
2800110月9日 晴 良 （3阪神4） 第1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

33 コンスタンティン 牝2鹿 54
51 ▲小沢 大仁椎名 節氏 石坂 公一 日高 新井 昭二 456－101：54．0 50．1�

78 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 482± 0 〃 クビ 3．6�
66 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 458± 01：54．74 6．4�
11 メイショウユズルハ 牡2鹿 55 菱田 裕二松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 474± 01：54．8� 46．9�
55 ラ ブ リ ュ ス 牡2栗 55 松若 風馬 �キャロットファーム 寺島 良 新冠 新冠橋本牧場 B494－ 41：56．39 10．0�
810 リッキーヤスオカ 牡2栗 55 松山 弘平 	スリーエイチレーシング 小崎 憲 日高 下河辺牧場 508＋121：57．47 5．4

79 ナオミニデレデレヤ 牝2栗 54 浜中 俊塩澤 正樹氏 杉山 佳明 新ひだか 乾 皆雄 448± 01：57．72 3．1�
811 メジャーアドバンス 牡2栗 55 幸 英明 �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 486－ 21：59．08 15．1�
22 アナザーゲート 牡2栗 55 岩田 望来田島 大史氏 千田 輝彦 浦河 絵笛牧場 470± 01：59．42 36．1
67 マ ボ ン ヌ 牝2鹿 54

51 ▲西谷 凜飯田 正剛氏 畑端 省吾 新ひだか 千代田牧場 444＋101：59．82� 209．6�
44 カズオルパダン 牡2黒鹿 55

52 ▲角田 大和合同会社雅苑興業 茶木 太樹 新ひだか 佐竹 学 490－ 22：00．33 43．1�
（11頭）

売 得 金
単勝： 29，748，100円 複勝： 45，303，000円 枠連： 8，542，400円
馬連： 43，642，100円 馬単： 23，218，400円 ワイド： 41，669，200円
3連複： 70，899，400円 3連単： 82，141，100円 計： 345，163，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，010円 複 勝 � 1，140円 � 170円 � 190円 枠 連（3－7） 4，610円

馬 連 �� 11，990円 馬 単 �� 35，250円

ワ イ ド �� 3，240円 �� 3，300円 �� 550円

3 連 複 ��� 19，020円 3 連 単 ��� 191，480円

票 数

単勝票数 計 297481 的中 � 5040（10番人気）
複勝票数 計 453030 的中 � 7374（10番人気）� 83321（2番人気）� 68914（4番人気）
枠連票数 計 85424 的中 （3－7） 1436（12番人気）
馬連票数 計 436421 的中 �� 2820（29番人気）
馬単票数 計 232184 的中 �� 494（67番人気）
ワイド票数 計 416692 的中 �� 3177（33番人気）�� 3120（34番人気）�� 21119（5番人気）
3連複票数 計 708994 的中 ��� 2795（54番人気）
3連単票数 計 821411 的中 ��� 311（393番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．9―37．4―50．8―1：03．3―1：16．0―1：28．6―1：41．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．7―3F38．0
1
3
・（3，4，8）（1，10）2（9，11）（5，7）＝6
6－3－（1，4，8）（10，9，11）5，2，7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

コンスタンティン �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2021．7．24 函館10着

2019．3．20生 牝2鹿 母 ロイヤルライン 母母 ロイヤルパートナー 3戦1勝 賞金 5，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アナザーゲート号・マボンヌ号・カズオルパダン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

令和3年11月9日まで平地競走に出走できない。

2800210月9日 晴 良 （3阪神4） 第1日 第2競走 ��1，200�2歳未勝利
発走10時35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

11 ビーアイオラクル 牡2鹿 55 岩田 望来礒川 正明氏 牧田 和弥 新ひだか 前田牧場 482＋ 41：13．4 2．7�
22 � ピンクダイヤ 牡2芦 55 川田 将雅木村 久子氏 森 秀行 米 Robert

Schaedle 454－ 21：14．03� 2．6�
77 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 502＋121：14．1クビ 5．3�
33 ブランクペイジ 牝2黒鹿54 藤岡 佑介ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 408＋ 61：14．63 42．1�
44 ジューンクラマ 牡2鹿 55 古川 吉洋吉川 潤氏 武 英智 新ひだか 千代田牧場 B494－241：15．34 157．7�
55 ゴッドレイジング 牝2鹿 54

51 ▲小沢 大仁三浦 勝仁氏 小崎 憲 新ひだか 水上 習孝 478－ 21：15．72� 161．7�
66 クリノハニー 牝2栗 54

51 ▲西谷 凜栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 日高 宝寄山 拓樹 432－101：17．310 121．3	
88 シュルヴィーヴル 牡2栗 55 岩田 康誠村上 憲政氏 上村 洋行 新ひだか 岡田牧場 482＋ 2 （競走中止） 18．1

89 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 464＋14 （競走中止） 5．8�
（9頭）

売 得 金
単勝： 34，056，000円 複勝： 37，512，400円 枠連： 6，451，100円
馬連： 37，743，500円 馬単： 23，428，600円 ワイド： 28，632，600円
3連複： 52，808，200円 3連単： 101，969，500円 計： 322，601，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 110円 � 110円 � 150円 枠 連（1－2） 240円

