 � 80529（2番人気）
複勝票数 計 263545 的中 � 47884（2番人気）� 27039（3番人気）� 115562（1番人気）
馬連票数 計 368726 的中 �� 18382（6番人気）
馬単票数 計 247555 的中 �� 6717（10番人気）
ワイド票数 計 262088 的中 �� 16997（4番人気）�� 47612（1番人気）�� 27370（2番人気）
3連複票数 計 550212 的中 ��� 65140（2番人気）
3連単票数 計1252028 的中 ��� 15531（20番人気）
上り 1マイル 1：47．9 4F 53．1－3F 39．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→	→�」
�
�
3，8－7－（1，6）＝2（4，5）
3（1，8）（7，6）－2＝5，4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノパシュート �

父 ディープインパクト �


母父 Pure Prize デビュー 2019．10．6 京都5着

2017．2．15生 牡4黒鹿 母 キャンディネバダ 母母 Candy Sola 障害：3戦1勝 賞金 11，100，000円
〔制裁〕 ミッキーメテオ号の騎手西谷誠は，8号障害を外側に斜飛したことについて戒告。（被害馬：1番）

3109011月28日 晴 良 （3阪神5） 第8日 第6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

33 メイショウラナキラ 牡2鹿 55
54 ☆泉谷 楓真松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 村下 明博 448 ―2：06．4 7．5�

66 ムーランシャタン 牝2栗 54 小崎 綾也村上 卓史氏 小崎 憲 日高 白井牧場 422 ―2：07．14 18．3�
22 ベッロジョヴァンニ 牡2栗 55 坂井 瑠星加藤 裕司氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 454 ―2：07．2� 3．7�
77 アテンパーティ 牡2黒鹿 55

52 ▲西谷 凜齊藤 直信氏 谷 潔 新ひだか 平野牧場 438 ―2：07．41� 46．1�
55 ゼンノインヴォーク 牡2鹿 55 岩田 望来大迫久美子氏 四位 洋文 新冠 村上 欽哉 444 ―2：07．5� 2．4�
11 カルトナージュ 牝2栗 54 松若 風馬水上 行雄氏 杉山 晴紀 浦河 笠松牧場 414 ―2：08．35 12．0�
44 メイショウシヅキ 牡2鹿 55

52 ▲小沢 大仁松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 道見牧場 472 ― 〃 クビ 21．7	
88 カワキタアイゼン 牝2黒鹿54 吉田 隼人川島 徹郎氏 浜田多実雄 新ひだか 木田牧場 464 ―2：08．72� 5．6
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売 得 金
単勝： 45，840，900円 複勝： 34，908，200円 枠連： 発売なし
馬連： 54，666，200円 馬単： 32，136，300円 ワイド： 38，221，500円
3連複： 67，335，300円 3連単： 134，139，100円 計： 407，247，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 240円 � 310円 � 160円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 4，550円 馬 単 �� 9，000円

ワ イ ド �� 1，200円 �� 370円 �� 840円

3 連 複 ��� 4，900円 3 連 単 ��� 38，430円

票 数

単勝票数 計 458409 的中 � 51648（4番人気）
複勝票数 計 349082 的中 � 34844（4番人気）� 24750（6番人気）� 70496（2番人気）
馬連票数 計 546662 的中 �� 9295（19番人気）
馬単票数 計 321363 的中 �� 2677（31番人気）
ワイド票数 計 382215 的中 �� 7634（18番人気）�� 29063（3番人気）�� 11262（13番人気）
3連複票数 計 673353 的中 ��� 10298（22番人気）
3連単票数 計1341391 的中 ��� 2530（142番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．3―26．0―39．9―53．4―1：05．9―1：18．7―1：31．0―1：43．1―1：54．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウラナキラ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 パントレセレブル 初出走

2019．3．14生 牡2鹿 母 サンタローズ 母母 ユキノローズ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 メイショウシヅキ号は，枠入り不良。

ゼンノインヴォーク号は，枠内駐立不良〔立上る〕。危険防止のため外枠から発走。
〔制裁〕 メイショウラナキラ号の騎手泉谷楓真は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番）
〔調教再審査〕 ゼンノインヴォーク号は，発走調教再審査。



