
3107311月27日 晴 良 （3阪神5） 第7日 第1競走 1，800�2歳未勝利
発走10時05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
1：50．9
1：50．9

不良
不良

55 フローラルビアンカ 牝2黒鹿54 藤岡 佑介ライオンレースホース� 田中 克典 安平 ノーザンファーム 468－ 41：56．8 9．1�
810 メイショウホマレ 牝2黒鹿 54

51 ▲小沢 大仁松本 好�氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 454± 01：56．9� 3．1�
66 レ タ ラ 牝2芦 54

53 ☆泉谷 楓真飯田 正剛氏 吉村 圭司 新ひだか 千代田牧場 452＋101：57．0クビ 9．5�
22 クリノフラッグ 牝2鹿 54 和田 竜二栗本 博晴氏 川村 禎彦 平取 坂東牧場 454－ 41：57．64 102．2�
77 ワンダーキサラ 牝2鹿 54 武 豊山本 能成氏 石橋 守 浦河 大島牧場 438＋ 21：58．45 1．8	
11 サンボールダー 牝2鹿 54 荻野 琢真 �加藤ステーブル 角田 晃一 日高 株式会社

ケイズ 450＋ 41：59．03� 260．1

44 エ ボ ニ ー 牝2黒鹿 54

51 ▲角田 大和前田 幸治氏 寺島 良 新ひだか 土居牧場 B430－ 41：59．42� 50．6�
78 ブルックレット 牝2鹿 54 幸 英明�三嶋牧場 北出 成人 浦河 三嶋牧場 456＋ 21：59．82� 17．8
89 ジ ロ ロ ー ザ 牝2黒鹿54 城戸 義政岡田 牧雄氏 羽月 友彦 浦河 村下 清志 446＋ 22：00．33� 397．8�
33 カガヤキホコレ 牝2黒鹿54 浜中 俊増山 武志氏 辻野 泰之 新冠 長浜牧場 462＋10 （競走中止） 37．4�

（10頭）

売 得 金
単勝： 41，616，100円 複勝： 128，714，600円 枠連： 7，631，100円
馬連： 48，404，100円 馬単： 35，068，300円 ワイド： 46，765，100円
3連複： 79，520，600円 3連単： 161，066，000円 計： 548，785，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 530円 � 270円 � 470円 枠 連（5－8） 1，270円

馬 連 �� 1，270円 馬 単 �� 3，530円

ワ イ ド �� 400円 �� 690円 �� 400円

3 連 複 ��� 2，370円 3 連 単 ��� 17，840円

票 数

単勝票数 計 416161 的中 � 38344（3番人気）
複勝票数 計1287146 的中 � 60056（4番人気）� 138590（2番人気）� 69112（3番人気）
枠連票数 計 76311 的中 （5－8） 4637（5番人気）
馬連票数 計 484041 的中 �� 29459（6番人気）
馬単票数 計 350683 的中 �� 7435（12番人気）
ワイド票数 計 467651 的中 �� 30783（6番人気）�� 16193（8番人気）�� 30983（5番人気）
3連複票数 計 795206 的中 ��� 25062（9番人気）
3連単票数 計1610660 的中 ��� 6545（52番人気）

ハロンタイム 13．2―11．9―13．3―12．4―12．5―12．5―12．7―13．6―14．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．1―38．4―50．8―1：03．3―1：15．8―1：28．5―1：42．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．5―3F41．0
1
3

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

・（10，7）（3，5）4（2，8）－9－1－6・（10，7）5－2（6，8）－4－9（3，1）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

フローラルビアンカ �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2021．8．21 札幌8着

2019．3．30生 牝2黒鹿 母 ビアンカシェボン 母母 ミルズウィスパー 4戦1勝 賞金 5，870，000円
〔競走中止〕 カガヤキホコレ号は，競走中に前進気勢を欠いたため最後の直線コースで競走中止。
〔調教再審査〕 カガヤキホコレ号は，競走中に前進気勢を欠き，最後の直線コースで競走を中止したことについて平地調教再審査。

3107411月27日 晴 良 （3阪神5） 第7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

815 オーロベルディ 牝2鹿 54 松山 弘平ロイヤルパーク 池添 兼雄 新ひだか 仲野牧場 474± 01：13．4 10．8�
11 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－ 41：13．82� 5．7�
36 イ ラ ー レ 牝2栗 54 幸 英明�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 440－ 21：14．43� 3．5�
24 タイガークリスエス 牡2黒鹿55 秋山真一郎伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 日高 門別牧場 476－ 21：14．71� 60．6�
59 ワンダークレイモア 牡2黒鹿55 長岡 禎仁山本 能成氏 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 482＋ 41：15．12� 12．6�
714 アスターヘキサゴン 牡2栗 55

