
3102511月13日 晴 稍重 （3阪神5） 第3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

89 タマモエース 牡2栗 55 松山 弘平タマモ� 川村 禎彦 浦河 北光牧場 464± 01：54．6 1．1�
77 アクティブバイオ 牡2芦 55 団野 大成バイオ� 今野 貞一 日高 中館牧場 478＋ 21：56．4大差 24．2�
78 テイエムビシャモン 牡2黒鹿 55

54 ☆富田 暁竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 486－ 21：56．61� 10．6�
22 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 486± 01：56．81� 159．2�
33 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 B462± 0 〃 クビ 55．8�
11 キャンディボイス 牡2鹿 55 藤井勘一郎濵田 吉通氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 550＋ 21：57．11� 192．1	
66 シンギングロード �2黒鹿 55

52 ▲角田 大和�前川企画 角田 晃一 新冠 ハシモトフアーム 496－ 4 〃 ハナ 121．4

810 テーオーヴィヴァン 牡2鹿 55 藤岡 康太小笹 公也氏 宮 徹 新ひだか 秋田育成牧場 504－ 2 〃 アタマ 12．3�
55 アスカセオン 牝2黒鹿54 幸 英明上野 武氏 千田 輝彦 新ひだか 藤原牧場 474－ 4 〃 アタマ 54．9�
44 ク リ ノ ビ ビ 牝2芦 54 酒井 学栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 452－ 41：57．95 163．2

（10頭）

売 得 金
単勝： 35，414，700円 複勝： 113，286，800円 枠連： 7，157，000円
馬連： 31，404，700円 馬単： 31，166，100円 ワイド： 31，667，000円
3連複： 52，768，700円 3連単： 139，110，400円 計： 441，975，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 110円 複 勝 � 100円 � 140円 � 110円 枠 連（7－8） 170円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 520円

ワ イ ド �� 170円 �� 130円 �� 380円

3 連 複 ��� 400円 3 連 単 ��� 1，310円

票 数

単勝票数 計 354147 的中 � 270596（1番人気）
複勝票数 計1132868 的中 � 969201（1番人気）� 32688（4番人気）� 54072（2番人気）
枠連票数 計 71570 的中 （7－8） 31976（1番人気）
馬連票数 計 314047 的中 �� 55004（3番人気）
馬単票数 計 311661 的中 �� 44627（3番人気）
ワイド票数 計 316670 的中 �� 48812（2番人気）�� 78053（1番人気）�� 14556（6番人気）
3連複票数 計 527687 的中 ��� 97622（2番人気）
3連単票数 計1391104 的中 ��� 76658（4番人気）

ハロンタイム 13．1―11．3―13．0―12．7―12．4―12．7―12．8―13．0―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．4―37．4―50．1―1：02．5―1：15．2―1：28．0―1：41．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．1―3F39．4
1
3
9（10，7）（5，8）－6，3，4－2，1
9，10，7，8－6（5，3，4）＝2－1

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タマモエース �
�
父 ワールドエース �

�
母父 サウスヴィグラス デビュー 2021．7．10 函館10着

2019．4．14生 牡2栗 母 ミサトサウス 母母 ミサトユニオン 5戦1勝 賞金 9，700，000円

3102611月13日 晴 稍重 （3阪神5） 第3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 サンダップルド 牡2栗 55 松山 弘平ゴドルフィン 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 490＋121：12．5 2．9�

815 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 474＋ 41：14．3大差 2．5�
46 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＋121：14．51 141．3�
23 コブラクロー 牡2鹿 55 川須 栄彦山口 正行氏 �島 一歩 安平 �橋本牧場 556＋ 81：14．6� 13．7�
35 ライブリインパクト 牡2鹿 55 和田 翼加藤 哲郎氏 石橋 守 新ひだか 岡田牧場 466＋ 41：14．81� 274．7�
58 ノアヴァンクール 牝2鹿 54 酒井 学槙 和美氏 清水 久詞 新冠 ハシモトフアーム 464－ 81：15．11� 25．7�
34 タイガークリスエス 牡2黒鹿55 幸 英明伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 日高 門別牧場 478＋161：15．63 9．6	
59 ヨシノエトワール 牝2黒鹿54 国分 優作清水 義德氏 吉田 直弘 新冠 村上 欽哉 486－ 21：15．7� 341．4

814 キューランブラー 牝2鹿 54 小崎 綾也ディアレストクラブ� 牧田 和弥 浦河 高岸 順一 438－ 8 〃 クビ 67．8�
22 カシノロックオン 牡2黒鹿55 森 裕太朗柏木 務氏 藤沢 則雄 むかわ ヤマイチ牧場 480－ 2 〃 アタマ 200．9
610 イントロバート 牝2黒鹿54 長岡 禎仁�野 智博氏 的場 均 新ひだか 岡田スタツド 470－ 8 〃 ハナ 223．1�
611 テイエムシルバー 牡2芦 55

54 ☆富田 暁竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 小島牧場 476＋121：15．9� 7．1�
713 トウカイエクラン 牝2栗 54 吉田 隼人内村 正則氏 茶木 太樹 新ひだか 平野牧場 454－ 21：16．43 15．9�
47 キーマーキュリー 牡2鹿 55 古川 吉洋北前孔一郎氏 川村 禎彦 浦河 栄進牧場 B478＋ 21：17．46 386．7�
712 ルクスチェイサー �2鹿 55 田中 健�ルクス 浅見 秀一 日高 豊洋牧場 472－121：19．110 266．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 37，725，600円 複勝： 39，158，900円 枠連： 9，921，500円
馬連： 50，445，100円 馬単： 23，198，300円 ワイド： 40，311，100円
3連複： 70，507，300円 3連単： 84，154，600円 計： 355，422，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 120円 � 110円 � 1，150円 枠 連（1－8） 310円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 730円