3109111月28日 晴 良 （3阪神5） 第8日 第7競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走13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 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

713 ペプチドナイル 牡3鹿 55 岩田 望来沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 528＋201：53．2 2．7�
22 ス レ イ マ ン 牡3栗 55 吉田 隼人 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 530－ 21：53．94 1．8�
610� テーオーバフェット 牡4栗 57

54 ▲西谷 凜小笹 公也氏 梅田 智之 新ひだか フジワラフアーム B516＋ 21：54．32� 304．9�
814 レンツシュピッツェ 牡3栗 55 幸 英明�ラ・メール 寺島 良 千歳 社台ファーム 484＋ 81：54．62 10．0�
712 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 B470－ 21：54．7クビ 161．9	
34 シューラヴァラ 牡3黒鹿 55

52 ▲小沢 大仁高原 将浩氏 川村 禎彦 新ひだか 千代田牧場 458± 01：55．02 15．1

46 � メイショウカリスマ 牡4黒鹿 57

54 ▲角田 大和松本 和子氏 高橋 亮 青森 諏訪牧場 B514－16 〃 クビ 38．0�
611 スパークインザアイ �4鹿 57

56 ☆亀田 温心西見 徹也氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 464－ 41：55．42� 224．6�
815 アルマトップエンド 牡6栗 57 団野 大成コウトミックレーシング 佐々木晶三 新ひだか タツヤファーム 508－ 2 〃 クビ 87．0
11 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 472－ 21：56．14 22．9�
58 アマネセール �5青鹿57 坂井 瑠星 �シルクレーシング 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム 486± 0 〃 アタマ 53．4�
35 	 ロシアンサモワール 牝3鹿 53 西村 淳也吉田 和美氏 松永 幹夫 米 Zayat Sta-

bles, LLC 482± 01：56．31 29．2�
23 タイセイポジション 牡3栗 55 藤懸 貴志田中 成奉氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 494－ 71：57．04 269．2�
47 ダイシンクイント 牡7黒鹿 57

54 ▲松本 大輝大八木信行氏 森 秀行 日高 中原牧場 496＋ 61：57．31
 264．2�
59 	 ア イ ノ ア 牝4鹿 55 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 青木 孝文 米

Fred W. Hertrich III,
John D. Fielding &
Robert L. Tribbett

492－ 71：58．68 130．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 62，125，200円 複勝： 77，840，900円 枠連： 19，953，800円
馬連： 89，866，100円 馬単： 48，159，700円 ワイド： 76，053，500円
3連複： 140，252，400円 3連単： 194，030，800円 計： 708，282，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 110円 � 2，750円 枠 連（2－7） 240円

馬 連 �� 240円 馬 単 �� 620円

ワ イ ド �� 180円 �� 10，740円 �� 7，050円

3 連 複 ��� 16，250円 3 連 単 ��� 52，840円

票 数

単勝票数 計 621252 的中 � 182774（2番人気）
複勝票数 計 778409 的中 � 144580（2番人気）� 322842（1番人気）� 3066（15番人気）
枠連票数 計 199538 的中 （2－7） 63194（1番人気）
馬連票数 計 898661 的中 �� 288566（1番人気）
馬単票数 計 481597 的中 �� 58102（2番人気）
ワイド票数 計 760535 的中 �� 148129（1番人気）�� 1474（58番人気）�� 2254（46番人気）
3連複票数 計1402524 的中 ��� 6470（43番人気）
3連単票数 計1940308 的中 ��� 2662（133番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―13．7―13．0―12．8―12．6―12．2―12．1―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．6―37．3―50．3―1：03．1―1：15．7―1：27．9―1：40．0

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

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

勝馬の
紹 介

ペプチドナイル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2021．1．5 中京8着

2018．4．24生 牡3鹿 母 クイーンオリーブ 母母 オリーブブランチ 4戦2勝 賞金 12，700，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイノア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年12月28日まで平地競走に出

走できない。

3109211月28日 晴 良 （3阪神5） 第8日 第8競走 ��1，400�3歳以上2勝クラス
発走13時30分 （ダート・右）

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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