馬 連 �� 260円 馬 単 �� 530円

ワ イ ド �� 130円 �� 220円 �� 250円

3 連 複 ��� 400円 3 連 単 ��� 1，550円

票 数

単勝票数 計 340560 的中 � 101274（2番人気）
複勝票数 計 375124 的中 � 129475（1番人気）� 120935（2番人気）� 33876（4番人気）
枠連票数 計 64511 的中 （1－2） 20447（1番人気）
馬連票数 計 377435 的中 �� 111511（1番人気）
馬単票数 計 234286 的中 �� 33030（2番人気）
ワイド票数 計 286326 的中 �� 70542（1番人気）�� 29081（2番人気）�� 23934（3番人気）
3連複票数 計 528082 的中 ��� 97539（1番人気）
3連単票数 計1019695 的中 ��� 47471（2番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．1―12．2―12．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―24．0―36．1―48．3―1：00．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビーアイオラクル �

父 エスポワールシチー �


母父 ヨハネスブルグ デビュー 2021．7．24 新潟2着

2019．5．4生 牡2鹿 母 ビットアリエス 母母 レッドバラード 3戦1勝 賞金 9，900，000円
〔競走中止〕 シュルヴィーヴル号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

カフジペンタゴン号は，発走後，競走を中止した「シュルヴィーヴル」号の影響で，騎手がバランスをくずし落馬したため
競走中止。

〔制裁〕 クリノハニー号の騎手西谷凜は，後検量について注意義務を怠り過怠金10，000円。

第４回 阪神競馬 第１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



2800310月9日 晴 良 （3阪神4） 第1日 第3競走 1，800�2歳未勝利
発走11時05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

33 ジャスティンロック 牡2黒鹿55 松山 弘平三木 正浩氏 吉岡 辰弥 浦河 酒井牧場 490＋ 81：48．2 1．9�
22 サトノアヴァロン 牡2青鹿55 川田 将雅 �サトミホースカンパニー 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 456± 01：48．3� 2．2�
11 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 520＋101：48．61� 9．4�
55 ア レ マ ー ナ 牝2鹿 54 岩田 望来 �キャロットファーム 松下 武士 安平 ノーザンファーム 470＋101：49．02� 17．3�
77 カバロプレト 牡2青鹿55 秋山真一郎 �チャンピオンズファーム 坂口 智康 新ひだか チャンピオンズファーム 420－ 21：49．32 70．6	
44 エ ン バ ー ス 牡2鹿 55

52 ▲角田 大和飯田 良枝氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 472± 0 〃 ハナ 174．1

66 ソーマレイオウ 牡2鹿 55 岩田 康誠 MASAレーシング 加用 正 日高 タバタファーム B502＋201：49．72� 23．4�

（7頭）

売 得 金
単勝： 41，345，600円 複勝： 33，435，300円 枠連： 発売なし
馬連： 32，482，400円 馬単： 25，586，300円 ワイド： 23，898，100円
3連複： 46，048，100円 3連単： 129，692，600円 計： 332，488，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 160円 馬 単 �� 270円

ワ イ ド �� 110円 �� 170円 �� 170円

3 連 複 ��� 220円 3 連 単 ��� 620円

票 数

単勝票数 計 413456 的中 � 183052（1番人気）
複勝票数 計 334353 的中 � 131257（1番人気）� 120497（2番人気）
馬連票数 計 324824 的中 �� 154735（1番人気）
馬単票数 計 255863 的中 �� 70047（1番人気）
ワイド票数 計 238981 的中 �� 90339（1番人気）�� 25158（3番人気）�� 25684（2番人気）
3連複票数 計 460481 的中 ��� 154541（1番人気）
3連単票数 計1296926 的中 ��� 150635（1番人気）

ハロンタイム 13．4―12．1―12．3―12．4―12．1―12．0―11．2―10．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．4―25．5―37．8―50．2―1：02．3―1：14．3―1：25．5―1：36．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F33．9
3 4－5（2，6）－（7，3）1 4 ・（4，5，3）（2，6，1）7
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ジャスティンロック �

父 リオンディーズ �


母父 アッミラーレ デビュー 2021．9．19 中京2着

2019．3．24生 牡2黒鹿 母 フラワーロック 母母 カシオペアレディ 2戦1勝 賞金 7，900，000円
〔発走状況〕 タイセイディバイン号は，発進不良〔内側に逃避〕。

2800410月9日 晴 良 （3阪神4） 第1日 第4競走 1，400�2歳新馬
発走11時35分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：23．0
1：23．0

重
重

55 シ ダ ー 牝2鹿 54 藤岡 康太ケーエスHD 本田 優 新冠 小泉牧場 482 ―1：27．3 3．9�
77 サンライズスコール 牡2芦 55 酒井 学松岡 隆雄氏 石坂 公一 日高 下河辺牧場 444 ―1：27．83 5．6�
44 メイショウホマレ 牝2黒鹿54 幸 英明松本 好�氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 454 ―1：28．01� 4．3�
22 ユーフェイス 牡2栗 55 松山 弘平 STレーシング 鈴木 孝志 日高 木村牧場 478 ―1：28．31� 9．0�
66 クチャモザクワジャ 牡2栗 55 岩田 望来幅田 京子氏 奥村 豊 新冠 カミイスタット 492 ―1：29．15 3．8�
89 シ シ ャ モ 牝2鹿 54 川島 信二	GET NEXT 荒川 義之 新冠 須崎牧場 444 ―1：29．63� 26．3