ワ イ ド �� 210円 �� 4，350円 �� 3，670円

3 連 複 ��� 10，190円 3 連 単 ��� 31，000円

票 数

単勝票数 計 377256 的中 � 104496（2番人気）
複勝票数 計 391589 的中 � 90673（2番人気）� 127750（1番人気）� 4202（9番人気）
枠連票数 計 99215 的中 （1－8） 24584（1番人気）
馬連票数 計 504451 的中 �� 94341（1番人気）
馬単票数 計 231983 的中 �� 23715（1番人気）
ワイド票数 計 403111 的中 �� 62672（1番人気）�� 2029（30番人気）�� 2414（27番人気）
3連複票数 計 705073 的中 ��� 5188（28番人気）
3連単票数 計 841546 的中 ��� 1968（107番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―11．8―11．9―12．2―12．9

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．8―3F37．0
3 ・（4，15）1，7（5，12）14，6，8，3－（2，9）13，10－11 4 ・（4，15）1－5，7（3，6）8，12，14，2（10，9）13，11

勝馬の
紹 介

サンダップルド �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 Oasis Dream デビュー 2021．7．17 小倉3着

2019．2．22生 牡2栗 母 サ ン レ ー ン 母母 プリムローズレーン 3戦1勝 賞金 7，670，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ルクスチェイサー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年12月13日まで平地

競走に出走できない。
キーマーキュリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年1月13日まで平地競
走に出走できない。

第５回 阪神競馬 第３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



3102711月13日 晴 良 （3阪神5） 第3日 第3競走 ��1，400�2歳未勝利
発走11時05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
1：20．1
1：20．1

良
良

12 � ジ ャ ン グ ロ 牡2黒鹿55 武 豊藤田 晋氏 森 秀行 米 Nursery Place
& Partners 454＋ 61：22．2 1．8�

11 パーサヴィアランス 牡2鹿 55 松山 弘平馬場 幸夫氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 450－ 21：22．83� 7．1�
23 タ イ ゲ ン 牡2栗 55 幸 英明丸山 担氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 474－14 〃 � 43．2�
36 キ ッ シ ョ ウ 牝2鹿 54 藤岡 佑介 �ニッシンホール

ディングス 奥村 豊 新ひだか チャンピオンズファーム 428＋ 61：22．9クビ 29．8�
816� ショウナンハクラク 牡2黒鹿55 浜中 俊国本 哲秀氏 松下 武士 英 Tetsuhide

Kunimoto 472± 0 〃 クビ 13．0�
510 ドンシャーク 牡2鹿 55 松若 風馬山田 貢一氏 今野 貞一 日高 日西牧場 484＋ 61：23．11� 166．9	
35 ブレスバイルーラー 牡2鹿 55 団野 大成 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 杵臼牧場 524＋ 21：23．31� 7．2

48 グラストンベリー 牝2鹿 54 C．ルメール �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 430＋ 2 〃 アタマ 11．9�
59 メイショウイヌワシ 牡2鹿 55 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 454± 01：23．61� 11．7�
612 トリップトゥムーン 牡2黒鹿55 藤岡 康太岡田 牧雄氏 新谷 功一 新ひだか ヒサイファーム 434＋ 21：23．81� 139．9
815 ニホンピロオーサー 	2鹿 55

52 ▲服部 寿希小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 400＋ 21：24．01� 538．5�
24 リ ー ス タ ル 牝2鹿 54 吉田 隼人中村 祐子氏 森田 直行 新ひだか ケイアイファーム 436＋ 61：24．21 57．5�
714 ハデスブレイン 牡2芦 55 川須 栄彦エンジェルレーシング� 今野 貞一 新冠 川島牧場 502－ 41：24．41� 180．2�
47 ルージュラピュセル 牝2鹿 54 池添 謙一 �東京ホースレーシング 大久保龍志 千歳 社台ファーム 426＋ 41：26．110 70．1�
713 クリノデジャヴ 牡2青鹿55 小崎 綾也栗本 博晴氏 牧田 和弥 日高 山田 政宏 B422＋ 81：26．31� 396．3�
611 チャームポイント 牝2黒鹿 54

51 ▲角田 大和飯田 良枝氏 坂口 智康 新ひだか 千代田牧場 406± 01：26．4� 343．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 41，126，400円 複勝： 69，521，100円 枠連： 10，206，900円
馬連： 49，469，400円 馬単： 26，957，200円 ワイド： 49，158，000円
3連複： 79，836，000円 3連単： 100，715，200円 計： 426，990，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 180円 � 510円 枠 連（1－1） 590円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 780円

ワ イ ド �� 290円 �� 980円 �� 2，380円

3 連 複 ��� 4，550円 3 連 単 ��� 11，830円

票 数

単勝票数 計 411264 的中 � 188498（1番人気）
複勝票数 計 695211 的中 � 333038（1番人気）� 69167（3番人気）� 16776（8番人気）
枠連票数 計 102069 的中 （1－1） 13223（3番人気）
馬連票数 計 494694 的中 �� 63222（2番人気）
馬単票数 計 269572 的中 �� 25841（2番人気）
ワイド票数 計 491580 的中 �� 49669（2番人気）�� 12081（10番人気）�� 4768（26番人気）
3連複票数 計 798360 的中 ��� 13152（16番人気）
3連単票数 計1007152 的中 ��� 6172（36番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．9―34．1―45．8―57．7―1：09．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ジ ャ ン グ ロ �
�
父 More Than Ready �

�
母父 Broad Brush デビュー 2021．8．22 小倉3着

2019．3．2生 牡2黒鹿 母 Goodbye Stranger 母母 Prime Investor 4戦1勝 賞金 10，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ルージュラピュセル号・クリノデジャヴ号・チャームポイント号は，「タイムオーバーによる出走制