815 オーヴァーネクサス 牡4鹿 57 坂井 瑠星 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 松下 武士 新冠 須崎牧場 498± 01：24．0 3．0�

713 メイショウオーギシ 牡4栗 57 秋山真一郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 502＋181：24．63� 13．6�
12 テーオーポシブル �5鹿 57 荻野 琢真小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 B468＋101：24．81� 9．7�
24 レディオマジック 牡4黒鹿 57

54 ▲小沢 大仁 Him Rock Racing
ホールディングス� 佐々木晶三 日高 タバタファーム 492＋ 41：24．9	 68．4�

59 クインズメリッサ 牝3鹿 54 藤懸 貴志 �ケイアイスタリオン 宮本 博 新冠 新冠橋本牧場 476＋16 〃 アタマ 4．8�
714 ヨ ン ク 牡5鹿 57 西村 淳也古川 智洋氏 小笠 倫弘 浦河 高昭牧場 498－ 61：25．0クビ 16．9	
611 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 B448＋ 41：25．32 43．1

47 プレイヤーズハイ 牡5黒鹿57 太宰 啓介藤田 孟司氏 高橋 亮 新冠 川上牧場 456＋ 4 〃 アタマ 78．2�
510
 ジョウショーモード 牡3栗 56 国分 優作熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 五丸農場 498＋ 41：25．4クビ 6．9�
35 プロバーティオ 牡3鹿 56

53 ▲松本 大輝�ノースヒルズ 田中 剛 新ひだか 土居牧場 500± 01：25．51� 10．6
48 メタルスパーク �4芦 57 松岡 正海ディアレストクラブ� 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 500－ 61：25．71� 253．1�
612 サンライズミリオン �4黒鹿57 川須 栄彦松岡 隆雄氏 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 542＋321：25．8クビ 232．4�
23 ヴァクストゥーム 牡4鹿 57 幸 英明 �ローレルレーシング 吉田 直弘 浦河 谷川牧場 468－ 6 〃 ハナ 8．0�
36 ファイナルマズル 牡5鹿 57 柴山 雄一 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 470－ 41：26．0	 139．9�
11 ワキノクイーン 牝3鹿 54 団野 大成脇山 良之氏 宮本 博 新ひだか 落合 一巳 450－ 81：26．21� 20．4�
816 サンビースト 牡4黒鹿57 菱田 裕二�ターフ・スポート森田 直行 浦河 谷川牧場 546＋101：26．94 125．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 56，328，000円 複勝： 81，300，400円 枠連： 23，159，800円
馬連： 107，195，600円 馬単： 41，907，900円 ワイド： 95，304，400円
3連複： 170，153，500円 3連単： 170，490，100円 計： 745，839，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 160円 � 360円 � 230円 枠 連（7－8） 1，170円

馬 連 �� 1，990円 馬 単 �� 3，060円

ワ イ ド �� 770円 �� 550円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 5，140円 3 連 単 ��� 21，590円

票 数

単勝票数 計 563280 的中 � 147284（1番人気）
複勝票数 計 813004 的中 � 155821（1番人気）� 48749（8番人気）� 89111（4番人気）
枠連票数 計 231598 的中 （7－8） 15316（5番人気）
馬連票数 計1071956 的中 �� 41601（7番人気）
馬単票数 計 419079 的中 �� 10255（8番人気）
ワイド票数 計 953044 的中 �� 31937（8番人気）�� 46751（2番人気）�� 18099（17番人気）
3連複票数 計1701535 的中 ��� 24806（16番人気）
3連単票数 計1704901 的中 ��� 5723（41番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．4―11．7―12．3―12．4―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．7―34．1―45．8―58．1―1：10．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．9―3F38．2
3 ・（5，16）9－（4，13）（3，15）（1，2，10，11）－6（8，12）14，7 4 ・（5，9，16）－（4，13）15，3（2，10，11）－1，12，6（8，14）7
市場取引馬

勝馬の
紹 介

オーヴァーネクサス �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2020．5．16 京都11着

2017．3．7生 牡4鹿 母 オーヴァーアンダー 母母 Princess Mitterand 11戦3勝 賞金 38，500，000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 アールジオール号・コンクエストシチー号・ドゥリトル号



