
2803710月17日 晴 稍重 （3阪神4） 第4日 第1競走 1，400�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
1：23．0
1：23．0

重
重

33 バ ル ム ン ク 牡2栗 55 岩田 望来兼松 康太氏 池添 学 日高 アイズスタッド株式会社 516＋ 21：26．3 6．3�
67 メイショウアジロ 牡2栗 55 和田 竜二松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 470＋ 61：26．62 6．2�
22 ヴァレッタカズマ 牡2鹿 55 川田 将雅合同会社雅苑興業 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 496－ 21：26．7� 1．5�
55 ストームゾーン 牡2鹿 55 松山 弘平�G1レーシング 杉山 晴紀 安平 追分ファーム B506＋ 61：27．44 9．3�
66 テイエムキバイモン 牡2鹿 55 藤懸 貴志竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 470＋ 21：27．61 78．5�
79 オーシンプラス 牡2黒鹿 55

52 ▲角田 大和大田 慎治氏 宮 徹 新ひだか 松本牧場 464＋ 21：28．77 69．2	
11 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 478± 01：29．01� 20．8

44 ハクアイボリイ 牡2鹿 55 古川 吉洋石川 博氏 川村 禎彦 浦河 多田 善弘 468± 01：29．1� 200．4�
78 マーゴットワーズ 牡2青 55

51 ★古川 奈穂前田 良平氏 小林 真也 浦河 高昭牧場 B460－10 〃 クビ 19．0�
810 プライムアクター 牡2栗 55 国分 優作 �京都ホースレーシング 坂口 智康 新ひだか 高橋フアーム B492－101：30．16 165．1
811 タマワープスピード 牡2鹿 55

52 ▲西谷 凜玉井 鶴枝氏 牧田 和弥 平取 川向高橋育
成牧場 468＋ 61：31．810 304．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 39，237，600円 複勝： 118，431，900円 枠連： 8，876，600円
馬連： 47，123，200円 馬単： 34，848，700円 ワイド： 44，592，800円
3連複： 74，535，800円 3連単： 151，287，600円 計： 518，934，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 120円 � 120円 � 110円 枠 連（3－6） 1，230円

馬 連 �� 1，270円 馬 単 �� 2，810円

ワ イ ド �� 280円 �� 150円 �� 170円

3 連 複 ��� 370円 3 連 単 ��� 6，730円

票 数

単勝票数 計 392376 的中 � 51578（3番人気）
複勝票数 計1184319 的中 � 84690（3番人気）� 89116（2番人気）� 871485（1番人気）
枠連票数 計 88766 的中 （3－6） 5580（6番人気）
馬連票数 計 471232 的中 �� 28573（5番人気）
馬単票数 計 348487 的中 �� 9284（9番人気）
ワイド票数 計 445928 的中 �� 31952（4番人気）�� 81701（1番人気）�� 71730（2番人気）
3連複票数 計 745358 的中 ��� 147599（1番人気）
3連単票数 計1512876 的中 ��� 16275（18番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．5―12．3―12．4―12．7―14．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―34．8―47．1―59．5―1：12．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．5―3F39．2
3 ・（5，3）9，1（2，7，6）（4，10）－11＝8 4 ・（5，3，7）6（1，9，2）－（4，10）－11＝8
市場取引馬

勝馬の
紹 介

バ ル ム ン ク �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2021．10．2 中京2着

2019．3．29生 牡2栗 母 グロッタアズーラ 母母 サダムブルーアイズ 2戦1勝 賞金 7，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タマワープスピード号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年11月17日まで平

地競走に出走できない。

2803810月17日 晴 稍重 （3阪神4） 第4日 第2競走 1，200�2歳未勝利
発走10時30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
1：11．0
1：10．2

良
不良

55 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 486－121：13．0 10．6�
22 カラフルキューブ 牝2鹿 54 川田 将雅�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 464＋ 81：13．31� 2．5�
79 コパノリンダ 牝2鹿 54

51 ▲西谷 凜小林 祥晃氏 梅田 智之 新冠 村田牧場 442－ 21：13．51� 7．9�
67 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 472＋ 6 〃 クビ 3．2�
66 ミーナティエルナ 牝2栗 54 岩田 望来 �YGGホースクラブ 寺島 良 浦河 谷川牧場 426－ 41：13．6� 18．9�
811 マーブルケイケー 牝2青鹿54 松山 弘平下村 直氏 茶木 太樹 新ひだか 三石川上牧場 476－ 41：14．23� 41．8	
78 ス ピ ン オ フ 牝2鹿 54 福永 祐一 �ニッシンホール

ディングス 小崎 憲 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 466－ 21：15．47 12．5


44 クリノフラッグ 牝2鹿 54
51 ▲角田 大和栗本 博晴氏 川村 禎彦 平取 坂東牧場 452＋ 61：15．5クビ 316．8�

33 プリムスフィーリア 牝2鹿 54 藤懸 貴志成富 直行氏 千田 輝彦 日高 若林 順一 434± 01：15．71� 257．7�
810 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＋ 41：17．08 10．9
11 マルヨニキーヤ 牝2青 54 幸 英明野村 春行氏 梅田 智之 浦河 鈴木 武蔵 464＋ 81：18．59 77．0�
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売 得 金
単勝： 44，435，700円 複勝： 52，327，200円 枠連： 9，566，700円
馬連： 55，046，300円 馬単： 27，335，600円 ワイド： 47，383，900円
3連複： 80，270，900円 3連単： 106，814，900円 計： 423，181，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，060円 複 勝 � 240円 � 130円 � 200円 枠 連（2－5） 1，320円