52 ▲角田 大和加藤 久枝氏 中竹 和也 日高 天羽牧場 476± 01：15．2� 2．4	
47 アップトゥザナイン 牡2栗 55

51 ★永島まなみ �京都ホースレーシング 高橋 康之 新冠 村上 進治 458＋ 81：15．3� 51．8

35 タロファイター 牡2鹿 55 団野 大成髙岡 浩行氏 中尾 秀正 新冠 アサヒ牧場 468－ 41：15．51 79．7�
816 タカノドリーム 牡2栗 55

52 ▲松本 大輝山口多賀司氏 梅田 智之 新冠 大栄牧場 504－ 41：15．81� 392．8�
12 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 428－ 6 〃 クビ 431．6
713 ト リ ブ ー ト 牡2黒鹿55 太宰 啓介寺田 寿男氏 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 484－ 81：16．11� 72．2�
23 クリノゴールド 牝2黒鹿 54

51 ▲西谷 凜栗本 博晴氏 荒川 義之 新冠 富本 茂喜 418－ 61：16．31� 150．3�
48 ウインマミリアス 牡2鹿 55 斎藤 新�ウイン 五十嵐忠男 新ひだか 森 政巳 472－ 41：16．51� 379．1�
611 ブランニューミー 牝2鹿 54 城戸 義政山口 正行氏 清水 久詞 浦河 信成牧場 466－ 41：16．6クビ 16．8�
510 ブエナディオサ 牝2鹿 54

51 ▲小沢 大仁エースレーシング 千田 輝彦 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 420－ 41：16．92 68．1�

612 キーシーズン 牝2黒鹿54 和田 翼北前孔一郎氏 杉山 佳明 新冠 中本牧場 398－ 61：17．32� 633．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 45，761，400円 複勝： 57，831，100円 枠連： 10，863，900円
馬連： 67，169，100円 馬単： 31，532，500円 ワイド： 60，036，100円
3連複： 104，989，900円 3連単： 114，211，600円 計： 492，395，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，080円 複 勝 � 190円 � 160円 � 140円 枠 連（1－8） 1，780円

馬 連 �� 2，130円 馬 単 �� 5，510円

ワ イ ド �� 720円 �� 660円 �� 320円

3 連 複 ��� 2，130円 3 連 単 ��� 18，980円

票 数

単勝票数 計 457614 的中 � 35815（4番人気）
複勝票数 計 578311 的中 � 67682（4番人気）� 93437（3番人気）� 116131（2番人気）
枠連票数 計 108639 的中 （1－8） 4722（8番人気）
馬連票数 計 671691 的中 �� 24390（9番人気）
馬単票数 計 315325 的中 �� 4292（20番人気）
ワイド票数 計 600361 的中 �� 20148（9番人気）�� 22277（7番人気）�� 52362（3番人気）
3連複票数 計1049899 的中 ��� 36950（6番人気）
3連単票数 計1142116 的中 ��� 4362（58番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―12．0―12．4―12．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．9―35．9―48．3―1：00．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オーロベルディ �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2021．8．21 小倉8着

2019．4．30生 牝2鹿 母 ヒラボクミラクル 母母 ロイヤルペルラ 5戦1勝 賞金 7，870，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ジョーフェイス号

第５回 阪神競馬 第７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



3107511月27日 晴 良 （3阪神5） 第7日 第3競走 ��1，600�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
1：32．3
1：32．3

良
良

36 ハ ン ス 牡2鹿 55 横山 典弘平山 靖氏 四位 洋文 浦河 三嶋牧場 450＋ 21：34．4 10．9�
23 アドマイヤジェイ 牡2鹿 55 吉田 隼人近藤 旬子氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 484＋ 61：34．5� 6．0�
714 デ ィ オ 牡2黒鹿55 岩田 望来石川 達絵氏 辻野 泰之 日高 下河辺牧場 486± 01：34．81� 17．2�
715 リ ゴ レ ッ ト 牝2鹿 54 藤岡 康太 �キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム B434＋ 21：35．22� 36．1�
48 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 458＋ 2 〃 ハナ 1．8	
59 ロードマゼラン 牡2青鹿55 松山 弘平 �ロードホースクラブ 奥村 豊 新ひだか ケイアイファーム 494＋ 2 〃 アタマ 46．5

816 ムーンリットナイト 牡2鹿 55

52 ▲角田 大和 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 474＋ 21：35．3� 7．3�
611 ヨシノエスポワール 牡2鹿 55 西村 淳也清水 義德氏 中尾 秀正 浦河 ガーベラパー