78 ポジティブガール 牝2栗 54 松若 風馬平川 浩之氏 小林 真也 日高 槇本牧場 480 ―1：30．55 33．4�
33 パープルテイオー 牡2鹿 55 城戸 義政中野 銀十氏 畑端 省吾 新ひだか 竹内 良一 452 ― 〃 クビ 22．4�
11 ポスキアーヴォ 牝2栗 54 和田 竜二会田 浩史氏 高橋 康之 日高 奥山 博 424 ―1：32．3大差 37．8
810 シェフカワカミ 牝2鹿 54

51 ▲小沢 大仁北側 雅勝氏 池添 兼雄 新冠 村上牧場 424 ―1：34．2大差 72．8�
（10頭）

売 得 金
単勝： 25，618，500円 複勝： 27，511，000円 枠連： 5，076，000円
馬連： 31，897，200円 馬単： 16，718，200円 ワイド： 26，102，000円
3連複： 45，222，200円 3連単： 57，185，800円 計： 235，330，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 140円 � 150円 � 140円 枠 連（5－7） 750円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 1，580円

ワ イ ド �� 360円 �� 310円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，530円 3 連 単 ��� 7，360円

票 数

単勝票数 計 256185 的中 � 53948（2番人気）
複勝票数 計 275110 的中 � 54667（1番人気）� 43668（4番人気）� 51281（3番人気）
枠連票数 計 50760 的中 （5－7） 5233（1番人気）
馬連票数 計 318972 的中 �� 26439（4番人気）
馬単票数 計 167182 的中 �� 7908（4番人気）
ワイド票数 計 261020 的中 �� 18326（5番人気）�� 21932（3番人気）�� 15267（6番人気）
3連複票数 計 452222 的中 ��� 22163（4番人気）
3連単票数 計 571858 的中 ��� 5626（18番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．5―37．2―49．7―1：02．1―1：14．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シ ダ ー �
�
父 ホッコータルマエ �

�
母父 デ ヒ ア 初出走

2019．3．4生 牝2鹿 母 コウエイテンプウ 母母 リ ベ ラ ノ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シェフカワカミ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年11月9日まで平地競走

に出走できない。



2800510月9日 晴 良 （3阪神4） 第1日 第5競走 ��2，000�2歳新馬
発走12時25分 （芝・右）

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

中央レコード
2：00．4
1：58．9

良
良

55 アートハウス 牝2栗 54 川田 将雅 H.H．シェイク・ファハド 中内田充正 浦河 三嶋牧場 470 ―2：02．8 4．3�
811 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 484 ―2：03．33 2．3�
33 シ ャ ン バ ラ 牡2黒鹿55 松若 風馬�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 490 ― 〃 クビ 26．5�
11 ハ ナ マ ウ イ 牡2鹿 55 岩田 康誠佐藤 範夫氏 上村 洋行 日高 戸川牧場 450 ―2：04．04 35．2�
68 ヴィンテージボンド 牡2黒鹿55 松山 弘平 �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 474 ―2：04．1クビ 2．9	
67 ボルドグフーシュ 牡2栗 55

52 ▲小沢 大仁 �社台レースホース宮本 博 千歳 社台ファーム 496 ― 〃 � 99．8

79 ラ エ ー ル 牝2鹿 54 岩田 望来青山 洋一氏 平田 修 日高 白井牧場 414 ―2：04．2� 75．1�
710 レッドファーロ 牡2鹿 55 藤岡 佑介 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 白老 社台牧場 510 ―2：04．41� 66．5�
22 スピリトーゾ 牡2黒鹿55 幸 英明 �カナヤマホール

ディングス 岡田 稲男 新ひだか 今 牧場 476 ― 〃 クビ 46．1
44 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 452 ―2：05．03� 167．6�
56 タガノバルコス 牡2鹿 55 藤岡 康太八木 良司氏 �島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 484 ― 〃 クビ 19．4�
812 ヨシノエスポワール 牡2鹿 55 川須 栄彦清水 義德氏 中尾 秀正 浦河 ガーベラパー

クスタツド 484 ―2：05．21� 93．9�
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売 得 金
単勝： 57，166，400円 複勝： 42，211，900円 枠連： 8，398，900円
馬連： 47，593，500円 馬単： 28，836，600円 ワイド： 39，632，100円
3連複： 73，112，100円 3連単： 103，734，000円 計： 400，685，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 150円 � 120円 � 320円 枠 連（5－8） 370円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 1，070円

ワ イ ド �� 250円 �� 940円 �� 750円

3 連 複 ��� 2，390円 3 連 単 ��� 9，220円

票 数

単勝票数 計 571664 的中 � 110717（3番人気）
複勝票数 計 422119 的中 � 77920（3番人気）� 117105（1番人気）� 21943（5番人気）
枠連票数 計 83989 的中 （5－8） 17260（1番人気）
馬連票数 計 475935 的中 �� 78708（2番人気）
馬単票数 計 288366 的中 �� 20058（5番人気）
ワイド票数 計 396321 的中 �� 47963（2番人気）�� 9684（11番人気）�� 12527（7番人気）
3連複票数 計 731121 的中 ��� 22881（7番人気）
3連単票数 計1037340 的中 ��� 8150（20番人気）

ハロンタイム 13．0―12．1―13．1―13．0―12．8―12．5―12．3―11．4―10．9―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―25．1―38．2―51．2―1：04．0―1：16．5―1：28．8―1：40．2―1：51．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．3―3F34．0
1
3
3，5（2，6）（4，8）9（1，12）7，11，10
3，5（2，6）（4，8）（1，9，12）（10，7，11）