馬 連 �� 1，510円 馬 単 �� 3，730円

ワ イ ド �� 610円 �� 1，070円 �� 320円

3 連 複 ��� 2，440円 3 連 単 ��� 16，820円

票 数

単勝票数 計 444357 的中 � 35390（4番人気）
複勝票数 計 523272 的中 � 44778（6番人気）� 144704（1番人気）� 59944（4番人気）
枠連票数 計 95667 的中 （2－5） 5594（7番人気）
馬連票数 計 550463 的中 �� 28142（7番人気）
馬単票数 計 273356 的中 �� 5488（16番人気）
ワイド票数 計 473839 的中 �� 19195（9番人気）�� 10376（15番人気）�� 42697（2番人気）
3連複票数 計 802709 的中 ��� 24644（8番人気）
3連単票数 計1068149 的中 ��� 4604（62番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―11．9―12．1―12．2―12．7

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．9―3F37．0
3 ・（8，11）6（2，5，7）1（10，9）－4，3 4 ・（8，11）（2，6，7）5，9（1，10）－（4，3）

勝馬の
紹 介

ベルマーレミノル �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 Gone West デビュー 2021．9．19 中山13着

2019．2．25生 牝2栗 母 アンジェラスキッス 母母 River Fairy 2戦1勝 賞金 5，100，000円
〔その他〕 マルヨニキーヤ号は，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。
〔鼻出血による出走制限〕 マルヨニキーヤ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年11月17日まで出走できない。

第４回 阪神競馬 第４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



2803910月17日 晴 稍重 （3阪神4） 第4日 第3競走 1，800�2歳未勝利
発走11時00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

44 モズタンジロウ 牡2芦 55 C．ルメール �キャピタル・システム 牧田 和弥 浦河 谷川牧場 474± 01：47．8 8．1�
11 スコールユニバンス 牝2鹿 54

50 ★古川 奈穂亀井 哲也氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 448± 01：47．9� 5．6�
66 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－ 21：48．32� 227．1�
22 スズノマーベリック 牡2栗 55 吉田 隼人小紫 嘉之氏 石坂 公一 浦河 笠松牧場 466± 01：48．4� 7．9�
33 アルファカリーナ 牝2青鹿54 福永 祐一 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 432＋ 2 〃 ハナ 16．0	
89 デルマローレライ 牝2黒鹿54 松若 風馬浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 412＋ 21：48．61� 16．5

55 フォアランナー 牡2栗 55 川田 将雅 �キャロットファーム 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 510＋101：48．81 3．7�
88 スリードレフォン 牡2鹿 55 古川 吉洋永井商事� 木原 一良 新ひだか グランド牧場 500－ 21：49．11� 61．7�
77 グリーンバローズ 牡2黒鹿55 松山 弘平猪熊 広次氏 上村 洋行 浦河 三嶋牧場 462＋ 8 〃 クビ 2．8
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売 得 金
単勝： 48，697，100円 複勝： 49，764，700円 枠連： 7，580，000円
馬連： 50，573，400円 馬単： 28，025，100円 ワイド： 45，489，400円
3連複： 71，145，200円 3連単： 111，864，100円 計： 413，139，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 270円 � 240円 � 3，690円 枠 連（1－4） 2，920円

馬 連 �� 2，630円 馬 単 �� 5，530円

ワ イ ド �� 870円 �� 10，510円 �� 11，890円

3 連 複 ��� 70，760円 3 連 単 ��� 303，750円

票 数

単勝票数 計 486971 的中 � 50225（5番人気）
複勝票数 計 497647 的中 � 51633（5番人気）� 63272（4番人気）� 2801（9番人気）
枠連票数 計 75800 的中 （1－4） 2006（15番人気）
馬連票数 計 505734 的中 �� 14895（13番人気）
馬単票数 計 280251 的中 �� 3796（25番人気）
ワイド票数 計 454894 的中 �� 14228（12番人気）�� 1086（32番人気）�� 959（34番人気）
3連複票数 計 711452 的中 ��� 754（68番人気）
3連単票数 計1118641 的中 ��� 267（362番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．6―12．0―12．0―12．0―12．0―11．7―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．8―35．4―47．4―59．4―1：11．4―1：23．4―1：35．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モズタンジロウ �
�
父 エイシンヒカリ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2021．9．26 中京4着

2019．2．21生 牡2芦 母 モズハツコイ 母母 クールアンフルール 2戦1勝 賞金 6，200，000円

2804010月17日 晴 稍重 （3阪神4） 第4日 第4競走 1，800�2歳新馬
発走11時30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

811 デ リ カ ダ 牝2芦 54 和田 竜二吉田 照哉氏 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 482 ―1：55．5 3．7�
33 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 542 ―1：56．13� 7．4�
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 492 ―1：58．4大差 36．6�

710 タガノカンデラ 牝2栗 54 城戸 義政八木 良司氏 奥村 豊 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 456 ―1：59．14 70．7�

79 キューバンピート 牡2栗 55 藤岡 康太橋元 勇氣氏 野中 賢二 浦河 笠松牧場 478 ―1：59．2� 22．8�
68 サウンドグランツ 牡2黒鹿55 松若 風馬増田 雄一氏 安達 昭夫 浦河 有限会社

吉田ファーム 448 ―1：59．3� 46．4	
67 トーアマサムネ 牡2栗 55 川須 栄彦高山ランド� 羽月 友彦 豊浦トーア牧場 458 ―1：59．51 68．1