クスタツド B478－ 41：35．4� 753．1�
35 デルマローレライ 牝2黒鹿 54

51 ▲小沢 大仁浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 418＋ 6 〃 ハナ 91．4
11 レアルタッド 牡2鹿 55 幸 英明吉田 晴哉氏 高橋 康之 安平 追分ファーム 498－ 41：35．61� 17．5�
612 レッドデクスター 牡2青鹿55 武 豊 �東京ホースレーシング 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 470± 01：35．7クビ 52．5�
510� アルムマッツ 牡2芦 55

52 ▲松本 大輝加藤 誠氏 中竹 和也 米 Chester Broman &
Mary R. Broman 482－ 41：35．8� 263．7�

817 グランドゴールド 牡2栗 55 国分 優作田畑 利彦氏 羽月 友彦 新ひだか 片岡 博 442± 0 〃 ハナ 84．4�
47 タイセイエピソード 牡2栗 55 松若 風馬田中 成奉氏 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 468＋ 21：35．9� 40．4�
12 ク リ ノ ビ ビ 牝2芦 54

51 ▲西谷 凜栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 446－ 61：36．0アタマ 958．9�
713 アマノカイザー 牡2鹿 55 酒井 学中村 孝氏 藤沢 則雄 登別 ユートピア牧場 468＋ 21：36．32 697．7�
818 カスターニャルーナ 牝2栗 54 藤岡 佑介吉田 安惠氏 武 英智 安平 追分ファーム 450－ 61：36．4� 269．2�
24 オ グ ロ 牡2栗 55 国分 恭介幅田 昌伸氏 加用 正 浦河 高昭牧場 460＋101：36．71� 545．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 68，140，900円 複勝： 98，587，500円 枠連： 13，785，700円
馬連： 75，504，600円 馬単： 39，507，000円 ワイド： 81，027，800円
3連複： 125，475，800円 3連単： 143，477，100円 計： 645，506，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，090円 複 勝 � 260円 � 190円 � 420円 枠 連（2－3） 2，190円

馬 連 �� 2，320円 馬 単 �� 5，320円

ワ イ ド �� 720円 �� 1，940円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 10，210円 3 連 単 ��� 56，310円

票 数

単勝票数 計 681409 的中 � 52489（4番人気）
複勝票数 計 985875 的中 � 98390（4番人気）� 153954（2番人気）� 52474（6番人気）
枠連票数 計 137857 的中 （2－3） 4859（9番人気）
馬連票数 計 755046 的中 �� 25143（7番人気）
馬単票数 計 395070 的中 �� 5564（18番人気）
ワイド票数 計 810278 的中 �� 29746（7番人気）�� 10388（18番人気）�� 19697（9番人気）
3連複票数 計1254758 的中 ��� 9214（34番人気）
3連単票数 計1434771 的中 ��� 1847（160番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．8―35．6―47．4―59．1―1：10．9―1：22．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．3
3 ・（4，5）15（3，7）（8，18）（1，14）16（6，10）12，11，17（2，13）－9 4 ・（4，5，15）（3，7，8）（1，14，18）16，6（11，10）12，17（2，13，9）

勝馬の
紹 介

ハ ン ス �
�
父 イスラボニータ �

�
母父 アドマイヤムーン デビュー 2021．11．14 阪神2着

2019．3．7生 牡2鹿 母 ダイヤモンドハイ 母母 ルックアミリオン 2戦1勝 賞金 7，900，000円

3107611月27日 晴 良 （3阪神5） 第7日 第4競走 1，400�2歳未勝利
発走11時35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

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 514－ 81：22．7 2．2�

816 サブライムアンセム 牝2鹿 54 福永 祐一 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 472－ 4 〃 クビ 7．8�
36 シャウビンダー 牝2栗 54 松山 弘平金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 日高 日高大洋牧場 410－ 4 〃 アタマ 12．0�
715 イ プ ノ ー ズ 牝2青鹿54 坂井 瑠星�ノースヒルズ 大久保龍志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 442＋ 81：22．8� 12．4�
510 ベ ニ テ マ リ 牝2鹿 54 吉田 隼人�G1レーシング 西園 正都 安平 追分ファーム 430＋ 21：22．9クビ 168．7	
48 シゲルハナミザケ 牝2栗 54 幸 英明森中 蕃氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 466＋101：23．11� 41．1

35 ベルシャンテ 牝2鹿 54 岩田 望来 �キャロットファーム 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 432± 0 〃 クビ 5．9�
23 ル シ ョ コ ラ 牝2青鹿 54

53 ☆泉谷 楓真 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 468＋ 81：23．31� 5．5�

817 ハヤブサウィッシュ 牡2栗 55 川又 賢治武田 修氏 吉村 圭司 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 470＋ 81：23．4クビ 59．3

611 トウカイイグニス 牡2鹿 55 浜中 俊内村 正則氏 長谷川浩大 新冠 長浜牧場 458＋101：23．61� 390．6�
11 ト イ ム ム 牝2青鹿54 団野 大成成田 才仁氏 飯田 祐史 日高 川端 正博 448－ 6 〃 アタマ 41．2�
713 メイショウセロジネ 牝2栗 54

51 ▲小沢 大仁松本 好雄氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 458± 0 〃 アタマ 146．0�
47 メイショウカジヤ �2鹿 55 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 454－101：23．92 85．3�
12 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 448－101：24．11 468．4�
59 アスターデカゴン 牡2鹿 55

52 ▲角田 大和加藤 久枝氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム 484－141：24．42 356．8�
714 ジョードリブル 牝2芦 54

51 ▲松本 大輝上田けい子氏 松下 武士 浦河 斉藤 政志 474－ 41：24．61� 428．8�
612 エールゴージューン 牡2栗 55 松若 風馬佐伯由加理氏 武 英智 新ひだか 藤原牧場 438＋ 61：25．45 495．1�
818 ナッシングマターズ 牡2芦 55 加藤 祥太琴浦 諒氏 杉山 佳明 日高 シンボリ牧場 B482－ 21：25．71� 633．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 57，271，500円 複勝： 81，377，700円 枠連： 19，228，800円
馬連： 79，317，200円 馬単： 37，734，700円 ワイド： 80，119，800円
3連複： 128，735，500円 3連単： 138，621，800円 計： 622，407，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 220円 � 230円 枠 連（2－8） 640円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 1，540円

ワ イ ド �� 450円 �� 500円 �� 1，330円

3 連 複 ��� 3，260円 3 連 単 ��� 10，660円

票 数

単勝票数 計 572715 的中 � 213845（1番人気）
複勝票数 計 813777 的中 � 220078（1番人気）� 78578（4番人気）� 74630（5番人気）
枠連票数 計 192288 的中 （2－8） 23251（3番人気）
馬連票数 計 793172 的中 �� 60258（3番人気）
馬単票数 計 377347 的中 �� 18351（4番人気）
ワイド票数 計 801198 的中 �� 47850（3番人気）�� 41767（5番人気）�� 14379（15番人気）
3連複票数 計1287355 的中 ��� 29591（9番人気）
3連単票数 計1386218 的中 ��� 9422（25番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．4―35．1―46．8―58．5―1：10．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．6―3F35．9
3 10，15（5，12，17）4（1，3，6）（9，14）（2，7，16）13（11，18）－8 4 10，15（5，17）（4，12，6）16（1，3，14）9（2，7，13，8）11，18

勝馬の
紹 介

スピリットワールド �
�
父 アメリカンペイトリオット �

�
母父 Coronado’s Quest デビュー 2021．10．17 阪神5着

2019．4．24生 牡2鹿 母 アクアリスト 母母 Oyster Catcher 3戦1勝 賞金 7，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ダイヴトゥブルー号



3107711月27日 晴 良 （3阪神5） 第7日 第5競走 ��1，600�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
1：32．3
1：32．3

良
良

22 サ ク 牝2鹿 54 幸 英明�LEVEL－K 北出 成人 日高 前野牧場 446 ―1：37．7 39．2�
56 レオンバローズ 牡2黒鹿55 岩田 望来猪熊 広次氏 渡辺 薫彦 浦河 三嶋牧場 478 ―1：37．8� 13．1�
69 セ ル ケ ト 牝2鹿 54 福永 祐一吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 486 ―1：37．9クビ 2．3�
33 ブラッドワイルド 牡2黒鹿55 吉田 隼人 �社台レースホース野中 賢二 千歳 社台ファーム 506 ― 〃 クビ 14．2�
11 コイニオチテ 牡2鹿 55

52 ▲松本 大輝野村 茂雄氏 森 秀行 浦河 酒井牧場 494 ― 〃 ハナ 4．5	
812 デルマグレムリン 牡2栗 55 岩田 康誠浅沼 廣幸氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 444 ―1：38．11 40．6

813 オーラライト 牝2黒鹿54 松山 弘平 �サンデーレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 442 ―1：38．52� 7．1�
68 デ ィ ス コ 牝2鹿 54 和田 竜二 �吉澤ホールディングス 音無 秀孝 日高 荒井ファーム 488 ― 〃 クビ 68．2�
44 メイショウサキガケ 牡2鹿 55 団野 大成松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 まるとみ冨岡牧場 438 ―1：38．6� 206．2
45 デ ィ ガ ス ト 牝2鹿 54 池添 謙一吉田 安惠氏 小林 真也 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438 ―1：38．81� 27．4�
57 � ハイパーストーム 牝2鹿 54 武 豊合同会社小林英一