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

勝馬の
紹 介

アートハウス �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 ヴィクトワールピサ 初出走

2019．2．26生 牝2栗 母 パールコード 母母 マジックコード 1戦1勝 賞金 7，000，000円

2800610月9日 晴 良 （3阪神4） 第1日 第6競走 ��1，800�2歳新馬
発走12時55分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：50．9
1：50．9

不良
不良

22 � ジャスパーグレイト 牡2芦 55 岩田 望来加藤 和夫氏 森 秀行 米 Jamm Ltd. 444 ―1：54．7 7．0�
33 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 490 ―1：56．310 15．8�
55 モロキニムーン 牡2芦 55 松山 弘平金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 494 ―1：56．4� 4．3�
78 サヨノトレイダー 牝2鹿 54

51 ▲小沢 大仁吉岡 泰治氏 松永 昌博 森 笹川大晃牧場 450 ―1：56．61� 52．3�
77 � チャリタブルソート 牡2栗 55 川田 将雅ゴドルフィン 中内田充正 米 Jack

Swain III 530 ― 〃 クビ 1．5�
11 バンクロール 牡2鹿 55 田中 健	畠山牧場 田中 克典 新ひだか 畠山牧場 466 ―1：56．81� 37．6

89 ゲオルギウス 牡2鹿 55 藤井勘一郎康本 利幸氏 羽月 友彦 浦河 �川フアーム 456 ―1：58．07 17．2�
810 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 504 ―1：58．31� 166．0�
66 ジョーコモド 牡2青鹿55 和田 竜二上田けい子氏 中竹 和也 日高 日西牧場 484 ―1：58．83 37．5
44 メイショウウインダ 牡2鹿 55 国分 優作松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか 三石川上牧場 512 ―2：00．8大差 76．5�
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売 得 金
単勝： 37，991，600円 複勝： 28，284，200円 枠連： 5，765，700円
馬連： 35，894，900円 馬単： 23，548，700円 ワイド： 29，154，600円
3連複： 52，233，300円 3連単： 87，705，900円 計： 300，578，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 190円 � 260円 � 160円 枠 連（2－3） 3，120円

馬 連 �� 3，230円 馬 単 �� 6，330円

ワ イ ド �� 780円 �� 410円 �� 600円

3 連 複 ��� 3，100円 3 連 単 ��� 24，040円

票 数

単勝票数 計 379916 的中 � 45822（3番人気）
複勝票数 計 282842 的中 � 37401（3番人気）� 24404（5番人気）� 53739（2番人気）
枠連票数 計 57657 的中 （2－3） 1429（10番人気）
馬連票数 計 358949 的中 �� 8606（10番人気）
馬単票数 計 235487 的中 �� 2787（18番人気）
ワイド票数 計 291546 的中 �� 9100（8番人気）�� 19255（4番人気）�� 12381（6番人気）
3連複票数 計 522333 的中 ��� 12621（10番人気）
3連単票数 計 877059 的中 ��� 2644（73番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―25．0―38．6―51．4―1：04．0―1：16．6―1：29．3―1：42．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．7―3F38．1
1
3
2，10（1，4，7）（5，8）－9－6，3
2，10，7，1，4－9（5，8）＝（6，3）

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

勝馬の
紹 介

�ジャスパーグレイト �
�
父 Arrogate �

�
母父 Wild Again 初出走

2019．4．27生 牡2芦 母 Shop Again 母母 Shopping 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 メイショウウインダ号は，枠入り不良。

ジョーコモド号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔制裁〕 モロキニムーン号の騎手松山弘平は，2コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウウインダ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年11月9日まで平地競

走に出走できない。



2800710月9日 晴 良 （3阪神4） 第1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

816 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 466＋ 61：24．7 7．9�
24 ワンダーイチョウ 牡3鹿 55 長岡 禎仁山本 能成氏 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 488－ 81：24．91� 5．9�
48 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 B500＋ 2 〃 � 10．8�
713 スカーレットジンク 牡3芦 55 浜中 俊�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム 456± 01：25．0クビ 17．3�
59 ビクトリアバローズ 牝3鹿 53

50 ▲角田 大和猪熊 広次氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 452＋ 4 〃 アタマ 18．6	
36 オーマイオーマイ 牡4鹿 57 池添 謙一�キーファーズ 小崎 憲 千歳 社台ファーム 482＋141：25．1� 62．2

12 ウインアキレウス 牡3鹿 55 松山 弘平�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 484＋ 2 〃 クビ 3．4�
23 タケルジャック 牡3青鹿55 和田 竜二森 保彦氏 清水 久詞 新ひだか チャンピオンズファーム 470＋ 41：25．2アタマ 24．4�
510 ミスズメジャー 牡3栗 55 藤岡 康太永井 啓弍氏 上村 洋行 浦河 富田牧場 B462＋ 21：25．41� 30．4
35 ニホンピログルーヴ 牡4黒鹿 57