3109311月28日 晴 良 （3阪神5） 第8日 第9競走 ��
��1，600�

し ら ぎ く

白 菊 賞
発走14時05分 （芝・右・外）
牝，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 182，000円 52，000円 26，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．3
1：32．3

良
良

33 ルージュラテール 牝2栗 54 坂井 瑠星 �東京ホースレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 478－ 61：34．8 3．9�
44 サウンドビバーチェ 牝2黒鹿54 岩田 望来増田 雄一氏 高柳 大輔 浦河 三嶋牧場 472＋10 〃 ハナ 10．7�
77 トーホウラビアン 牝2鹿 54 富田 暁東豊物産� 川村 禎彦 浦河 有限会社

吉田ファーム 426－ 21：35．22� 142．9�
55 グランデレジーナ 牝2鹿 54 秋山真一郎 �キャロットファーム 藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 432－ 81：35．3� 3．8�
88 シンシアウィッシュ 牝2青鹿54 浜中 俊前田 幸大氏 吉村 圭司 新冠 株式会社

ノースヒルズ 444＋ 81：36．15 3．1	
11 ホワイトターフ 牝2芦 54 西村 淳也 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 新谷 功一 新ひだか 岡田スタツド 436＋ 21：36．31	 29．4

66 トップキャスト 牝2栗 54 団野 大成�G1レーシング 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 428－ 8 〃 � 4．9�
22 ベルマーレミノル 牝2栗 54 吉田 隼人吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 482－ 41：37．04 46．9�

（8頭）

売 得 金
単勝： 79，554，700円 複勝： 59，192，600円 枠連： 発売なし
馬連： 96，790，300円 馬単： 49，330，200円 ワイド： 64，246，300円
3連複： 108，008，100円 3連単： 240，793，100円 計： 697，915，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 170円 � 280円 � 1，490円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，810円 馬 単 �� 2，590円

ワ イ ド �� 450円 �� 3，870円 �� 4，890円

3 連 複 ��� 23，630円 3 連 単 ��� 98，570円

票 数

単勝票数 計 795547 的中 � 168575（3番人気）
複勝票数 計 591926 的中 � 121490（2番人気）� 52551（5番人気）� 7751（8番人気）
馬連票数 計 967903 的中 �� 41230（8番人気）
馬単票数 計 493302 的中 �� 14269（14番人気）
ワイド票数 計 642463 的中 �� 40380（8番人気）�� 4043（22番人気）�� 3187（26番人気）
3連複票数 計1080081 的中 ��� 3428（41番人気）
3連単票数 計2407931 的中 ��� 1771（185番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．2―36．5―48．7―1：00．4―1：12．0―1：22．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ルージュラテール 
�
父 ハーツクライ 

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2021．6．20 阪神2着

2019．4．14生 牝2栗 母 レッドメデューサ 母母 Catchascatchcan 4戦2勝 賞金 18，182，000円

3109411月28日 晴 良 （3阪神5） 第8日 第10競走 ��1，600�
りつうんきょう

立雲峡ステークス
発走14時40分 （芝・右・外）
3歳以上，3勝クラス，2．11．28以降3．11．21まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．1
1：30．3

良
良

78 ラヴユーライヴ 牝4鹿 53 坂井 瑠星吉田 勝己氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 444＋101：32．9 4．4�
66 ウイングレイテスト 牡4栗 55 松岡 正海�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 502－12 〃 ハナ 8．5�
79 セウラサーリ 牝4鹿 53 吉田 隼人�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 474＋ 41：33．0クビ 6．6�
810 ノルカソルカ 牡4栗 56 岩田 望来幅田 昌伸氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 508± 01：33．1� 2．5�
33 ボンオムトゥック 牝4芦 52 菱田 裕二窪田 芳郎氏 高橋 亮 安平 ノーザンファーム B462－101：33．2� 12．8�
55 キャッチミーアップ 牝6鹿 51 富田 暁畑佐 博氏 河内 洋 日高 浜本牧場 476＋141：33．3� 114．9	
11 ケルティックソード 牡8栗 53 亀田 温心吉田 晴哉氏 新谷 功一 浦河 笠松牧場 500± 01：33．4� 181．4