ホールディングス 須貝 尚介 米 Winches-
ter Farm 458 ―1：38．9� 7．9�

711 マコトカラカシワ 牝2栗 54 藤岡 康太�ディアマント �島 一歩 日高 ヤナガワ牧場 434 ―1：39．32� 84．0�
710 ワンダークエーサー 牡2黒鹿55 高倉 稜山本 能成氏 渡辺 薫彦 浦河 大島牧場 452 ― 〃 アタマ 191．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 57，888，800円 複勝： 64，390，700円 枠連： 11，631，200円
馬連： 66，145，500円 馬単： 34，520，500円 ワイド： 58，347，700円
3連複： 96，032，500円 3連単： 120，009，100円 計： 508，966，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，920円 複 勝 � 800円 � 290円 � 130円 枠 連（2－5） 7，760円

馬 連 �� 20，860円 馬 単 �� 46，310円

ワ イ ド �� 4，030円 �� 1，330円 �� 650円

3 連 複 ��� 12，180円 3 連 単 ��� 181，260円

票 数

単勝票数 計 578888 的中 � 12540（8番人気）
複勝票数 計 643907 的中 � 14611（8番人気）� 48181（5番人気）� 183711（1番人気）
枠連票数 計 116312 的中 （2－5） 1161（23番人気）
馬連票数 計 661455 的中 �� 2457（39番人気）
馬単票数 計 345205 的中 �� 559（79番人気）
ワイド票数 計 583477 的中 �� 3551（37番人気）�� 11181（15番人気）�� 24277（6番人気）
3連複票数 計 960325 的中 ��� 5910（37番人気）
3連単票数 計1200091 的中 ��� 480（412番人気）

ハロンタイム 12．9―11．7―12．4―12．8―12．7―12．2―11．0―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．6―37．0―49．8―1：02．5―1：14．7―1：25．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サ ク �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 マヤノトップガン 初出走

2019．4．20生 牝2鹿 母 コパノマルコリーニ 母母 ステファーナ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※出走取消馬 ラヴァーズリング号（疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため）

3107811月27日 晴 良 （3阪神5） 第7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

77 � フーリッシュホビー 牝2芦 54 幸 英明吉田 千津氏 杉山 佳明 米 Three Chim-
neys Farm, LLC 474 ―1：58．1 5．3�

33 � シェイリーン 牝2芦 54 福永 祐一吉田 和美氏 池添 学 米 Town & Country
Horse Farms, LLC 488 ― 〃 クビ 1．4�

66 メイショウカゲカツ 牡2芦 55 和田 竜二松本 好雄氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 512 ―1：58．52 36．9�
55 マルカアトラス 牡2鹿 55

52 ▲小沢 大仁日下部 猛氏 松永 昌博 浦河 高昭牧場 496 ―1：58．82 7．2�
11 メイショウヒシャ 牡2鹿 55 団野 大成松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 530 ―1：59．11� 14．1�
22 コマノジェネシス 牡2鹿 55 西村 淳也長谷川芳信氏 庄野 靖志 むかわ 新井牧場 458 ―1：59．2� 28．2�
44 タマモモンレーブ 牡2芦 55

54 ☆富田 暁タマモ	 大橋 勇樹 新冠 守矢牧場 518 ―1：59．73 44．7

88 チ ャ キ �2鹿 55 松山 弘平中村 祐子氏 茶木 太樹 新冠 武田牧場 450 ― 〃 クビ 33．5�

（8頭）

売 得 金
単勝： 52，996，800円 複勝： 126，079，400円 枠連： 発売なし
馬連： 52，440，400円 馬単： 37，936，900円 ワイド： 41，599，700円
3連複： 71，291，800円 3連単： 171，556，000円 計： 553，901，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 130円 � 110円 � 300円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 240円 馬 単 �� 1，040円

ワ イ ド �� 160円 �� 1，020円 �� 750円

3 連 複 ��� 2，050円 3 連 単 ��� 9，910円

票 数

単勝票数 計 529968 的中 � 84594（2番人気）
複勝票数 計1260794 的中 � 100357（2番人気）� 948043（1番人気）� 22163（7番人気）
馬連票数 計 524404 的中 �� 163744（1番人気）
馬単票数 計 379369 的中 �� 27232（4番人気）
ワイド票数 計 415997 的中 �� 91908（1番人気）�� 8330（13番人気）�� 11597（10番人気）
3連複票数 計 712918 的中 ��� 25988（7番人気）
3連単票数 計1715560 的中 ��� 12549（39番人気）