限」のため，令和3年12月13日まで平地競走に出走できない。

3102811月13日 晴 稍重 （3阪神5） 第3日 第4競走 ��1，800�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
1：50．9
1：50．9

不良
不良

89 � ジ ュ タ ロ ウ 牡2黒鹿55 武 豊芳賀美知子氏 河内 洋 米 Breffni Farm 474 ―1：53．6 3．4�
77 ニューダイアリーズ 牡2栗 55 M．デムーロ �社台レースホース杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 472 ―1：56．0大差 6．0�
44 ソルトゴールド 牡2栗 55

54 ☆富田 暁杉浦 敏夫氏 木原 一良 浦河 大北牧場 508 ―1：57．610 76．9�
66 ノブフェーヴル 牡2鹿 55 和田 竜二前田 亘輝氏 長谷川浩大 千歳 社台ファーム 466 ―1：58．13 13．1�
33 ヒロノシュン �2芦 55 松山 弘平高原 将浩氏 川村 禎彦 日高 シンボリ牧場 512 ―1：59．9大差 4．8�
78 ダンツクルーガー 牡2栗 55

52 ▲角田 大和山元 哲二氏 本田 優 新冠 竹中牧場 496 ―2：00．43 176．4	
810 プ ラ ウ サ ス 牡2鹿 55 水口 優也山上 和良氏 羽月 友彦 新ひだか 高橋フアーム 476 ―2：00．82� 35．1

11 ヤマイチマチルド 牡2鹿 55 幸 英明坂本 肇氏 谷 潔 浦河 浦河小林牧場 492 ―2：01．33 24．9�
22 ロワドゥサーブル 牡2黒鹿55 団野 大成サイプレスホール

ディングス合同会社 高橋 康之 日高 ノースガーデン 464 ―2：02．04 2．8�
55 ナリタボルテックス 牡2鹿 55 松若 風馬オースミ 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 490 ―2：02．52� 54．5�

（10頭）

売 得 金
単勝： 36，838，800円 複勝： 33，985，900円 枠連： 5，751，300円
馬連： 40，377，500円 馬単： 21，130，100円 ワイド： 31，203，000円
3連複： 53，640，500円 3連単： 83，457，700円 計： 306，384，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 190円 � 1，290円 枠 連（7－8） 860円

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 1，830円

ワ イ ド �� 460円 �� 3，520円 �� 4，310円

3 連 複 ��� 15，110円 3 連 単 ��� 50，670円

票 数

単勝票数 計 368388 的中 � 89543（2番人気）
複勝票数 計 339859 的中 � 75397（1番人気）� 49100（4番人気）� 4610（9番人気）
枠連票数 計 57513 的中 （7－8） 5139（4番人気）
馬連票数 計 403775 的中 �� 30284（5番人気）
馬単票数 計 211301 的中 �� 8643（8番人気）
ワイド票数 計 312030 的中 �� 19190（5番人気）�� 2162（26番人気）�� 1760（28番人気）
3連複票数 計 536405 的中 ��� 2661（41番人気）
3連単票数 計 834577 的中 ��� 1194（151番人気）

ハロンタイム 13．0―11．4―13．2―12．5―12．5―12．7―12．6―12．5―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．4―37．6―50．1―1：02．6―1：15．3―1：27．9―1：40．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．3
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

�ジ ュ タ ロ ウ �
�
父 Arrogate �

�
母父 Mineshaft 初出走

2019．2．17生 牡2黒鹿 母 Bodacious Babe 母母 Blossomed 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ロワドゥサーブル号の騎手団野大成は，3コーナー通過後に外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：5番）
〔その他〕 ナリタボルテックス号は，3コーナー通過後に他の馬の影響を受けたため，「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〕 ヒロノシュン号・ダンツクルーガー号・プラウサス号・ヤマイチマチルド号・ロワドゥサーブル号は，

「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年12月13日まで平地競走に出走できない。



3102911月13日 晴 良 （3阪神5） 第3日 第5競走 1，800�2歳新馬
発走12時25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
1：45．6
1：44．5

良
良

710 ホウオウバニラ 牝2栗 54 M．デムーロ小笹 芳央氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 428 ―1：49．4 9．2�
22 クレエンシア 牝2栗 54 団野 大成 �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 452 ―1：49．61 11．3�
11 アーティット 牡2鹿 55 C．ルメール 金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 千歳 社台ファーム 482 ― 〃 ハナ 1．5�
79 ト ラ ー パ ニ 牝2黒鹿54 吉田 隼人吉田 和美氏 上村 洋行 新冠 芳住 鉄兵 468 ―1：50．02� 4．3�
56 ナリタイチモンジ 牡2鹿 55

54 ☆富田 暁�オースミ 木原 一良 新ひだか 岡田牧場 488 ―1：50．1� 81．6	
44 サ イ ラ ス 牡2鹿 55 幸 英明�ノースヒルズ 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 516 ―1：50．41� 109．9

67 ク ロ ニ ク ル 牡2鹿 55 松山 弘平ゴドルフィン 田中 克典 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500 ―1：50．72 17．5�
811 ムーンスター 牝2栗 54 藤井勘一郎田島 政光氏 �島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド 442 ―1：50．8クビ 191．5�
812 シゲルサカモリ 牡2青鹿55 和田 竜二森中 蕃氏 渡辺 薫彦 日高 荒井ファーム 456 ―1：50．9� 96．1
68 ヤマカツブラック 牡2鹿 55 池添 謙一山田 博康氏 池添 兼雄 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 528 ―1：51．43 29．4�
55 バ シ ー ル 牡2鹿 55 岡田 祥嗣�フクキタル 藤原 英昭 新冠 パカパカ