22 イーサンパンサー 牡5栗 54 古川 吉洋国本 勇氏 昆 貢 浦河 東栄牧場 482＋141：33．71� 62．4�
44 テーオーラフィット 牝3黒鹿52 幸 英明小笹 公也氏 上村 洋行 日高 ヤナガワ牧場 490－ 21：33．8� 4．7�
67 ラストヌードル 牡5鹿 54 斎藤 新増田 和啓氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 508－ 61：33．9� 92．2
811 トウケイミラ 牝4鹿 53 �島 良太木村 信彦氏 高柳 大輔 新ひだか 坂本 智広 454＋161：34．01 26．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 72，283，400円 複勝： 83，986，800円 枠連： 22，279，500円
馬連： 126，577，800円 馬単： 61，773，800円 ワイド： 92，053，700円
3連複： 182，915，200円 3連単： 290，593，300円 計： 932，463，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 170円 � 230円 � 170円 枠 連（6－7） 1，200円

馬 連 �� 2，070円 馬 単 �� 3，850円

ワ イ ド �� 660円 �� 530円 �� 970円

3 連 複 ��� 4，330円 3 連 単 ��� 25，730円

票 数

単勝票数 計 722834 的中 � 129257（2番人気）
複勝票数 計 839868 的中 � 130201（3番人気）� 83672（5番人気）� 141457（2番人気）
枠連票数 計 222795 的中 （6－7） 14387（5番人気）
馬連票数 計1265778 的中 �� 47299（9番人気）
馬単票数 計 617738 的中 �� 12009（17番人気）
ワイド票数 計 920537 的中 �� 35858（9番人気）�� 45690（7番人気）�� 23393（14番人気）
3連複票数 計1829152 的中 ��� 31674（17番人気）
3連単票数 計2905933 的中 ��� 8186（90番人気）

ハロンタイム 12．9―11．1―11．3―11．5―11．4―11．1―11．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．0―35．3―46．8―58．2―1：09．3―1：20．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラヴユーライヴ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー 2020．4．18 阪神5着

2017．3．27生 牝4鹿 母 ラヴズオンリーミー 母母 Monevassia 12戦4勝 賞金 70，092，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時41分に変更。
※ケルティックソード号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

２レース目



3109511月28日 晴 良 （3阪神5） 第8日 第11競走 ��
��2，000�カノープスステークス

発走15時15分 （ダート・右）
3歳以上，2．11．28以降3．11．21まで1回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
2：01．0
2：01．0

不良
不良

35 ショウナンナデシコ 牝4栗 52 吉田 隼人国本 哲秀氏 須貝 尚介 日高 天羽牧場 480± 02：05．0 5．6�
815 グレートタイム 牡6黒鹿56 岩田 望来金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 千歳 社台ファーム B484＋ 82：05．31� 6．0�
48 ヒロイックテイル 牡4栗 56 坂井 瑠星吉田 照哉氏 本田 優 千歳 社台ファーム 500＋14 〃 アタマ 10．3�
47 ニューモニュメント 牡5鹿 54 西村 淳也前田 葉子氏 小崎 憲 新ひだか 高橋 義浩 500＋ 2 〃 クビ 15．4�
714� アンセッドヴァウ 	4栗 54 国分 恭介加藤 誠氏 中竹 和也 米 Mike G.

Rutherford 468＋ 22：06．15 12．7�
23 ド ス ハ ー ツ 牡4黒鹿54 小沢 大仁大田 恭充氏 松永 昌博 青森 清水 貞信 478＋ 8 〃 ハナ 30．0	
36 エブリワンブラック 牡4鹿 54 浜中 俊 DMMドリームクラブ� 武 幸四郎 日高 ヤナガワ牧場 B488＋ 62：06．2� 8．1