54 ▲小沢 大仁小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 496＋ 21：25．72 179．0�
611� ク レ ア ー レ 牡4鹿 57 古川 吉洋池江 泰郎氏 高橋 康之 新ひだか 千代田牧場 466＋12 〃 アタマ 72．9�
815� キャプテンドレイク 牡4鹿 57 松若 風馬谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 482＋ 61：26．01� 65．1�
714 サステナブル 牡3鹿 55 幸 英明�ノースヒルズ 長谷川浩大 新冠 武田牧場 516＋ 81：26．21� 3．5�
612 ヴァンタブラック 牡4青鹿57 岩田 望来 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B538＋ 61：27．05 20．3�
11 � アイファーベア 牡3鹿 55 田中 健中島 稔氏 服部 利之 日高 Wing Farm 446－10 〃 ハナ 279．4�
47 スターオブスパーダ 牡3芦 55 城戸 義政光安 了氏 荒川 義之 浦河 小林 仁 422± 0 〃 クビ 210．8�
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売 得 金
単勝： 41，431，400円 複勝： 64，375，000円 枠連： 14，149，100円
馬連： 74，295，500円 馬単： 30，640，600円 ワイド： 60，718，600円
3連複： 114，233，700円 3連単： 114，391，900円 計： 514，235，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 310円 � 180円 � 280円 枠 連（2－8） 2，250円

馬 連 �� 3，320円 馬 単 �� 6，640円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 1，920円 �� 950円

3 連 複 ��� 9，620円 3 連 単 ��� 53，950円

票 数

単勝票数 計 414314 的中 � 41449（4番人気）
複勝票数 計 643750 的中 � 49169（5番人気）� 108144（2番人気）� 56310（4番人気）
枠連票数 計 141491 的中 （2－8） 4857（11番人気）
馬連票数 計 742955 的中 �� 17328（12番人気）
馬単票数 計 306406 的中 �� 3459（25番人気）
ワイド票数 計 607186 的中 �� 13393（13番人気）�� 7951（23番人気）�� 16663（9番人気）
3連複票数 計1142337 的中 ��� 8898（31番人気）
3連単票数 計1143919 的中 ��� 1537（176番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．9―12．5―12．2―12．4―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．8―34．7―47．2―59．4―1：11．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F37．5
3 7（9，15）（2，4，5，16）（3，10，13）12（1，11，14）6，8 4 ・（7，9）15（2，4，16）5（3，13）（10，12）（1，11，14，6）8

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 6戦2勝 賞金 14，600，000円

2800810月9日 晴 良 （3阪神4） 第1日 第8競走 ��1，600�3歳以上2勝クラス
発走13時55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
1：31．1
1：30．3

良
良

33 マルカエイペックス 牝4黒鹿 55
52 ▲小沢 大仁日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 448＋ 61：32．5 7．1�

66 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＋ 41：32．61 1．7�

11 ダンツイノーバ 牝4栗 55 菱田 裕二山元 哲二氏 谷 潔 浦河 高岸 順一 450－101：32．81� 41．1�
55 ミッキーバディーラ 牝5鹿 55 松若 風馬野田みづき氏 音無 秀孝 新ひだか 千代田牧場 B490± 01：33．0� 19．3�
77 � 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 444－ 21：33．32 32．0�
89 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＋101：34．04 66．1�
88 カイザーノヴァ 牡3鹿 55

51 ★古川 奈穂広尾レース	 矢作 芳人 新ひだか 木村 秀則 462± 0 〃 アタマ 5．6

44 ルチェカリーナ 牝3栗 53 松山 弘平加藤 徹氏 高橋 義忠 新冠 大狩部牧場 478＋261：36．1大差 3．9�
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22 オーマイダーリン 牝4鹿 55 川田 将雅廣崎利洋HD	 河内 洋 千歳 社台ファーム 462－10 （競走除外）

売 得 金
単勝： 41，633，900円 複勝： 48，711，900円 枠連： 4，825，000円
馬連： 38，927，300円 馬単： 21，563，300円 ワイド： 32，803，300円
3連複： 41，706，800円 3連単： 70，624，300円 計： 300，795，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 180円 � 110円 � 640円 枠 連（3－6） 570円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 1，600円

ワ イ ド �� 270円 �� 1，580円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 3，380円 3 連 単 ��� 20，000円

票 数

単勝票数 差引計 416339（返還計 76710） 的中 � 46280（4番人気）
複勝票数 差引計 487119（返還計 98795） 的中 � 57759（4番人気）� 190632（1番人気）� 10845（8番人気）
枠連票数 差引計 48250（返還計 25260） 的中 （3－6） 6502（3番人気）
馬連票数 差引計 389273（返還計196909） 的中 �� 48480（3番人気）
馬単票数 差引計 215633（返還計108048） 的中 �� 10074（7番人気）
ワイド票数 差引計 328033（返還計155218） 的中 �� 37101（3番人気）�� 4772（16番人気）�� 7777（11番人気）
3連複票数 差引計 417068（返還計438463） 的中 ��� 9244（12番人気）
3連単票数 差引計 706243（返還計782595） 的中 ��� 2560（71番人気）

ハロンタイム 13．1―11．4―11．0―11．2―11．3―11．1―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．1―24．5―35．5―46．7―58．0―1：09．1―1：20．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マルカエイペックス �

父 エピファネイア �


母父 キングカメハメハ デビュー 2019．12．8 阪神3着

2017．5．14生 牝4黒鹿 母 エオリアンハープ 母母 エアウイングス 13戦3勝 賞金 30，900，000円
〔競走除外〕 オーマイダーリン号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。



2800910月9日 晴 良 （3阪神4） 第1日 第9競走 ��
��1，400�り ん ど う 賞

発走14時25分 （芝・右）
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 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．1
1：20．1