ファーム 520 ―1：51．93 39．5�
（11頭）

33 ゼンノインヴォーク 牡2鹿 55 武 豊大迫久美子氏 四位 洋文 新冠 村上 欽哉 ― ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 43，551，300円 複勝： 101，101，800円 枠連： 9，146，100円
馬連： 39，508，900円 馬単： 30，906，600円 ワイド： 37，511，300円
3連複： 58，490，900円 3連単： 113，170，600円 計： 433，387，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 920円 複 勝 � 150円 � 160円 � 110円 枠 連（2－7） 1，560円

馬 連 �� 3，430円 馬 単 �� 7，650円

ワ イ ド �� 730円 �� 250円 �� 300円

3 連 複 ��� 1，100円 3 連 単 ��� 16，380円

票 数

単勝票数 差引計 435513（返還計 1294） 的中 � 39845（3番人気）
複勝票数 差引計1011018（返還計 840） 的中 � 54747（3番人気）� 47493（4番人気）� 749305（1番人気）
枠連票数 差引計 91461（返還計 391） 的中 （2－7） 4523（5番人気）
馬連票数 差引計 395089（返還計 2749） 的中 �� 8907（9番人気）
馬単票数 差引計 309066（返還計 1815） 的中 �� 3028（20番人気）
ワイド票数 差引計 375113（返還計 1915） 的中 �� 11340（8番人気）�� 41332（2番人気）�� 32540（3番人気）
3連複票数 差引計 584909（返還計 7201） 的中 ��� 39677（3番人気）
3連単票数 差引計1131706（返還計 13081） 的中 ��� 5008（50番人気）

ハロンタイム 13．1―11．8―12．0―12．3―12．6―12．7―12．0―10．9―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．9―36．9―49．2―1：01．8―1：14．5―1：26．5―1：37．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．6―3F34．9
3 ・（5，7）10（2，1，8）（6，9）12，4－11 4 ・（5，7）（10，8）（2，1，9）（6，12，4）11
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ホウオウバニラ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Acatenango 初出走

2019．3．9生 牝2栗 母 バ ラ ン セ ラ 母母 Baranciaga 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔出走取消〕 ゼンノインヴォーク号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。

3103011月13日 曇 稍重 （3阪神5） 第3日 第6競走 2，000�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
2：01．0
2：01．0

不良
不良

78 メガゴールド 牡3芦 55
52 ▲角田 大和合同会社小林英一

ホールディングス 須貝 尚介 日高 出口牧場 B522± 02：06．6 4．7�
44 ショウナンアーチー 牡3鹿 55 松山 弘平国本 哲秀氏 松下 武士 日高 下河辺牧場 496－ 62：06．7� 5．4�
66 ワイドレッジャドロ 牡4黒鹿57 幸 英明幅田 京子氏 加用 正 浦河 成隆牧場 510＋ 62：07．23 29．0�
11 ヒミノフラッシュ 牡3黒鹿55 和田 竜二佐々木八郎氏 川村 禎彦 平取 原田 新治 546＋102：07．84 3．4�
810 サトノスカイターフ 牡3鹿 55 武 豊 �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 494＋ 22：08．01 3．6�
89 メイショウシロガネ 牡3鹿 55 団野 大成松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 多田 善弘 466＋102：08．1� 8．3	
55 グレートベースン 牡5青鹿57 長岡 禎仁桑畑 
信氏 橋口 慎介 日高 浜本牧場 520－ 62：09．37 28．2�
33 スズカハイライト 牡6鹿 57 酒井 学永井 啓弍氏 谷 潔 新冠 村上牧場 462－ 32：10．36 75．9�
22 ハイオソラール 牡5鹿 57

56 ☆富田 暁名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 高橋 修 528＋ 42：10．4� 76．9
77 ピ ー ニ ャ 牡3栗 55 藤岡 佑介金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム 494－142：10．71� 14．1�
（10頭）

売 得 金
単勝： 31，210，800円 複勝： 39，547，200円 枠連： 8，027，300円
馬連： 49，693，900円 馬単： 22，329，000円 ワイド： 38，928，200円
3連複： 69，644，900円 3連単： 92，823，600円 計： 352，204，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 200円 � 190円 � 620円 枠 連（4－7） 1，160円

馬 連 �� 1，240円 馬 単 �� 2，320円

ワ イ ド �� 530円 �� 1，490円 �� 1，620円

3 連 複 ��� 5，740円 3 連 単 ��� 22，910円

票 数

単勝票数 計 312108 的中 � 52216（3番人気）
複勝票数 計 395472 的中 � 55601（4番人気）� 59871（3番人気）� 13061（8番人気）
枠連票数 計 80273 的中 （4－7） 5354（7番人気）
馬連票数 計 496939 的中 �� 30940（6番人気）
馬単票数 計 223290 的中 �� 7216（11番人気）
ワイド票数 計 389282 的中 �� 19972（6番人気）�� 6493（20番人気）�� 5968（23番人気）
3連複票数 計 696449 的中 ��� 9091（24番人気）
3連単票数 計 928236 的中 ��� 2937（87番人気）

ハロンタイム 12．6―11．7―12．0―13．7―12．7―12．4―12．4―12．4―12．8―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．3―36．3―50．0―1：02．7―1：15．1―1：27．5―1：39．9―1：52．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メガゴールド �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2020．9．20 中京10着

2018．3．13生 牡3芦 母 ウッドシップ 母母 ブライドウッド 14戦2勝 賞金 20，370，000円



3103111月13日 曇 稍重 （3阪神5） 第3日 第7競走 ��1，200�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
1：08．8
1：08．5