11 テンダーメモリー 牝2芦 54 幸 英明 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 大橋 勇樹 浦河 宮内牧場 446 ―2：00．24 20．8�
812 クリノヴィーナス 牝2芦 54 吉田 隼人栗本 博晴氏 橋田 満 様似 堀 弘康 482 ―2：00．52 4．6�
56 アルムレジリエンス 牡2鹿 55 古川 吉洋﨑川美枝子氏 �島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 446 ―2：00．6� 72．3
22 ヴェクトライズ 牡2鹿 55 松山 弘平 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 畑端 省吾 新ひだか 飯岡牧場 492 ―2：01．66 9．9�
44 クラッシュタイム 牡2黒鹿55 岩田 望来大田 恭充氏 新谷 功一 新冠 中山 高鹿康 476 ―2：06．3大差 3．4�
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売 得 金
単勝： 40，200，200円 複勝： 41，826，500円 枠連： 12，721，400円
馬連： 49，137，400円 馬単： 25，467，800円 ワイド： 40，024，900円
3連複： 71，083，200円 3連単： 88，126，200円 計： 368，587，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 180円 � 220円 � 690円 枠 連（3－8） 790円

馬 連 �� 1，590円 馬 単 �� 2，600円

ワ イ ド �� 580円 �� 1，680円 �� 2，630円

3 連 複 ��� 14，490円 3 連 単 ��� 52，490円

票 数

単勝票数 計 402002 的中 � 89337（2番人気）
複勝票数 計 418265 的中 � 70691（3番人気）� 52822（4番人気）� 12276（10番人気）
枠連票数 計 127214 的中 （3－8） 12355（2番人気）
馬連票数 計 491374 的中 �� 23887（6番人気）
馬単票数 計 254678 的中 �� 7337（9番人気）
ワイド票数 計 400249 的中 �� 19012（5番人気）�� 5971（19番人気）�� 3746（30番人気）
3連複票数 計 710832 的中 ��� 3678（48番人気）
3連単票数 計 881262 的中 ��� 1217（169番人気）

ハロンタイム 13．3―12．2―14．7―13．4―12．0―13．0―12．6―12．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―25．5―40．2―53．6―1：05．6―1：18．6―1：31．2―1：43．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

デ リ カ ダ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 ク ロ フ ネ 初出走

2019．4．16生 牝2芦 母 ブロンクスシルバー 母母 ラピッドオレンジ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 カフジオクタゴン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヴェクトライズ号・クラッシュタイム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年11月

17日まで平地競走に出走できない。



2804110月17日 晴 良 （3阪神4） 第4日 第5競走 1，600�2歳新馬
発走12時20分 （芝・右・外）

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

中央レコード
1：32．3
1：32．3

良
良

36 セ ル バ ー グ 牡2鹿 55 和田 竜二桑畑 夏美氏 鈴木 孝志 新ひだか 前谷 武志 430 ―1：35．6 29．5�
12 サザンステート 牡2黒鹿55 岩田 望来窪田 芳郎氏 松永 幹夫 平取 坂東牧場 464 ―1：35．81� 48．0�
612 サトノドルチェ 牡2鹿 55 C．ルメール �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 472 ― 〃 アタマ 1．9�
611 ポ ー カ ー 牡2黒鹿55 松山 弘平石川 達絵氏 上村 洋行 安平 ノーザンファーム 448 ―1：36．22� 19．9�
24 スピリットワールド 牡2鹿 55 武 豊ゴドルフィン 石橋 守 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 520 ―1：36．52 7．9�
714 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 430 ―1：36．6� 80．9	
11 ウィングローリー 牡2鹿 55 福永 祐一原田 豊氏 四位 洋文 千歳 社台ファーム 474 ―1：36．7� 12．0

48 レ イ ビ ル 牡2鹿 55 藤岡 康太飯田 正剛氏 武 英智 新ひだか 千代田牧場 468 ―1：37．02 15．7�
59 リアルグローリー 牡2鹿 55 幸 英明 CLUB RUN FOR

THE ROSES 大橋 勇樹 浦河 杵臼牧場 458 ―1：37．21 35．2�
510 ドゥラッツォ 牝2青鹿54 高倉 稜サイプレスホール

ディングス合同会社 杉山 晴紀 浦河 グランデファーム 458 ― 〃 � 109．4
713 ショウナンナージャ 牝2青鹿54 池添 謙一国本 哲秀氏 池添 兼雄 日高 中原牧場 452 ―1：37．3クビ 16．0�
23 ゴーハッピーゴー 牝2鹿 54 大野 拓弥吉田 千津氏 森田 直行 千歳 社台ファーム 384 ―1：37．4� 72．4�
35 クロステック 牡2黒鹿55 坂井 瑠星 �社台レースホース大久保龍志 千歳 社台ファーム 474 ― 〃 クビ 6．3�
47 リリーラッシャー 牡2鹿 55 藤懸 貴志土井 孝夫氏 平田 修 新冠 新冠橋本牧場 494 ―1：37．5クビ 128．1�
816 ロカビリークイッフ 牡2鹿 55 松若 風馬 �グリーンファーム音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 476 ―1：37．71� 88．4�
815 メイショウイタマエ 牡2鹿 55

52 ▲角田 大和松本 好雄氏 千田 輝彦 浦河 金成吉田牧場 488 ―1：38．12� 205．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 50，832，700円 複勝： 48，227，100円 枠連： 13，125，100円
馬連： 54，196，400円 馬単： 28，804，500円 ワイド： 49，780，000円
3連複： 82，188，100円 3連単： 94，141，800円 計： 421，295，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，950円 複 勝 � 700円 � 720円 � 130円 枠 連（1－3） 2，230円