良
良

77 ダークペイジ 牝2黒鹿54 浜中 俊 KRジャパン 吉村 圭司 新ひだか タイヘイ牧場 448± 01：21．3 6．5�
44 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 〃 クビ 22．2�
33 ア キ バ 牝2青鹿54 高倉 稜髙野 哲氏 田中 克典 千歳 社台ファーム 424＋ 61：21．4� 27．8�
810 ポメランチェ 牝2黒鹿54 藤岡 佑介 �社台レースホース牧田 和弥 千歳 社台ファーム 398－ 4 〃 アタマ 4．7�
55 ラ キ エ ー タ 牝2鹿 54 松山 弘平 �シルクレーシング 音無 秀孝 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 404－ 41：21．6� 3．4	
22 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 474－ 41：21．81� 4．0

11 タムロキュラムン 牝2鹿 54 幸 英明谷口 屯氏 西園 正都 日高 シンボリ牧場 434＋ 21：21．91 37．9�
78 サンディブリッジ 牝2鹿 54 川田 将雅ゴドルフィン 安田 翔伍 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 436＋ 21：22．53	 6．0�
89 ア ラ ク レ 牝2黒鹿54 泉谷 楓真 �ビッグレッドファーム 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 434± 01：23．03 90．2
66 エトワールジェンヌ 牝2鹿 54 国分 優作福盛 訓之氏 清水 久詞 むかわ 新井牧場 484－ 21：24．06 121．4�

（10頭）

売 得 金
単勝： 55，655，700円 複勝： 59，048，400円 枠連： 10，910，900円
馬連： 72，516，400円 馬単： 32，877，200円 ワイド： 54，338，500円
3連複： 100，197，700円 3連単： 150，473，300円 計： 536，018，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 220円 � 380円 � 510円 枠 連（4－7） 3，000円

馬 連 �� 4，240円 馬 単 �� 9，420円

ワ イ ド �� 1，200円 �� 1，620円 �� 4，220円

3 連 複 ��� 28，780円 3 連 単 ��� 121，480円

票 数

単勝票数 計 556557 的中 � 71061（5番人気）
複勝票数 計 590484 的中 � 82717（5番人気）� 38974（6番人気）� 27031（7番人気）
枠連票数 計 109109 的中 （4－7） 2813（9番人気）
馬連票数 計 725164 的中 �� 13225（15番人気）
馬単票数 計 328772 的中 �� 2615（31番人気）
ワイド票数 計 543385 的中 �� 11939（14番人気）�� 8656（20番人気）�� 3238（31番人気）
3連複票数 計1001977 的中 ��� 2611（64番人気）
3連単票数 計1504733 的中 ��� 898（287番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．2―34．5―46．0―57．6―1：09．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F35．3
3 10－7（3，5）（1，4）6（2，9）8 4 10，7，5（3，4）9（1，2）（6，8）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダークペイジ �
�
父 Dark Angel �

�
母父 Roderic O’Connor デビュー 2021．9．4 小倉1着

2019．3．8生 牝2黒鹿 母 グレイトペイジ 母母 Areeda 2戦2勝 賞金 17，310，000円
〔制裁〕 ダークペイジ号の騎手浜中俊は，決勝線手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番）
〔その他〕 タムロキュラムン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 タムロキュラムン号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年11月9日まで出走できない。

2801010月9日 晴 良 （3阪神4） 第1日 第10競走 ��
��1，200�

ばんしゅう

播州ステークス
発走15時00分 （ダート・右）
3歳以上，3勝クラス，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳55�4歳以上
57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．5

重
重

713 シャイニーブランコ 牡5芦 57 浜中 俊小林 昌志氏 小林 真也 平取 雅 牧場 450＋ 61：11．4 7．6�
59 パワフルヒロコ 牝7黒鹿55 酒井 学三宅 勝俊氏 飯田 雄三 浦河 丸幸小林牧場 454＋ 61：11．5� 30．7�
510 ゴールドラグーン 牡5栗 57 幸 英明吉田 晴哉氏 斉藤 崇史 安平 追分ファーム 504± 01：11．6クビ 21．9�
35 サイファーシチー 牡3栗 55 川田 将雅 �友駿ホースクラブ 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 482＋ 2 〃 クビ 3．1�
48 ダノングリスター 	5鹿 57 岩田 康誠�ダノックス 寺島 良 千歳 社台ファーム B488－ 61：11．7クビ 21．3�
36 ゴッドバンブルビー 牝5栗 55 藤岡 佑介中西 憲治氏 飯田 祐史 新冠 森永 聡 466＋ 41：11．91� 6．1	
12 クリノサンレオ 牡8栗 57 森 裕太朗栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 478± 01：12．0クビ 182．7

611 ロイヤルバローズ 牡6鹿 57 和田 竜二猪熊 広次氏 辻野 泰之 日高 下河辺牧場 468－ 2 〃 クビ 23．6�
714
 カ ミ ノ コ 牡6青鹿57 小牧 太門野 重雄氏 森 秀行 米 Winches-

ter Farm 480＋ 61：12．1クビ 52．2�
24 � ボンボンショコラ 牝4黒鹿55 松若 風馬田頭 勇貴氏 小崎 憲 新冠 武田牧場 484＋ 2 〃 クビ 7．2
11 ププッピドゥ 牝5栗 55 秋山真一郎岡 浩二氏 北出 成人 浦河 モトスファーム 500± 01：12．2� 93．4�
47 クインズヴィヴィ 牝4青 55 岩田 望来 �ケイアイスタリオン 野中 賢二 浦河 高昭牧場 494± 0 〃 ハナ 5．1�
612 コンセッションズ 牝6栗 55 高倉 稜 �ニッシンホール