重
重

46 エナジーロッソ 牝3鹿 54 C．ルメール �キャピタル・システム 高柳 大輔 浦河 宮内牧場 B482＋ 81：12．3 2．0�
713� シゲルフタゴザ 牡4黒鹿57 松山 弘平森中 蕃氏 五十嵐忠男 新ひだか 土田農場 500± 01：13．04 19．6�
11 ミスズメジャー 牡3栗 56 古川 吉洋永井 啓弍氏 上村 洋行 浦河 富田牧場 B464＋ 41：13．1クビ 5．9�
34 ルシャリーブル 牝3栗 54 和田 竜二�日進牧場 鈴木 孝志 浦河 日進牧場 434＋ 21：13．31� 37．1�
59 メッザノッテ 牝3栗 54 荻野 琢真ゴドルフィン 寺島 良 新ひだか 田中 裕之 460－ 6 〃 クビ 6．0	
58 フ ィ ロ ス 牝4鹿 55 浜中 俊�高橋ファーム 長谷川浩大 日高 クリアファーム B480－ 21：13．4� 6．9

47 メイショウオオヅツ 牡7鹿 57 和田 翼松本 和子氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 550＋141：13．5クビ 217．2�
610 メイショウフクイク 牝5栗 55 団野 大成松本 和子氏 藤沢 則雄 浦河 赤田牧場 496＋ 31：13．7	 236．6�
712� ヒロシゲペッパー 牡4栗 57

56 ☆富田 暁岡 隆氏 武 英智 新ひだか 岡田牧場 B492－ 21：14．01	 14．7�
815 シゲルメダリスト 牡3鹿 56

53 ▲角田 大和森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 バンブー牧場 476－ 41：14．1� 63．2�
814 トレジャーシップ 牡4鹿 57 松田 大作山田 弘氏 吉村 圭司 新ひだか チャンピオンズファーム 460＋ 21：14．2	 30．0�
22 ウルトラソニック 牡3鹿 56 森 裕太朗中野 義一氏 中尾 秀正 新冠 ハシモトフアーム 482＋121：14．3� 43．0�
23 タイセイグラシア 牝3黒鹿54 川須 栄彦田中 成奉氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 448＋ 21：14．51� 26．7�
611 ペガサスハーツ 牝3鹿 54

50 ★古川 奈穂�天羽牧場 矢作 芳人 日高 天羽牧場 510± 01：14．7	 77．5�
35 
 キュウドウクン 牡5鹿 57 松若 風馬冨士井直哉氏 森 秀行 米 Mount Joy

Stables, Inc. 478＋ 5 〃 クビ 76．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 34，169，500円 複勝： 42，348，200円 枠連： 11，520，100円
馬連： 55，972，400円 馬単： 26，384，400円 ワイド： 48，071，900円
3連複： 83，087，800円 3連単： 100，301，700円 計： 401，856，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 140円 � 270円 � 170円 枠 連（4－7） 870円

馬 連 �� 1，810円 馬 単 �� 2，390円

ワ イ ド �� 640円 �� 280円 �� 1，450円

3 連 複 ��� 3，370円 3 連 単 ��� 16，410円

票 数

単勝票数 計 341695 的中 � 132162（1番人気）
複勝票数 計 423482 的中 � 100252（1番人気）� 31891（5番人気）� 62334（3番人気）
枠連票数 計 115201 的中 （4－7） 10165（3番人気）
馬連票数 計 559724 的中 �� 23952（6番人気）
馬単票数 計 263844 的中 �� 8270（8番人気）
ワイド票数 計 480719 的中 �� 18467（6番人気）�� 49666（1番人気）�� 7610（15番人気）
3連複票数 計 830878 的中 ��� 18466（8番人気）
3連単票数 計1003017 的中 ��� 4430（38番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．4―11．9―12．6―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．5―46．4―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エナジーロッソ �
�
父 ホッコータルマエ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2020．6．7 東京3着

2018．4．2生 牝3鹿 母 エナジーハート 母母 タガノルビー 14戦2勝 賞金 26，980，000円

3103211月13日 曇 良 （3阪神5） 第3日 第8競走 ��3，140�第23回京都ジャンプステークス（Ｊ・ＧⅢ）
発走14時00分 （ 芝 ）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�
減，J・GⅠ競走1着馬2�増，J・GⅡ競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 29，000，000円 12，000，000円 7，300，000円 4，400，000円 2，900，000円
付 加 賞 462，000円 132，000円 66，000円 � コースレコード3：24．8良

44 ケンホファヴァルト 牡8鹿 60 熊沢 重文中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 マリオステー
ブル 484＋ 43：28．3 3．9�

56 タガノエスプレッソ 牡9鹿 60 平沢 健治八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 468＋ 63：28．5� 2．3�

710 ホッコーメヴィウス �5鹿 60 黒岩 悠北幸商事� 清水 久詞 浦河 高昭牧場 462－ 83：29．13� 5．6�
11 ビッグスモーキー �6鹿 60 植野 貴也 �社台レースホース清水 久詞 千歳 社台ファーム 534± 03：29．84 14．2�
22 	 マイネルプロンプト �9黒鹿60 北沢 伸也岡田 壮史氏 坂口 智康 新冠 コスモヴューファーム 484± 03：30．11� 43．2	
57 マサハヤドリーム �9鹿 60 森 一馬中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 468± 0 〃 ハナ 9．7

68 クラウンディバイダ �8黒鹿60 伴 啓太�クラウン 天間 昭一 浦河 日の出牧場 460－ 8 〃 ハナ 90．6�
711 レンジストライク 牡6黒鹿60 石神 深一 �サンデーレーシング 武井 亮 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 532± 03：31．58 17．3�
813 ニシノベイオウルフ 牡6黒鹿60 大江原 圭西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 谷川牧場 B490－ 83：32．56 321．5
69 ブラゾンダムール 牡6黒鹿60 西谷 誠�G1レーシング 松永 幹夫 安平 追分ファーム 482－ 23：33．45 45．3�
812 マイネルオフィール 牡9鹿 60 白浜 雄造 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 安平 ノーザンファーム 520＋183：35．010 10．2�
45 フィールインラヴ �6黒鹿60 中村 将之大塚 亮一氏 浅見 秀一 浦河 浦河小林牧場 462＋203：35．21� 98．5�
33 ジョーカーワイルド 牡6鹿 60 上野 翔 TURH 浅野洋一郎 浦河 王蔵牧場 524± 03：36．58 284．3�
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売 得 金
単勝： 40，914，500円 複勝： 48，570，300円 枠連： 16，077，200円
馬連： 73，660，400円 馬単： 35，206，200円 ワイド： 53，033，000円
3連複： 131，338，200円 3連単： 179，153，200円 計： 577，953，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 120円 � 110円 � 150円 枠 連（4－5） 300円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 790円