馬 連 �� 37，940円 馬 単 �� 100，950円

ワ イ ド �� 6，830円 �� 1，220円 �� 1，800円

3 連 複 ��� 26，250円 3 連 単 ��� 299，350円

票 数

単勝票数 計 508327 的中 � 14614（8番人気）
複勝票数 計 482271 的中 � 13327（9番人気）� 12886（10番人気）� 145490（1番人気）
枠連票数 計 131251 的中 （1－3） 4555（10番人気）
馬連票数 計 541964 的中 �� 1107（65番人気）
馬単票数 計 288045 的中 �� 214（140番人気）
ワイド票数 計 497800 的中 �� 1827（56番人気）�� 10790（11番人気）�� 7129（19番人気）
3連複票数 計 821881 的中 ��� 2348（82番人気）
3連単票数 計 941418 的中 ��� 228（698番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―24．5―36．1―48．1―1：00．1―1：12．0―1：23．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セ ル バ ー グ �
�
父 エピファネイア �

�
母父 キンシャサノキセキ 初出走

2019．4．12生 牡2鹿 母 エ ナ チ ャ ン 母母 エンジェルシード 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 メイショウイタマエ号は，枠入り不良。

2804210月17日 晴 良 （3阪神4） 第4日 第6競走 ��2，000�3歳以上1勝クラス
発走12時50分 （芝・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
1：57．2
1：56．1

良
良

22 ダノンドリーマー 牡3鹿 55 C．ルメール�ダノックス 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 488＋ 62：02．9 3．9�
33 ア ナ ゴ サ ン 牡3栗 55 古川 吉洋内田 玄祥氏 牧田 和弥 新冠 松浦牧場 458＋ 2 〃 クビ 41．3�
88 ディヴィーナ 牝3鹿 53 川田 将雅佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 420－ 2 〃 アタマ 1．8�
44 ニホンピロタイズ 牡3青鹿55 吉田 隼人小林 英一氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 496＋262：03．0� 14．5�
55 キングオブドラゴン 牡4黒鹿 57

53 ★古川 奈穂窪田 芳郎氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 504＋302：03．42� 16．2�
11 グロリアムンディ 牡3鹿 55 福永 祐一吉田 和美氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 490＋ 62：03．92� 3．8	
66 グッドインパクト 牝3鹿 53

50 ▲角田 大和杉立健次郎氏 宮 徹 安平 ノーザンファーム 436＋ 42：04．64 108．9

77 ディクテイター 牡3鹿 55 岩田 望来 �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 518＋ 42：04．81� 41．1�

（8頭）

売 得 金
単勝： 44，813，700円 複勝： 84，515，800円 枠連： 発売なし
馬連： 50，727，200円 馬単： 34，938，500円 ワイド： 36，721，700円
3連複： 74，841，700円 3連単： 172，633，300円 計： 499，191，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 120円 � 330円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 6，080円 馬 単 �� 9，910円

ワ イ ド �� 1，100円 �� 200円 �� 720円

3 連 複 ��� 2，400円 3 連 単 ��� 25，670円

票 数

単勝票数 計 448137 的中 � 90992（3番人気）
複勝票数 計 845158 的中 � 92622（2番人気）� 17581（6番人気）� 567865（1番人気）
馬連票数 計 507272 的中 �� 6462（12番人気）
馬単票数 計 349385 的中 �� 2644（22番人気）
ワイド票数 計 367217 的中 �� 7264（13番人気）�� 59927（2番人気）�� 11534（8番人気）
3連複票数 計 748417 的中 ��� 23291（7番人気）
3連単票数 計1726333 的中 ��� 4875（68番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．8―38．1―51．0―1：03．3―1：15．3―1：26．7―1：38．0―1：49．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．6―3F36．2
1
3
3（4，7）（1，2）8－5－6
3，4（1，2，7）8－（6，5）

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

勝馬の
紹 介

ダノンドリーマー 
�
父 ルーラーシップ 

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．9．21 中山5着

2018．2．14生 牡3鹿 母 ダノンジャンヌ 母母 エアジャメヴー 8戦2勝 賞金 24，770，000円



2804310月17日 晴 良 （3阪神4） 第4日 第7競走 ��
��1，800�3歳以上2勝クラス

発走13時20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

66 � ヴォワドアンジェ 牝3黒鹿 53
50 ▲角田 大和前田 幸治氏 中竹 和也 米 Three Chim-

neys Farm, LLC 458± 01：54．6 3．6�
22 ゼンノジャスタ 牡4黒鹿57 岩田 望来大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 川島牧場 470＋ 61：54．91	 3．0�
810 ダイワドノヴァン 
7黒鹿57 M．デムーロ大城 正一氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 516－181：55．0	 6．4�
55 メイショウシャガ 牡4黒鹿 57

54 ▲西谷 凜松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 510＋ 21：56．06 42．6�
33 アースライザー 
4栗 57 幸 英明 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 北出 成人 新ひだか 岡田スタツド 474＋ 61：56．63� 15．1�
78 マイネルブロッケン 牡7青鹿57 国分 優作 �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 B448＋ 61：56．7� 36．1	
77 クリノカポネ 
6鹿 57 古川 吉洋栗本 博晴氏 谷 潔 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 450＋ 61：57．55 109．9

89 マカオンブラン 牡4鹿 57 和田 竜二關 陽彦氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 496＋ 61：58．35 13．3�
44 アドマイヤビーナス 牝5栗 55 松山 弘平近藤 旬子氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 496＋10 （競走中止） 3．5�

（9頭）
11 クインズバジル 牝3鹿 53 松若 風馬 �ケイアイスタリオン 梅田 智之 新冠 ハシモトフアーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 31，385，200円 複勝： 29，939，500円 枠連： 8，195，200円
馬連： 53，980，000円 馬単： 25，875，500円 ワイド： 37，126，200円
3連複： 71，117，800円 3連単： 113，485，700円 計： 371，105，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 140円 � 130円 � 160円 枠 連（2－6） 480円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 1，130円