ディングス 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 458＋ 2 〃 クビ 140．1�
816� ヒルノサルバドール 牡8栗 57 柴山 雄一�ヒルノ 昆 貢 浦河 辻 牧場 448－ 21：12．51� 22．6�
815
 イ ッ シ ン 牡4鹿 57 泉谷 楓真林 正道氏 浅見 秀一 米 Stonecliff

Farm 554＋ 81：13．13� 49．9�
23 サウンドワイズ 牝4鹿 55 池添 謙一増田 雄一氏 高柳 大輔 新冠 山岡牧場 490＋ 4 〃 ハナ 28．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，724，900円 複勝： 76，971，700円 枠連： 24，098，900円
馬連： 114，134，600円 馬単： 42，457，200円 ワイド： 89，275，900円
3連複： 187，084，100円 3連単： 192，798，000円 計： 775，545，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 260円 � 760円 � 690円 枠 連（5－7） 4，220円

馬 連 �� 11，230円 馬 単 �� 18，050円

ワ イ ド �� 2，910円 �� 2，510円 �� 6，880円

3 連 複 ��� 60，400円 3 連 単 ��� 412，320円

票 数

単勝票数 計 487249 的中 � 50647（5番人気）
複勝票数 計 769717 的中 � 88999（4番人気）� 24492（10番人気）� 27346（9番人気）
枠連票数 計 240989 的中 （5－7） 4416（17番人気）
馬連票数 計1141346 的中 �� 7875（39番人気）
馬単票数 計 424572 的中 �� 1764（69番人気）
ワイド票数 計 892759 的中 �� 7933（39番人気）�� 9246（33番人気）�� 3308（63番人気）
3連複票数 計1870841 的中 ��� 2323（170番人気）
3連単票数 計1927980 的中 ��� 339（1049番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．8―12．0―11．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．2―35．0―47．0―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シャイニーブランコ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．10．6 京都12着

2016．2．9生 牡5芦 母 クリスタルコースト 母母 プラチナウェーブ 24戦4勝 賞金 64，949，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 ファビュラスギフト号・ヘルメット号・メイショウヒバリ号・メイショウラビエ号・モズレジーナ号



2801110月9日 晴 良 （3阪神4） 第1日 第11競走 ��
��1，200�夕刊フジ杯オパールステークス（Ｌ）

発走15時35分 （芝・右）
3歳以上，2．10．10以降3．10．3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

夕刊フジ杯（1着）
賞 品

本 賞 25，000，000円 10，000，000円 6，300，000円 3，800，000円 2，500，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．0

良
良

12 サヴォワールエメ 牝5栗 51 酒井 学平井 裕氏 辻野 泰之 千歳 社台ファーム 462＋101：08．2 10．0�
35 ナランフレグ 牡5栗 55 丸田 恭介村木 克成氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 480－ 61：08．31 11．8�
714 アスタールビー 牝5鹿 53 古川 吉洋加藤 久枝氏 南井 克巳 新ひだか 平野牧場 458＋ 6 〃 アタマ 16．2�
510 メイショウケイメイ 牝5鹿 51 泉谷 楓真松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 434－ 61：08．4クビ 92．1�
611 ヴェントヴォーチェ 牡4鹿 55 川田 将雅エデンアソシエーション 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 512－ 61：08．61 2．7�
23 タマモメイトウ 牡5黒鹿54 藤岡 康太タマモ� 藤岡 健一 新冠 対馬 正 496＋ 21：08．7� 43．4	
48 � ヒロイックアゲン 牝7黒鹿53 荻野 極浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 浦河小林牧場 490－ 41：08．8	 27．7

816 タイセイアベニール 牡6鹿 56 松山 弘平田中 成奉氏 西村 真幸 新冠 松本 信行 B482± 0 〃 アタマ 11．7�
612 エングレーバー 牡5鹿 54 浜中 俊 �キャロットファーム 中内田充正 安平 ノーザンファーム 448－ 2 〃 ハナ 5．4
47 
 クーファウェヌス 牝6栗 52 秋山真一郎大迫久美子氏 武 幸四郎 英 Zenno Man-

agement Inc 494＋ 21：08．9クビ 14．6�
24 ノ ー ワ ン 牝5鹿 52 長岡 禎仁藤田 好紀氏 杉山 佳明 新ひだか 飛野牧場 488＋ 6 〃 ハナ 27．3�
11 ミッキースピリット 牡5鹿 53 松若 風馬野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 490± 0 〃 � 77．9�
59 シーズンズギフト 牝4青鹿53 池添 謙一 �キャロットファーム 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 488± 01：09．11 12．8�
815 ショウナンバビアナ 牝5青鹿51 和田 竜二国本 哲秀氏 加藤士津八 日高 下河辺牧場 B468± 0 〃 アタマ 18．8�
713� メイショウキョウジ 牡6鹿 53 岩田 望来松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 B474－ 6 〃 アタマ 83．6�
36 ダイメイフジ 牡7鹿 57 藤懸 貴志宮本 昇氏 森田 直行 日高 横井 哲 530－ 21：09．62� 25．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 95，875，600円 複勝： 132，875，100円 枠連： 69，346，400円
馬連： 298，894，300円 馬単： 100，718，600円 ワイド： 221，076，000円
3連複： 556，872，100円 3連単： 580，657，500円 計： 2，056，315，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，000円 複 勝 � 360円 � 360円 � 470円 枠 連（1－3） 3，810円