ワ イ ド �� 170円 �� 420円 �� 280円

3 連 複 ��� 690円 3 連 単 ��� 2，640円

票 数

単勝票数 計 409145 的中 � 82890（2番人気）
複勝票数 計 485703 的中 � 93757（2番人気）� 154776（1番人気）� 64360（3番人気）
枠連票数 計 160772 的中 （4－5） 40664（1番人気）
馬連票数 計 736604 的中 �� 153636（1番人気）
馬単票数 計 352062 的中 �� 33131（2番人気）
ワイド票数 計 530330 的中 �� 93462（1番人気）�� 26853（4番人気）�� 46174（2番人気）
3連複票数 計1313382 的中 ��� 141012（1番人気）
3連単票数 計1791532 的中 ��� 49158（3番人気）
上り 1マイル 1：43．7 4F 51．2－3F 38．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→
」
�
�
10－4，7，6，8－2，11，1，13－12（9，3）5・（4，10）6（7，8）＝（2，1）－13，11＝9－12，5，3

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

勝馬の
紹 介

ケンホファヴァルト �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2015．9．13 阪神2着

2013．6．8生 牡8鹿 母 エイシンパンジー 母母 レディダンズ 障害：9戦2勝 賞金 102，144，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔制裁〕 ホッコーメヴィウス号の騎手黒岩悠は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。



3103311月13日 曇 良 （3阪神5） 第3日 第9競走 ��2，000�
き し わ だ

岸和田ステークス
発走14時35分 （芝・右）
3歳以上，3勝クラス，2．11．14以降3．11．7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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

811 スカーフェイス 牡5鹿 54 団野 大成伊藤 佳幸氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 462＋ 22：01．1 31．4�
44 ダノンレガーロ 牡4鹿 55 和田 竜二�ダノックス 中内田充正 安平 ノーザンファーム 462－ 42：01．2クビ 6．1�
55 パラダイスリーフ 牡5黒鹿55 松山 弘平 �シルクレーシング 木村 哲也 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500－ 2 〃 クビ 2．1�
66 シルヴェリオ 牡4黒鹿55 C．ルメール �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B510＋162：01．62 4．9�
33 パ ト リ ッ ク 牡5鹿 55 松若 風馬 �カナヤマホール

ディングス 岡田 稲男 浦河 有限会社
松田牧場 482＋ 8 〃 ハナ 34．5	

78 ア ル サ ト ワ 牡4鹿 55 幸 英明ゴドルフィン 斉藤 崇史 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 512－10 〃 ハナ 8．2


810 メイケイハリアー 牡5芦 54 富田 暁名古屋競馬� 木原 一良 登別 青藍牧場 484± 02：01．81� 23．9�
11 スーパーフェザー �6鹿 56 池添 謙一吉田 勝己氏 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 482＋102：02．11� 13．4�
67 ル ヴ ァ ン 牡4鹿 55 吉田 隼人 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 476＋102：02．31 16．0
22 レオコックブルー 牝6黒鹿52 酒井 学親川 智行氏 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム 450＋ 4 〃 クビ 109．6�
79 ラストヌードル 牡5鹿 54 M．デムーロ増田 和啓氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 514＋ 42：03．04 24．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 55，943，800円 複勝： 71，239，200円 枠連： 13，958，400円
馬連： 91，494，100円 馬単： 40，136，600円 ワイド： 73，054，000円
3連複： 134，176，400円 3連単： 175，780，600円 計： 655，783，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，140円 複 勝 � 450円 � 170円 � 120円 枠 連（4－8） 3，690円

馬 連 �� 9，660円 馬 単 �� 27，310円

ワ イ ド �� 1，980円 �� 1，200円 �� 240円

3 連 複 ��� 5，590円 3 連 単 ��� 87，100円

票 数

単勝票数 計 559438 的中 � 14248（9番人気）
複勝票数 計 712392 的中 � 26390（7番人気）� 105475（2番人気）� 209959（1番人気）
枠連票数 計 139584 的中 （4－8） 2929（14番人気）
馬連票数 計 914941 的中 �� 7336（29番人気）
馬単票数 計 401366 的中 �� 1102（67番人気）
ワイド票数 計 730540 的中 �� 8287（28番人気）�� 14010（15番人気）�� 96186（1番人気）
3連複票数 計1341764 的中 ��� 17997（19番人気）
3連単票数 計1757806 的中 ��� 1463（278番人気）

ハロンタイム 12．7―12．0―12．8―12．3―12．0―11．7―11．6―11．5―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．7―37．5―49．8―1：01．8―1：13．5―1：25．1―1：36．6―1：48．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．6―3F36．0
1
3
8，10（7，6，9）（1，5）11－（2，4）3・（8，10）（7，6，9）（1，5）11－（2，4）3

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

勝馬の
紹 介

スカーフェイス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．11．18 京都4着

2016．4．24生 牡5鹿 母 スプリングサンダー 母母 スプリングマンボ 17戦4勝 賞金 59，169，000円

3103411月13日 晴 良 （3阪神5） 第3日 第10競走 ��1，800�
さかい

堺 ス テ ー ク ス
発走15時10分 （ダート・右）
3歳以上，3勝クラス，2．11．14以降3．11．7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 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