ワ イ ド �� 250円 �� 400円 �� 350円

3 連 複 ��� 910円 3 連 単 ��� 3，830円

票 数

単勝票数 差引計 313852（返還計 706） 的中 � 69412（3番人気）
複勝票数 差引計 299395（返還計 493） 的中 � 56360（3番人気）� 66028（1番人気）� 43839（4番人気）
枠連票数 差引計 81952（返還計 541） 的中 （2－6） 13155（1番人気）
馬連票数 差引計 539800（返還計 3327） 的中 �� 89884（1番人気）
馬単票数 差引計 258755（返還計 1455） 的中 �� 17127（3番人気）
ワイド票数 差引計 371262（返還計 1748） 的中 �� 41662（1番人気）�� 22249（6番人気）�� 26095（4番人気）
3連複票数 差引計 711178（返還計 8279） 的中 ��� 58528（2番人気）
3連単票数 差引計1134857（返還計 10350） 的中 ��� 21437（6番人気）

ハロンタイム 13．3―11．5―13．2―12．7―12．8―12．6―12．6―12．4―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―24．8―38．0―50．7―1：03．5―1：16．1―1：28．7―1：41．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ヴォワドアンジェ 
�
父 Curlin 

�
母父 A.P. Indy デビュー 2020．6．28 東京7着

2018．2．26生 牝3黒鹿 母 Love and Pride 母母 Ile de France 12戦3勝 賞金 32，710，000円
〔出走取消〕 クインズバジル号は，疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔競走中止〕 アドマイヤビーナス号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔鼻出血による出走制限〕 アドマイヤビーナス号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年11月17日まで出走できない。

2804410月17日 晴 良 （3阪神4） 第4日 第8競走 ��1，400�3歳以上2勝クラス
発走13時50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 550，000
550，000

円
円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

58 スペースクラフト �5芦 57 松山 弘平 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 494＋ 41：24．5 13．6�
712 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＋ 61：24．7� 11．3�
45 � タイミングナウ �5鹿 57 藤岡 康太�キーファーズ 四位 洋文 米 KatieRich

Farms 478± 0 〃 ハナ 23．6�
711� ハリーバローズ 牡4鹿 57 岩田 望来猪熊 広次氏 上村 洋行 米

Flaxman Hold-
ings Limited &
Airlie Stud

B494＋101：24．91	 9．8�
11 ランドボルケーノ 牡3黒鹿55 幸 英明木村 昌三氏 安達 昭夫 新冠 森永 聡 470± 01：25．11 5．7	
814 ル モ ン ド 牡5鹿 57 吉田 隼人�山紫水明 坂口 智康 日高 下河辺牧場 B478＋12 〃 同着 8．5

22 スラッシュメタル �6鹿 57 池添 謙一吉田 勝己氏 小林 真也 安平 ノーザンファーム B450＋101：25．31	 43．0�
57 プロバーティオ 牡3鹿 55 M．デムーロ�ノースヒルズ 田中 剛 新ひだか 土居牧場 500＋ 41：25．51
 6．7�
610 エイシンディーデイ 牡3栗 55 福永 祐一�栄進堂 野中 賢二 浦河 栄進牧場 480± 01：25．71 5．5
69 コパノジャンピング 牡3鹿 55 坂井 瑠星小林 祥晃氏 梅田 智之 新ひだか 服部 牧場 538＋ 21：26．02 250．5�
33 タケルラスティ 牡4栗 57

53 ★古川 奈穂森 保彦氏 矢作 芳人 新ひだか 岡田スタツド 496－ 41：26．31� 12．6�
34 � マハーラーニー 牝5鹿 55

52 ▲服部 寿希谷口 祐人氏 藤原 辰雄 安平 ノーザンファーム 450－161：26．83 240．5�
813� シュアゲイト 牡4鹿 57 国分 優作 �グリーンファーム宮本 博 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 B506＋ 81：27．65 40．5�
46 ノックオンウッド 牡3黒鹿55 C．ルメール �シルクレーシング 堀 宣行 新ひだか タイヘイ牧場 B500－ 41：27．7クビ 5．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 53，242，000円 複勝： 71，783，600円 枠連： 17，332，400円
馬連： 87，027，000円 馬単： 33，015，100円 ワイド： 75，570，000円
3連複： 136，946，800円 3連単： 139，214，000円 計： 614，130，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，360円 複 勝 � 390円 � 290円 � 570円 枠 連（5－7） 1，310円

馬 連 �� 6，370円 馬 単 �� 13，870円

ワ イ ド �� 1，590円 �� 2，700円 �� 2，460円

3 連 複 ��� 25，270円 3 連 単 ��� 156，960円

票 数

単勝票数 計 532420 的中 � 31312（9番人気）
複勝票数 計 717836 的中 � 47538（9番人気）� 69868（4番人気）� 30734（10番人気）
枠連票数 計 173324 的中 （5－7） 10233（4番人気）
馬連票数 計 870270 的中 �� 10576（36番人気）
馬単票数 計 330151 的中 �� 1784（74番人気）
ワイド票数 計 755700 的中 �� 12359（24番人気）�� 7164（46番人気）�� 7894（42番人気）
3連複票数 計1369468 的中 ��� 4063（117番人気）
3連単票数 計1392140 的中 ��� 643（717番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．5―11．8―11．9―12．9―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．5―34．0―45．8―57．7―1：10．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．5―3F38．7
3 13（6，11）14，7（4，5）（3，10，8）12，2（9，1） 4 ・（6，11）（13，14）－（7，5）（10，8）4（3，12）1，2，9