ハロンタイム 13．2―11．9―14．3―13．5―13．7―13．3―12．9―12．6―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．1―39．4―52．9―1：06．6―1：19．9―1：32．8―1：45．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�フーリッシュホビー �

父 Arrogate �


母父 Flatter 初出走

2019．2．19生 牝2芦 母 Flatter Up 母母 Tenacious Tina 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※メイショウカゲカツ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



3107911月27日 晴 良 （3阪神5） 第7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

33 ジェットエンブレム 牡3栗 56
53 ▲小沢 大仁犬塚悠治郎氏 石坂 公一 日高 浜本牧場 B506＋121：12．9 7．7�

22 ベ ラ ー ル 牡4黒鹿57 岩田 康誠安原 浩司氏 武 幸四郎 浦河 三嶋牧場 492＋10 〃 アタマ 7．1�
11 メイショウカイト 牝3黒鹿 54

53 ☆泉谷 楓真松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 446＋ 41：13．11� 6．0�
79 ノーブルグレイス 牝3鹿 54 岩田 望来吉木 伸彦氏 宮本 博 平取 稲原牧場 450＋121：13．73� 4．0�
44 シゲルキンセイ 牡4鹿 57 国分 恭介森中 蕃氏 五十嵐忠男 新冠 カミイスタット B486＋ 41：13．91� 22．8�
812 フ ェ ラ ー ラ 牝3鹿 54 幸 英明北山 敏�氏 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 422± 01：14．0� 9．7	
67 シゲルメダリスト 牡3鹿 56

55 ☆富田 暁森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 バンブー牧場 474－ 2 〃 クビ 54．9

55 � ランランウイング 牝5黒鹿55 和田 竜二�髙昭牧場 今野 貞一 浦河 高昭牧場 B470－ 61：14．2� 9．4�
811 サウンドプリズム 牡4青鹿57 池添 謙一増田 雄一氏 武 英智 日高 本間牧場 B448＋ 8 〃 クビ 6．5
68 サダムゲンヤ 牡5鹿 57 川須 栄彦大西美生子氏 中尾 秀正 新ひだか 坂本 智広 514－ 21：14．41� 10．7�
56 � トーレスデルパイネ 牝4栗 55 松田 大作�ミルファーム 萱野 浩二 浦河 山下 恭茂 482＋ 81：15．46 110．5�
710 ドンマニフィコ 牡4芦 57 M．デムーロ山田 貢一氏 牧浦 充徳 日高 アイズスタッド株式会社 460＋ 41：15．61� 21．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 42，295，400円 複勝： 69，039，800円 枠連： 13，475，300円
馬連： 80，136，400円 馬単： 32，838，900円 ワイド： 69，775，600円
3連複： 120，193，300円 3連単： 131，487，600円 計： 559，242，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 260円 � 220円 � 200円 枠 連（2－3） 2，880円

馬 連 �� 2，330円 馬 単 �� 4，390円

ワ イ ド �� 840円 �� 1，130円 �� 890円

3 連 複 ��� 4，870円 3 連 単 ��� 30，680円

票 数

単勝票数 計 422954 的中 � 43765（5番人気）
複勝票数 計 690398 的中 � 65198（5番人気）� 81580（4番人気）� 95082（3番人気）
枠連票数 計 134753 的中 （2－3） 3618（16番人気）
馬連票数 計 801364 的中 �� 26640（7番人気）
馬単票数 計 328389 的中 �� 5606（12番人気）
ワイド票数 計 697756 的中 �� 21673（7番人気）�� 15587（19番人気）�� 20194（10番人気）
3連複票数 計1201933 的中 ��� 18503（15番人気）
3連単票数 計1314876 的中 ��� 3107（99番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．7―11．9―12．2―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．6―35．3―47．2―59．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジェットエンブレム �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2020．7．12 阪神12着

2018．5．8生 牡3栗 母 アイアムネオ 母母 イクスペクトトゥシャイン 14戦2勝 賞金 22，400，000円

3108011月27日 曇 良 （3阪神5） 第7日 第8競走 ��1，800�3歳以上2勝クラス
発走13時55分 （ダート・右）

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

713 ホールシバン 牡3鹿 55 岩田 望来ゴドルフィン 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 524＋161：53．2 7．9�

12 フィニステール 牡4黒鹿57 川田 将雅金子真人ホール
ディングス� 中内田充正 日高 白井牧場 B470－ 2 〃 クビ 6．5�

11 クリノドラゴン 牡3栗 55 武 豊栗本 博晴氏 大橋 勇樹 日高 宝寄山 拓樹 482＋141：53．3クビ 53．6�
816 ゴールドハイアー 牡3栗 55 福永 祐一居城 寿与氏 大久保龍志 新冠 北勝ファーム 484＋ 61：54．04 2．1�
24 ハイパーステージ 牡4芦 57 坂井 瑠星 �グランデオーナーズ 吉田 直弘 浦河 宮内牧場 448＋ 21：54．21� 12．8�
59 ヴェラアズール 牡4青 57 �島 克駿 	キャロットファーム 渡辺 薫彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 514－ 21：54．3� 31．3

23 ナリタフォルテ 牡3鹿 55

54 ☆富田 暁�オースミ 木原 一良 日高 白井牧場 588＋ 41：54．62 11．3�
48 カネコメノボル �4栗 57 森 裕太朗髙岡 義雄氏 中尾 秀正 新冠 アサヒ牧場 442＋ 8 〃 ハナ 42．0�
36 ポップフランセ 牡5栗 57

54 ▲角田 大和吉田 照哉氏 小林 真也 千歳 社台ファーム B464＋ 71：55．45 238．5
815 イツカハシャチョウ 牡3鹿 55 岩田 康誠 �ミキハウスHKサービス 吉田 直弘 新冠 村上 欽哉 500＋ 41：55．5� 18．0�
47 オンワードセルフ 牡5鹿 57 藤岡 康太樫山 章子氏 村山 明 新冠 高橋 忍 B484＋ 21：55．71	 585．1�
714 ワイズマンハート 牡3鹿 55

52 ▲小沢 大仁吉岡 泰治氏 松永 昌博 森 笹川大晃牧場 472± 01：55．91	 7．3�
612
 フローラルドレス 牝4鹿 55 幸 英明髙橋 正雄氏 森田 直行 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 424－ 2 〃 ハナ 53．1�
611 ルドンカズマ 牡4鹿 57 吉田 隼人合同会社雅苑興業 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 B500＋ 41：56．21� 59．8�
35 ヴ ェ ノ ム 牡3鹿 55 池添 謙一市川義美ホール

ディングス� 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 540＋181：56．84 38．9�
510
 エ ミ ー リ オ 牡7鹿 57 国分 優作加藤 誠氏 田中 剛 日高 日高大洋牧場 502＋ 41：58．6大差 275．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 63，565，400円 複勝： 95，523，700円 枠連： 24，423，900円
馬連： 109，365，800円 馬単： 42，900，700円 ワイド： 97，411，300円
3連複： 174，632，200円 3連単： 176，228，500円 計： 784，051，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 300円 � 210円 � 840円 枠 連（1－7） 1，380円

馬 連 �� 3，300円 馬 単 �� 5，600円

ワ イ ド �� 1，180円 �� 5，780円 �� 2，750円

3 連 複 ��� 35，910円 3 連 単 ��� 141，640円

票 数

単勝票数 計 635654 的中 � 64176（4番人気）
複勝票数 計 955237 的中 � 82556（6番人気）� 138456（2番人気）� 24826（11番人気）
枠連票数 計 244239 的中 （1－7） 13618（6番人気）
馬連票数 計1093658 的中 �� 25658（11番人気）
馬単票数 計 429007 的中 �� 5737（16番人気）
ワイド票数 計 974113 的中 �� 21931（11番人気）�� 4246（54番人気）�� 9062（28番人気）
3連複票数 計1746322 的中 ��� 3647（108番人気）
3連単票数 計1762285 的中 ��� 902（424番人気）

ハロンタイム 12．9―11．1―13．4―12．8―12．6―12．3―12．2―12．8―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．0―37．4―50．2―1：02．8―1：15．1―1：27．3―1：40．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ホールシバン �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 Hard Spun デビュー 2020．9．13 中山3着

2018．3．13生 牡3鹿 母 サ マ リ ー ズ 母母 ミスアドーラブル 5戦3勝 賞金 28，294，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エミーリオ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年12月27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 フェブタイズ号



3108111月27日 曇 良 （3阪神5） 第7日 第9競走 ��
��2，600�

え さ か

江 坂 特 別
発走14時30分 （芝・右・外）
3歳以上，2勝クラス；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 154，000円 44，000円 22，000円 � コースレコード