11 ブラックアーメット 牡3黒鹿53 藤岡 佑介窪田 芳郎氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 510＋ 21：51．4 19．7�
59 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 482－ 21：51．71� 6．4�
713 ジュディッタ 牝3鹿 52 藤岡 康太 �シルクレーシング 石坂 公一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 516＋ 61：51．8� 5．5�
611 ハヤブサナンデクン 牡5芦 55 武 豊武田 修氏 吉村 圭司 新ひだか グランド牧場 504－ 6 〃 クビ 5．7�
48 ペ ガ サ ス 牡5青鹿55 C．ルメール 中辻 明氏 大久保龍志 新ひだか 織田 正敏 B446－ 4 〃 ハナ 8．9�
36 モダスオペランディ 牡5鹿 54 酒井 学ゴドルフィン 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 526＋ 8 〃 アタマ 37．3	
510 ヴ ィ ゴ ー レ 牡3芦 53 M．デムーロ
ノースヒルズ 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 472＋ 41：51．9クビ 4．2�
47 スズカロング 牡7鹿 53 団野 大成永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 496－ 41：52．64 67．1�
35 アドマイヤメティス 牝4鹿 53 太宰 啓介近藤 旬子氏 畑端 省吾 安平 ノーザンファーム 422＋ 41：52．7クビ 33．0
612 ヴィーヴァバッカス 牡6栗 53 角田 大和芹澤 精一氏 田中 清隆 様似 清水スタッド 474－ 2 〃 クビ 289．9�
714� コパノリッチマン 牡4栃栗54 川須 栄彦小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 前谷 武志 510＋ 6 〃 ハナ 32．1�
815 サンレイファイト 牡5栗 54 高倉 稜永井 啓弍氏 茶木 太樹 平取 びらとり牧場 470＋ 61：52．8クビ 174．2�
23 ラヴォアドゥース 牝4栃栗52 和田 竜二
G1レーシング 渡辺 薫彦 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480＋ 21：52．9� 122．0�
12 ゴールドレガシー 牡3栗 53 松山 弘平
G1レーシング 平田 修 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B480＋ 6 〃 アタマ 5．5�
816 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 484＋141：53．54 29．4�
24 ミトノマルーン 牡5黒鹿54 富田 暁ロイヤルパーク 武 英智 新冠 新冠橋本牧場 B490＋ 21：58．0大差 185．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 63，782，500円 複勝： 98，888，000円 枠連： 28，434，900円
馬連： 141，061，500円 馬単： 50，009，800円 ワイド： 102，857，900円
3連複： 213，534，200円 3連単： 219，877，000円 計： 918，445，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，970円 複 勝 � 380円 � 200円 � 180円 枠 連（1－5） 610円

馬 連 �� 5，270円 馬 単 �� 12，730円

ワ イ ド �� 1，470円 �� 1，530円 �� 480円

3 連 複 ��� 5，650円 3 連 単 ��� 41，020円

票 数

単勝票数 計 637825 的中 � 25799（7番人気）
複勝票数 計 988880 的中 � 54623（7番人気）� 140672（2番人気）� 159836（1番人気）
枠連票数 計 284349 的中 （1－5） 36061（2番人気）
馬連票数 計1410615 的中 �� 20712（19番人気）
馬単票数 計 500098 的中 �� 2946（44番人気）
ワイド票数 計1028579 的中 �� 17326（16番人気）�� 16565（17番人気）�� 59138（1番人気）
3連複票数 計2135342 的中 ��� 28326（21番人気）
3連単票数 計2198770 的中 ��� 3886（141番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―12．9―12．2―12．3―12．4―12．5―12．5―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．4―36．3―48．5―1：00．8―1：13．2―1：25．7―1：38．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．6―3F38．2
1
3
5（4，11）（6，13）16（2，3，10）7，8，1（9，12）－14－15・（5，11）13（6，16）（4，3）（2，10）（7，8）（9，1）（14，12）－15

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

勝馬の
紹 介

ブラックアーメット �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 ケイムホーム デビュー 2020．6．13 阪神3着

2018．2．24生 牡3黒鹿 母 カチューシャ 母母 ロマンスプレゼント 12戦4勝 賞金 58，826，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミトノマルーン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年12月13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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 アルコレーヌ号・ウインダークローズ号・テリオスベル号・ヒーリングマインド号・ホッコーハナミチ号・

ライジングドラゴン号



3103511月13日 晴 良 （3阪神5） 第3日 第11競走 ��
��1，600�第56回デイリー杯2歳ステークス（ＧⅡ）

発走15時45分 （芝・右・外）
2歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量

デイリースポーツ賞（1着）
賞 品

本 賞 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000円
付 加 賞 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．3
1：32．3

良
良

66 セ リ フ ォ ス 牡2栗 55 藤岡 佑介�G1レーシング 中内田充正 安平 追分ファーム 486± 01：35．1 2．4�
11 ソネットフレーズ 牝2鹿 54 C．ルメール �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 466± 0 〃 クビ 3．0�
55 カワキタレブリー 牡2黒鹿55 松山 弘平川島 和範氏 杉山 佳明 新冠 川島牧場 430－ 21：35．41� 111．2�
77 プ ル パ レ イ 牡2鹿 55 M．デムーロ �Gリビエール・レーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 488± 0 〃 クビ 5．1�
22 スタニングローズ 牝2鹿 54 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 474－ 61：35．6� 7．3	
33 ド グ マ 牡2鹿 55 武 豊広尾レース� 武 幸四郎 浦河 桑田牧場 474－ 41：35．81� 14．5