勝馬の
紹 介

スペースクラフト �
�
父 Tapit �

�
母父 Ghostzapper デビュー 2019．3．10 中京1着

2016．3．7生 �5芦 母 スターシップトラッフルズ 母母 Bobbie Use 19戦3勝 賞金 37，070，000円



2804510月17日 晴 良 （3阪神4） 第4日 第9競走 ��
��1，400�もみじステークス

発走14時25分 （芝・右）
2歳；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金800万円毎1�増，�：馬齢重量，重賞
競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 16，000，000円 6，400，000円 4，000，000円 2，400，000円 1，600，000円
付 加 賞 147，000円 42，000円 21，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．1
1：20．1

良
良

44 カジュフェイス 牡2鹿 55 幸 英明 STレーシング 森田 直行 新ひだか チャンピオンズファーム 476－ 21：23．3 4．4�
11 テーオースパロー 牡2黒鹿55 岩田 望来小笹 公也氏 清水 久詞 むかわ 上水牧場 482＋ 21：23．93	 6．2�
66 
 ジャスパークローネ 牡2栗 55 M．デムーロ加藤 和夫氏 森 秀行 米 Machmer Hall

& Godolphin 488＋ 21：24．0	 8．5�
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 474± 0 〃 アタマ 2．2�
33 カワキタレブリー 牡2黒鹿55 戸崎 圭太川島 和範氏 杉山 佳明 新冠 川島牧場 432＋121：24．1クビ 14．2�
22 ショウナンマッハ 牡2鹿 55 松山 弘平国本 哲秀氏 茶木 太樹 千歳 社台ファーム 488－ 21：24．41� 5．7�

（6頭）

売 得 金
単勝： 61，713，100円 複勝： 32，224，900円 枠連： 発売なし
馬連： 67，668，100円 馬単： 41，592，300円 ワイド： 34，702，900円
3連複： 69，096，800円 3連単： 203，634，000円 計： 510，632，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 220円 � 260円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，310円 馬 単 �� 2，540円

ワ イ ド �� 390円 �� 460円 �� 550円

3 連 複 ��� 2，210円 3 連 単 ��� 10，980円

票 数

単勝票数 計 617131 的中 � 116143（2番人気）
複勝票数 計 322249 的中 � 60500（2番人気）� 46627（4番人気）
馬連票数 計 676681 的中 �� 40023（7番人気）
馬単票数 計 415923 的中 �� 12268（11番人気）
ワイド票数 計 347029 的中 �� 23730（6番人気）�� 19352（8番人気）�� 15630（11番人気）
3連複票数 計 690968 的中 ��� 23446（13番人気）
3連単票数 計2036340 的中 ��� 13440（55番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．3―36．2―47．6―58．9―1：10．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カジュフェイス 	


父 エイシンヒカリ 	



母父 Devil’s Bag デビュー 2021．8．14 小倉2着

2019．2．18生 牡2鹿 母 タイキアプローズ 母母 Private Encore 4戦2勝 賞金 24，557，000円

2804610月17日 晴 良 （3阪神4） 第4日 第10競走 ��
��1，800�

にしのみや

西宮ステークス
発走15時00分 （芝・右・外）
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 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．8

良
良

59 ジェラルディーナ 牝3鹿 53 福永 祐一 �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 444＋ 61：46．1 2．4�
11 イズジョーノキセキ 牝4鹿 55 岩田 康誠泉 一郎氏 石坂 公一 新ひだか 沖田 哲夫 460＋ 41：46．41� 6．7�
58 タガノパッション 牝3鹿 53 岩田 望来八木 良司氏 	島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 472＋ 21：46．61 4．3�
34 テーオーラフィット 牝3黒鹿53 池添 謙一小笹 公也氏 上村 洋行 日高 ヤナガワ牧場 502－ 41：46．91� 8．9�
22 マイネルミュトス 牡5青 57 M．デムーロ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 ビッグレッドファーム 476－ 6 〃 クビ 32．4	
23 ラヴユーライヴ 牝4鹿 55 坂井 瑠星吉田 勝己氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 434－ 21：47．0
 8．5

712 レザネフォール 牡4黒鹿57 C．ルメール 前田 幸貴氏 池江 泰寿 新冠 株式会社

ノースヒルズ 474－ 21：47．1クビ 29．1�
611 ティグラーシャ 牝5黒鹿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 448－ 4 〃 クビ 102．9�
35 シャフトオブライト 牡6栗 57 幸 英明 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 456＋ 41：47．3� 63．1
815 デクレアラー 牡6栗 57 丸田 恭介�G1レーシング 	島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474－ 61：47．83 335．7�
46 パラスアテナ 牝4鹿 55 武 豊広尾レース� 高柳 瑞樹 新ひだか 木村 秀則 440－ 61：48．33 15．3�
610 ル リ ア ン 牡4鹿 57 川田 将雅 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 512± 01：48．4
 18．7�
713� ヒーリングマインド �5鹿 57 藤岡 康太ゴドルフィン 四位 洋文 愛 Godolphin 476＋14 〃 アタマ 261．1�
47 オンザロックス 牡8鹿 57 松山 弘平稻井田有司氏 森 秀行 新冠 ベルモント

ファーム 490＋ 41：48．71� 344．0�
814 ショウリュウハル 牝4栗 55 戸崎 圭太上田 芳枝氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 490＋ 61：49．12
 64．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 96，476，700円 複勝： 102，169，300円 枠連： 31，497，700円
馬連： 159，044，500円 馬単： 70，713，700円 ワイド： 115，183，100円
3連複： 241，775，200円 3連単： 309，451，800円 計： 1，126，312，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 160円 � 140円 枠 連（1－5） 580円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 1，350円