11 エクスパートラン 牡6青鹿53 藤懸 貴志�キヨタケ牧場 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 470＋ 62：06．3� 83．2�
510 ミヤジコクオウ 牡4青鹿55 富田 暁曽我 司氏 川村 禎彦 日高 Wing Farm 518＋ 42：06．4� 24．1
816 エ イ コ ー ン 牡6鹿 55 高倉 稜西森 功氏 吉田 直弘 浦河 杵臼斉藤牧場 464－ 42：06．5
 19．8�
12 ライトウォーリア 牡4鹿 56 松若 風馬 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 504－ 22：06．6アタマ 3．6�
59 ヴェンジェンス 牡8栗 58．5 幸 英明宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 富田牧場 484± 02：06．71� 13．5�
612 テンザワールド 牡7栗 53 斎藤 新天白 泰司氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム B442＋ 22：07．12 73．8�
713 メイショウマトイ 牡7鹿 52 古川 吉洋松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 502＋ 2 〃 クビ 149．9�
611 タマモサンシーロ 牡5鹿 53 亀田 温心タマモ� 大橋 勇樹 新冠 守矢牧場 516± 02：07．52� 69．1�
24 シャンパンクーペ 牡5鹿 54 中井 裕二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 日高 下河辺牧場 B530＋ 4 〃 アタマ 33．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 87，500，400円 複勝： 117，978，800円 枠連： 55，663，700円
馬連： 218，454，800円 馬単： 78，904，400円 ワイド： 160，244，300円
3連複： 370，872，000円 3連単： 384，383，200円 計： 1，474，001，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 210円 � 210円 � 410円 枠 連（3－8） 700円

馬 連 �� 1，610円 馬 単 �� 3，130円

ワ イ ド �� 610円 �� 1，490円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 6，500円 3 連 単 ��� 32，100円

票 数

単勝票数 計 875004 的中 � 122910（2番人気）
複勝票数 計1179788 的中 � 162228（2番人気）� 159964（3番人気）� 63660（8番人気）
枠連票数 計 556637 的中 （3－8） 61501（3番人気）
馬連票数 計2184548 的中 �� 104576（3番人気）
馬単票数 計 789044 的中 �� 18901（6番人気）
ワイド票数 計1602443 的中 �� 70251（3番人気）�� 26882（15番人気）�� 34686（12番人気）
3連複票数 計3708720 的中 ��� 42736（12番人気）
3連単票数 計3843832 的中 ��� 8681（61番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．8―35．7―49．5―1：02．4―1：15．4―1：28．1―1：40．3―1：52．4

コーナー
通過順位

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

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

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 16戦5勝 賞金 81，917，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の13頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）13頭 アスタールビー号・アッシェンプッテル号・アフリカンゴールド号・コマビショウ号・コロラトゥーレ号・

ダノンチェイサー号・ダノンテイオー号・ネオブレイブ号・ノーワン号・ペオース号・メイショウケイメイ号・
ルッジェーロ号・レシプロケイト号

3109611月28日 晴 良 （3阪神5） 第8日 第12競走 ��
��1，200�第66回京 阪 杯（ＧⅢ）

発走16時15分 （芝・右）
3歳以上；負担重量は，日本馬：3歳55�4歳以上56�，牝馬2�減，収得賞金3，000万
円超過馬は超過額2，000万円毎1�増，�：3歳55�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）

京阪ホールディングス株式会社賞（1着）
賞 品

本 賞 39，000，000円 16，000，000円 9，800，000円 5，900，000円 3，900，000円
付 加 賞 581，000円 166，000円 83，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．0

良
良

12 エイティーンガール 牝5青鹿55 秋山真一郎中山 泰志氏 飯田 祐史 日高 庄野牧場 454＋ 21：08．8 22．5�
35 タイセイビジョン 牡4栗 57 幸 英明田中 成奉氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 474± 01：08．91 10．4�
47 	 ファストフォース 牡5黒鹿56 小崎 綾也安原 浩司氏 西村 真幸 浦河 三嶋牧場 B528＋ 21：09．0クビ 14．4�
612 アイラブテーラー 牝5黒鹿54 浜中 俊中西 浩一氏 河内 洋 浦河 富菜牧場 456－ 4 〃 アタマ 21．1�
713 シゲルピンクルビー 牝3栗 53 高倉 稜森中 蕃氏 渡辺 薫彦 日高 天羽牧場 470＋ 41：09．1クビ 20．3�
36 
 シ ヴ ァ ー ジ 牡6栗 57 吉田 隼人 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 米 Hinkle Farms B500± 01：09．2� 2．5	
816 ライトオンキュー 牡6鹿 58 古川 吉洋ゴドルフィン 昆 貢 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 512＋ 21：09．3クビ 24．0