馬 連 �� 6，070円 馬 単 �� 11，360円

ワ イ ド �� 1，590円 �� 2，050円 �� 3，040円

3 連 複 ��� 31，820円 3 連 単 ��� 219，710円

票 数

単勝票数 計 958756 的中 � 76251（3番人気）
複勝票数 計1328751 的中 � 97546（5番人気）� 98645（4番人気）� 71958（8番人気）
枠連票数 計 693464 的中 （1－3） 14070（16番人気）
馬連票数 計2988943 的中 �� 38139（23番人気）
馬単票数 計1007186 的中 �� 6644（38番人気）
ワイド票数 計2210760 的中 �� 36343（17番人気）�� 27860（20番人気）�� 18552（42番人気）
3連複票数 計5568721 的中 ��� 13122（112番人気）
3連単票数 計5806575 的中 ��� 1916（727番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．1―11．1―11．0―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．2―45．3―56．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．1―3F34．0
3 14，6（2，11，15）（8，12，16）（1，7）（9，13）（3，5，10）4 4 14，6（2，11，15，16）（1，8，12）13（3，7，9）10（4，5）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

サヴォワールエメ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Pivotal デビュー 2018．11．4 京都1着

2016．4．9生 牝5栗 母 ニ ア メ 母母 Napoli 21戦5勝 賞金 79，990，000円

2801210月9日 晴 良 （3阪神4） 第1日 第12競走 ��1，800�3歳以上2勝クラス
発走16時10分 （ダート・右）

負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

78 ユアヒストリー 牡3鹿 55 松山 弘平 MOMOレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 452－121：51．7 3．5�
79 メイショウヨシテル 牡3黒鹿 55

52 ▲角田 大和松本 好�氏 池添 兼雄 浦河 高昭牧場 464－121：52．55 21．6�
22 レガーメペスカ 牡4黒鹿 57

54 ▲小沢 大仁山田信太郎氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 496± 01：53．45 4．8�
810 ブルーコンパクタ 牡5鹿 57 和田 竜二村上 稔氏 大橋 勇樹 新ひだか 岡田牧場 470－101：53．93 7．3�
67 � ロングファイナリー �5鹿 57 長岡 禎仁中井 敏雄氏 高橋 亮 日高 石原牧場 476－ 2 〃 ハナ 34．6�
44 サイモンルモンド �4栗 57 藤岡 康太澤田 昭紀氏 小林 真也 日高 ヤナガワ牧場 446± 01：54．0� 19．1	
33 � グランデラムジー 牡5黒鹿57 池添 謙一 
グランデオーナーズ 吉田 直弘 浦河 宮内牧場 462± 01：54．21	 31．8�
66 シンゼンデレヤ 牡4鹿 57 城戸 義政原 司郎氏 荒川 義之 新冠 川上牧場 530± 0 〃 ハナ 18．7�
811� ダディーズメジャー 牡4栗 57

54 ▲西谷 凜田島 大史氏 千田 輝彦 むかわ 上水牧場 482－ 61：54．83
 82．5
55 ロ ー ウ ェ ル 牡3黒鹿55 岩田 望来 �シルクレーシング 斉藤 崇史 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 544－101：55．33 2．5�
11 エスピリトゥオーゾ 牡7栗 57 酒井 学名古屋友豊
 木原 一良 新冠 オリエント牧場 478＋ 21：55．4� 85．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 48，507，900円 複勝： 56，040，900円 枠連： 15，734，100円
馬連： 95，562，000円 馬単： 39，546，000円 ワイド： 66，783，900円
3連複： 134，246，400円 3連単： 186，237，800円 計： 642，659，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 170円 � 370円 � 180円 枠 連（7－7） 2，920円

馬 連 �� 2，730円 馬 単 �� 5，040円

ワ イ ド �� 950円 �� 450円 �� 1，390円

3 連 複 ��� 5，010円 3 連 単 ��� 25，900円

票 数

単勝票数 計 485079 的中 � 109260（2番人気）
複勝票数 計 560409 的中 � 96850（2番人気）� 30882（6番人気）� 91009（3番人気）
枠連票数 計 157341 的中 （7－7） 4168（11番人気）
馬連票数 計 955620 的中 �� 27104（7番人気）
馬単票数 計 395460 的中 �� 5881（17番人気）
ワイド票数 計 667839 的中 �� 17676（9番人気）�� 40751（5番人気）�� 11684（18番人気）
3連複票数 計1342464 的中 ��� 20072（19番人気）
3連単票数 計1862378 的中 ��� 5212（83番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．7―36．5―48．9―1：01．2―1：13．5―1：26．2―1：38．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F38．2
1
3
11，2－（7，9）（3，5）－8，1－10，4，6・（11，2，7）9（3，5，8）－4，10，1－6

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

勝馬の
紹 介

ユアヒストリー �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2020．12．5 阪神2着

2018．4．18生 牡3鹿 母 アイムユアドリーム 母母 ビオンドパンテーラ 10戦3勝 賞金 30，000，000円



（3阪神4）第1日 10月9日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 136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

226，930，000円
34，150，000円
1，320，000円
25，390，000円
58，866，500円
3，740，000円
1，305，600円

勝馬投票券売得金
557，755，600円
652，280，800円
173，298，500円
923，583，700円
409，139，700円
714，084，800円
1，474，664，100円
1，857，611，700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 6，762，418，900円

総入場人員 3，833名 （有料入場人員 3，615名）3, 585名）3, 803名
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