ワ イ ド �� 400円 �� 230円 �� 450円

3 連 複 ��� 1，130円 3 連 単 ��� 4，420円

票 数

単勝票数 計 964767 的中 � 316846（1番人気）
複勝票数 計1021693 的中 � 245423（1番人気）� 139120（3番人気）� 179218（2番人気）
枠連票数 計 314977 的中 （1－5） 41786（2番人気）
馬連票数 計1590445 的中 �� 126890（2番人気）
馬単票数 計 707137 的中 �� 39139（3番人気）
ワイド票数 計1151831 的中 �� 69839（2番人気）�� 142229（1番人気）�� 60862（3番人気）
3連複票数 計2417752 的中 ��� 159407（1番人気）
3連単票数 計3094518 的中 ��� 50750（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．6―36．6―48．7―1：00．5―1：11．9―1：23．0―1：34．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジェラルディーナ �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．9．12 中京3着

2018．5．12生 牝3鹿 母 ジェンティルドンナ 母母 ドナブリーニ 9戦4勝 賞金 53，589，000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



2804710月17日 晴 良 （3阪神4） 第4日 第11競走 ��
��2，000�第26回秋 華 賞（ＧⅠ）

発走15時40分 （芝・右）
牝，3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量

京都市長賞・日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 100，000，000円 40，000，000円 25，000，000円 15，000，000円 10，000，000円
付 加 賞 3，360，000円 960，000円 480，000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

1：57．2
1：56．1
1：56．9

良
良
良

612 アカイトリノムスメ 牝3黒鹿55 戸崎 圭太金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 448－ 22：01．2 8．9�

714 ファインルージュ 牝3鹿 55 C．ルメール 六井 元一氏 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム 494－ 22：01．3� 5．6�
59 アンドヴァラナウト 牝3黒鹿55 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 432－ 42：01．4� 7．3�
35 エイシンヒテン 牝3栗 55 松若 風馬�栄進堂 渡辺 薫彦 浦河 栄進牧場 452± 02：01．61� 40．7�
36 ス ラ イ リ ー 牝3鹿 55 石川裕紀人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 相沢 郁 日高 白井牧場 432＋ 42：01．7クビ 223．0	
12 ス テ ラ リ ア 牝3黒鹿55 武 豊 �社台レースホース斉藤 崇史 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490＋ 8 〃 クビ 38．1

510 アールドヴィーヴル 牝3鹿 55 松山 弘平近藤 英子氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 434＋ 42：01．8クビ 23．6�
815 アナザーリリック 牝3鹿 55 津村 明秀 �シルクレーシング 林 徹 安平 ノーザンファーム 490＋ 8 〃 同着 35．8�
816 ミスフィガロ 牝3鹿 55 藤岡 康太金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 420＋ 42：02．01� 72．3
24 ソ ダ シ 牝3白 55 吉田 隼人金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 474＋ 22：02．1� 1．9�
11 スルーセブンシーズ 牝3鹿 55 大野 拓弥 �キャロットファーム 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 430± 02：02．31 30．2�
47 サルファーコスモス 牝3黒鹿55 川田 将雅吉田 勝己氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 468＋ 22：02．4� 49．4�
611 ユーバーレーベン 牝3青鹿55 M．デムーロ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 464＋ 22：02．71	 10．6�
48 エンスージアズム 牝3鹿 55 岩田 望来吉田 照哉氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム B430＋ 6 〃 クビ 256．9�
23 クールキャット 牝3青鹿55 和田 竜二 �シルクレーシング 奥村 武 洞
湖 レイクヴィラファーム 514－102：04．310 96．5�
713 ホウオウイクセル 牝3鹿 55 丸田 恭介小笹 芳央氏 高柳 瑞樹 洞
湖 レイクヴィラファーム 428－ 82：04．51 178．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 833，436，000円 複勝： 810，736，100円 枠連： 389，716，000円 馬連： 2，014，611，900円 馬単： 911，090，000円
ワイド： 1，373，616，700円 3連複： 3，826，884，900円 3連単： 6，295，410，600円 5重勝： 765，280，100円 計： 17，220，782，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 260円 � 190円 � 240円 枠 連（6－7） 1，330円

馬 連 �� 2，250円 馬 単 �� 4，890円

ワ イ ド �� 800円 �� 1，030円 �� 710円

3 連 複 ��� 4，190円 3 連 単 ��� 26，410円

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

キャリーオーバー なし����� 1，488，040円

票 数

単勝票数 計8334360 的中 � 743727（4番人気）
複勝票数 計8107361 的中 � 745489（4番人気）� 1225946（2番人気）� 842670（3番人気）
枠連票数 計3897160 的中 （6－7） 226139（6番人気）
馬連票数 計20146119 的中 �� 691837（7番人気）
馬単票数 計9110900 的中 �� 139553（17番人気）
ワイド票数 計13736167 的中 �� 444680（7番人気）�� 336273（10番人気）�� 504756（6番人気）
3連複票数 計38268849 的中 ��� 684481（11番人気）
3連単票数 計62954106 的中 ��� 172804（82番人気）
5重勝票数 計7652801 的中 ����� 360

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．4―36．6―48．9―1：01．2―1：13．2―1：24．7―1：36．0―1：48．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F36．5
1
3
5，4，10（1，9）12（3，7）（6，15）（2，14）（8，16）11，13
5，4（1，10）（9，12）（3，7，15）（6，14）（2，16）（8，11）13

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

勝馬の
紹 介

アカイトリノムスメ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．8．2 新潟7着

2018．4．16生 牝3黒鹿 母 ア パ パ ネ 母母 ソルティビッド 7戦4勝 賞金 222，680，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 タガノパッション号
（非抽選馬） 5頭 エイシンチラー号・サトノアイ号・ジェラルディーナ号・テーオーラフィット号・マリアエレーナ号