24 オールアットワンス 牝3鹿 53 石川裕紀人吉田 勝己氏 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 446－ 21：09．51� 13．3�
714 ソーグリッタリング 牡7鹿 57 藤井勘一郎 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム B490＋ 4 〃 ハナ 129．5
23 ラヴィングアンサー 牡7鹿 57 岩田 望来江口雄一郎氏 石坂 公一 浦河 笠松牧場 B512＋ 81：09．6 22．9�
59 ミッキーブリランテ 牡5鹿 56 坂井 瑠星野田みづき氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 478＋10 〃 アタマ 10．6�
510 レッドアンシェル 牡7青鹿57 団野 大成 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム B472± 01：09．7� 120．8�
48 サヴォワールエメ 牝5栗 54 松若 風馬平井 裕氏 辻野 泰之 千歳 社台ファーム 466＋ 4 〃 クビ 20．8�
611 アストラエンブレム �8鹿 57 西村 淳也 �シルクレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 476－ 41：09．9� 121．0�
11 アウィルアウェイ 牝5鹿 55 荻野 極吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 492－ 2 〃 クビ 57．0�
815 レ イ ハ リ ア 牝3鹿 53 亀田 温心 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田島 俊明 新ひだか 谷岡牧場 446－ 61：10．21� 4．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 266，455，400円 複勝： 315，236，700円 枠連： 139，402，100円
馬連： 677，855，000円 馬単： 243，573，300円 ワイド： 538，422，700円
3連複： 1，361，726，300円 3連単： 1，450，246，900円 計： 4，992，918，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，250円 複 勝 � 510円 � 370円 � 500円 枠 連（1－3） 1，540円

馬 連 �� 8，480円 馬 単 �� 19，160円

ワ イ ド �� 2，770円 �� 3，670円 �� 2，400円

3 連 複 ��� 32，790円 3 連 単 ��� 222，660円

票 数

単勝票数 計2664554 的中 � 94553（10番人気）
複勝票数 計3152367 的中 � 157667（9番人気）� 233803（4番人気）� 162693（8番人気）
枠連票数 計1394021 的中 （1－3） 70009（8番人気）
馬連票数 計6778550 的中 �� 61918（30番人気）
馬単票数 計2435733 的中 �� 9532（60番人気）
ワイド票数 計5384227 的中 �� 50177（33番人気）�� 37572（43番人気）�� 58185（22番人気）
3連複票数 計13617263 的中 ��� 31146（112番人気）
3連単票数 計14502469 的中 ��� 4722（713番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．2―11．3―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．3―45．6―56．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F34．5
3 ・（7，8）13（4，15）6（10，14）（1，9，16）（3，11）5－12，2 4 ・（7，8）13，4（6，15）（1，14）（9，10，5）16（3，11，2）12
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

エイティーンガール �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．6．23 阪神4着

2016．4．14生 牝5青鹿 母 センターグランタス 母母 センターライジング 24戦6勝 賞金 177，228，000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 アクアミラビリス号・ビリーバー号・ボンボヤージ号

４レース目



（3阪神5）第8日 11月28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 153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

276，420，000円
31，810，000円
2，000，000円
33，550，000円
67，085，500円
4，951，500円
1，468，800円

勝馬投票券売得金
886，249，500円
1，031，416，100円
307，561，100円
1，668，288，100円
704，656，500円
1，330，648，600円
2，862，855，600円
3，453，897，200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 12，245，572，700円

総入場人員 5，627名 （有料入場人員 5，415名）5, 370名）5, 582名



令和3年度 第5回阪神競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，225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

2，372，750，000円
43，850，000円
256，540，000円
22，000，000円
277，920，000円
16，500，000円
542，248，500円
37，540，500円
11，760，000円

勝馬投票券売得金
7，651，975，400円
9，644，570，500円
2，443，330，500円
13，967，672，000円
6，374，788，200円
10，510，415，700円
23，139，455，400円
34，504，363，200円
2，290，380，700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 110，526，951，600円

総入場延人員 38，303名 （有料入場延人員 36，258名）35, 990名）38, 035名
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