44 ウナギノボリ 牡2黒鹿55 和田 竜二小田切有一氏 音無 秀孝 日高 中原牧場 B468－101：36．43	 24．9�

（7頭）

売 得 金
単勝： 216，766，700円 複勝： 165，413，800円 枠連： 発売なし
馬連： 287，913，700円 馬単： 159，306，700円 ワイド： 162，680，600円
3連複： 309，721，800円 3連単： 926，196，100円 計： 2，227，999，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 140円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 310円 馬 単 �� 610円

ワ イ ド �� 190円 �� 2，520円 �� 2，780円

3 連 複 ��� 7，190円 3 連 単 ��� 22，330円

票 数

単勝票数 計2167667 的中 � 746464（1番人気）
複勝票数 計1654138 的中 � 603255（1番人気）� 385000（2番人気）
馬連票数 計2879137 的中 �� 717245（1番人気）
馬単票数 計1593067 的中 �� 195424（1番人気）
ワイド票数 計1626806 的中 �� 292172（1番人気）�� 13798（16番人気）�� 12475（17番人気）
3連複票数 計3097218 的中 ��� 32290（18番人気）
3連単票数 計9261961 的中 ��� 30071（68番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―11．8―12．8―12．6―11．4―10．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．1―35．9―48．7―1：01．3―1：12．7―1：23．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F33．8
3 ・（2，7）（1，3）－5，6－4 4 7（2，3）（1，6）（5，4）

勝馬の
紹 介

セ リ フ ォ ス �

父 ダイワメジャー �


母父 Le Havre デビュー 2021．6．12 中京1着

2019．3．7生 牡2栗 母 シーフロント 母母 Freedom Herself 3戦3勝 賞金 76，686，000円

3103611月13日 晴 良 （3阪神5） 第3日 第12競走 ��
��1，400�3歳以上2勝クラス

発走16時20分 （芝・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
1：19．2
1：19．0

良
良

57 グ ラ ン レ イ 牡4鹿 57 池添 謙一名古屋友豊� 池添 学 新ひだか 前谷 武志 468－ 21：22．0 3．0�
11 モンファボリ 牝3鹿 54 C．ルメール �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 438± 0 〃 ハナ 2．6�
68 ス キ ッ プ 牡5黒鹿57 和田 竜二�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 484± 01：22．11 18．8�
22 � ヴォイスオブジョイ 牝5鹿 55 M．デムーロ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 水野 貴広 米 Bryan

Connors 464－ 41：22．2	 12．8�
812 ヤマニンプティパ 牝4鹿 55 酒井 学土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 442－ 21：22．3	 62．1	
69 ウィスパリンホープ 牝4鹿 55 古川 吉洋�タイヘイ牧場 昆 貢 新ひだか タイヘイ牧場 498＋ 6 〃 ハナ 16．5

44 ファルヴォーレ 牡3芦 56 団野 大成杉山 忠国氏 高橋 義忠 新ひだか 明治牧場 460＋ 4 〃 ハナ 5．3�
813 ラストリージョ 牝3鹿 54

51 ▲角田 大和 �ブルースターズファーム 蛯名 利弘 新冠 株式会社ブルー
スターズファーム 450－ 61：22．51 210．1�

711 ベストクィーン 牝5栗 55 吉田 隼人田畑 富子氏 茶木 太樹 新冠 ハクツ牧場 432＋ 4 〃 アタマ 94．2
710
 トゥインクルリーフ 牝5鹿 55 松山 弘平 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 吉岡 辰弥 新ひだか ウエスタンファーム 466＋ 21：22．6	 20．0�
45 � ジャスパーゴールド 牡3栗 56 武 豊加藤 和夫氏 森 秀行 米 Randy Lee

Myers 448＋ 21：23．02	 25．8�
56 ウインオルビット 牡6鹿 57 国分 優作�ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム B498± 01：23．32 394．1�
33 ホワイトロッジ 牝4鹿 55 藤岡 佑介ゴドルフィン 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 422＋ 21：23．51 28．8�
（13頭）

売 得 金
単勝： 86，177，200円 複勝： 102，071，900円 枠連： 34，969，900円
馬連： 156，140，200円 馬単： 70，561，500円 ワイド： 126，645，900円
3連複： 233，717，600円 3連単： 320，601，500円 計： 1，130，885，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 130円 � 240円 枠 連（1－5） 350円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 880円

ワ イ ド �� 230円 �� 630円 �� 650円

3 連 複 ��� 1，830円 3 連 単 ��� 6，160円

票 数

単勝票数 計 861772 的中 � 228993（2番人気）
複勝票数 計1020719 的中 � 215225（2番人気）� 240142（1番人気）� 78292（5番人気）
枠連票数 計 349699 的中 （1－5） 75712（1番人気）
馬連票数 計1561402 的中 �� 261068（1番人気）
馬単票数 計 705615 的中 �� 59960（2番人気）
ワイド票数 計1266459 的中 �� 163863（1番人気）�� 46557（5番人気）�� 45215（6番人気）
3連複票数 計2337176 的中 ��� 95289（3番人気）
3連単票数 計3206015 的中 ��� 37672（10番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．4―11．4―11．7―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．5―34．9―46．3―58．0―1：09．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グ ラ ン レ イ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2019．10．5 京都3着

2017．3．21生 牡4鹿 母 ミラクルベリー 母母 ミラクルワウ 15戦3勝 賞金 56，272，000円
※出走取消馬 ベッラヴォルタ号（疾病〔心房細動〕のため）
※ウインオルビット号・ヴォイスオブジョイ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



（3阪神5）第3日 11月13日（土曜日） 晴一時曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 147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

302，400，000円
5，620，000円
28，360，000円
1，950，000円
31，100，000円
64，348，500円
5，318，500円
1，411，200円

勝馬投票券売得金
723，621，800円
925，133，100円
155，170，600円
1，067，141，800円
537，292，500円
795，121，900円
1，490，464，300円
2，535，342，200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 8，229，288，200円

総入場人員 4，761名 （有料入場人員 4，566名）4, 533名）4, 728名
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