2804810月17日 晴 良 （3阪神4） 第4日 第12競走 ��1，800�
へいじょうきょう

平城京ステークス
発走16時25分 （ダート・右）
3歳以上，3勝クラス，2．10．17以降3．10．10まで1回以上出走馬，除3歳未出走馬および
未勝利馬；負担重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

35 � アンセッドヴァウ �4栗 54 池添 謙一加藤 誠氏 中竹 和也 米 Mike G.
Rutherford 470－ 21：52．1 21．3�

510 ミステリオーソ 牡4黒鹿56 吉田 隼人 �シルクレーシング 武 幸四郎 浦河 笹地牧場 484＋ 41：52．3� 7．5�
23 ユアヒストリー 牡3鹿 53 松山 弘平 MOMOレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 452± 0 〃 ハナ 4．4�
48 シ ハ ー ブ 牡5青 55 C．ルメール �シルクレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 546± 01：52．62 2．8�
815 ローレルリーベ 牡7栗 52 川島 信二 �ローレルレーシング 奥平 雅士 日高 リコーファーム 508－181：52．7� 261．4	
36 エクレアスパークル 牡7青鹿55 和田 竜二李 柱坤氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム B478＋ 41：52．91	 18．7

612 ナンヨープランタン 牡6黒鹿55 武 豊中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 460－ 41：53．53� 11．1�
714 タイセイアゲイン 牡3黒鹿53 松若 風馬田中 成奉氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 470－ 21：53．6クビ 13．0�
59 ロワマージュ 牡4鹿 54 M．デムーロゴドルフィン 池上 昌和 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 484－ 81：54．45 33．8
816 サンライズセナ 牡6栗 54 藤岡 康太松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 492± 01：55．03� 158．1�
12 キタノオクトパス 牡4鹿 56 大野 拓弥北所 直人氏 高木 登 新ひだか 見上牧場 554＋ 21：55．74 30．0�
47 レトロフィット 牝5鹿 50 丸田 恭介吉田 照哉氏 伊藤 圭三 千歳 社台ファーム B494＋ 41：57．18 170．8�
11 サンライズシェリー 牡4鹿 54 川須 栄彦松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 ヤナガワ牧場 482＋ 21：57．21 22．9�
24 メイショウドヒョウ 牡4栗 56 古川 吉洋松本 好雄氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 B498＋102：00．1大差 10．1�
713 ヴァーダイト 牡4黒鹿55 藤懸 貴志 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 484－ 82：02．8大差 16．2�

（15頭）
611 サンレイファイト 牡5栗 54 石川裕紀人永井 啓弍氏 茶木 太樹 平取 びらとり牧場 462－ 6 （競走除外）

売 得 金
単勝： 141，824，700円 複勝： 180，330，000円 枠連： 59，036，800円
馬連： 271，918，000円 馬単： 108，235，800円 ワイド： 232，712，300円
3連複： 452，526，900円 3連単： 536，085，100円 計： 1，982，669，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，130円 複 勝 � 570円 � 240円 � 210円 枠 連（3－5） 3，020円

馬 連 �� 6，930円 馬 単 �� 15，980円

ワ イ ド �� 2，010円 �� 1，560円 �� 610円

3 連 複 ��� 8，120円 3 連 単 ��� 74，710円

票 数

単勝票数 差引計1418247（返還計 14717） 的中 � 53134（9番人気）
複勝票数 差引計1803300（返還計 30468） 的中 � 68922（10番人気）� 204119（3番人気）� 257074（2番人気）
枠連票数 差引計 590368（返還計 1541） 的中 （3－5） 15110（15番人気）
馬連票数 差引計2719180（返還計 73338） 的中 �� 30395（27番人気）
馬単票数 差引計1082358（返還計 29280） 的中 �� 5078（58番人気）
ワイド票数 差引計2327123（返還計 85853） 的中 �� 28718（28番人気）�� 37568（22番人気）�� 103174（3番人気）
3連複票数 差引計4525269（返還計232662） 的中 ��� 41754（26番人気）
3連単票数 差引計5360851（返還計251583） 的中 ��� 5202（260番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．9―36．3―48．2―1：00．7―1：13．3―1：26．1―1：38．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�アンセッドヴァウ �
�
父 Giant’s Causeway �

�
母父 Lion Heart デビュー 2020．1．25 京都6着

2017．4．20生 �4栗 母 Country Cafe 母母 Pretty ’n Smart 16戦4勝 賞金 51，567，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔競走除外〕 サンレイファイト号は，馬場入場後に疾病〔外傷性鼻出血〕を発症したため競走除外。
〔その他〕 メイショウドヒョウ号は，競走中に疾病〔心房細動〕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〕 サンライズシェリー号・ヴァーダイト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年11月

17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15頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）15頭 ヴィーヴァバッカス号・ケイアイロベージ号・ゴールドレガシー号・ジュディッタ号・タイガーサイレンス号・

チェルアルコ号・パキュートハート号・パレニア号・ブラックアーメット号・ペガサス号・ホウオウエーデル号・
ホッコーハナミチ号・ミスズフリオーソ号・モダスオペランディ号・ワンダーエカルテ号

５レース目



（3阪神4）第4日 10月17日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 142頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

401，840，000円
3，020，000円
34，080，000円
5，990，000円
46，900，000円
62，906，500円
4，497，000円
1，363，200円

勝馬投票券売得金
1，486，294，700円
1，622，276，600円
557，647，900円
2，961，053，400円
1，369，942，600円
2，132，903，900円
5，252，413，300円
8，322，149，100円
765，280，100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 24，469，961，600円

総入場人員 4，742名 （有料入場人員 4，317名）4, 307名）4, 732名
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