中央レコード
2：35．1
2：35．1

良
良

44 マカオンドール 牡3芦 55 松山 弘平關 陽彦氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 492＋ 62：44．6 1．3�
55 コスモジェミラ 牝4芦 55 幸 英明 �ビッグレッドファーム 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 460＋ 22：45．02� 13．0�
11 ナオミラフィネ 牝4栗 55 藤岡 佑介塩澤 正樹氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B468＋122：45．1� 30．5�
77 タイセイモンストル 牡4鹿 57 池添 謙一田中 成奉氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 484＋ 22：45．41	 5．0�
33 キ ス ラ ー 牡5青鹿57 武 豊�キーファーズ 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 484＋ 62：45．71	 7．2	
66 トロピカルストーム 
8黒鹿57 吉田 隼人吉田 和美氏 茶木 太樹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466＋ 82：45．91� 19．7

22 サイモンサーマル 
6鹿 57 �島 克駿澤田 昭紀氏 根本 康広 日高 ヤナガワ牧場 488－ 82：47．17 139．3�

（7頭）

売 得 金
単勝： 43，622，400円 複勝： 95，806，600円 枠連： 発売なし
馬連： 63，949，700円 馬単： 49，131，400円 ワイド： 46，116，500円
3連複： 90，126，400円 3連単： 311，537，600円 計： 700，290，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 200円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 640円

ワ イ ド �� 240円 �� 480円 �� 1，570円

3 連 複 ��� 2，260円 3 連 単 ��� 5，770円

票 数

単勝票数 計 436224 的中 � 260026（1番人気）
複勝票数 計 958066 的中 � 738923（1番人気）� 53069（3番人気）
馬連票数 計 639497 的中 �� 97093（3番人気）
馬単票数 計 491314 的中 �� 56845（3番人気）
ワイド票数 計 461165 的中 �� 56929（3番人気）�� 23924（6番人気）�� 6454（14番人気）
3連複票数 計 901264 的中 ��� 29838（9番人気）
3連単票数 計3115376 的中 ��� 39126（20番人気）

ハロンタイム 13．4―12．7―13．5―14．3―13．4―13．0―12．9―12．9―12．2―11．8―11．7―10．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
13．4―26．1―39．6―53．9―1：07．3―1：20．3―1：33．2―1：46．1―1：58．3―2：10．1―2：21．8―2：32．6

コーナー
通過順位

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

2
4
6，7，1，4，3（2，5）・（6，7）（1，4）（3，5）－2

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マカオンドール �

父 ゴールドシップ �


母父 Darshaan デビュー 2020．6．21 阪神4着

2018．3．18生 牡3芦 母 ミリオンウィッシーズ 母母 Moonlight’s Box 14戦3勝 賞金 77，975，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時31分に変更。

3108211月27日 曇 良 （3阪神5） 第7日 第10競走 ��
��1，800�

いばらき

茨木ステークス
発走15時05分 （ダート・右）
3歳以上，3勝クラス；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

36 ダノンハーロック 牡3白 55 川田 将雅�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 534－ 21：52．7 2．6�
714 モダスオペランディ 牡5鹿 57 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 522－ 41：53．23 24．0�
612 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 458＋ 6 〃 ハナ 4．9�
59 ミステリオーソ 牡4黒鹿57 吉田 隼人 �シルクレーシング 武 幸四郎 浦河 笹地牧場 482± 01：53．41� 5．8�
35 ゴールドパラディン 牡4栗 57 岩田 望来 �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 岡田スタツド 438＋ 21：53．5クビ 9．1	
48 ム エ ッ ク ス 牡3栗 55 幸 英明中辻 明氏 大根田裕之 日高 碧雲牧場 504± 01：53．6	 14．5

24 ロッキーサンダー 牡4鹿 57 菱田 裕二原田 豊氏 石橋 守 浦河 杵臼牧場 484＋ 2 〃 ハナ 67．6�
12 フィロロッソ 牡4鹿 57 岩田 康誠 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 484＋ 81：53．81 92．9�
47 ハンディーズピーク 牡3鹿 55 福永 祐一前田 幸治氏 大久保龍志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 514＋ 41：53．9� 5．8
23 ライジングドラゴン 牡6芦 57 
島 克駿鈴木 義孝氏 吉田 直弘 新冠 芳住 鉄兵 444＋ 41：54．11� 149．9�
11 サトノガイア 牝4鹿 55 太宰 啓介 �サトミホースカンパニー 高橋 亮 新ひだか ウエスタンファーム B478± 01：54．2	 39．1�
510 スーパーフェイバー 牡3黒鹿55 坂井 瑠星�G1レーシング 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494± 01：54．73 67．1�
815 メイショウヨカゼ 牡4栗 57 浜中 俊松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 526＋101：55．12 72．4�
713 ホウオウライジン 牡5栗 57 藤岡 佑介小笹 芳央氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 506＋201：55．63 222．7�
611 ウインネプチューン 牡6青鹿57 国分 優作�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム B506＋ 41：55．91	 315．9�
816 マイネルアストリア 牡4鹿 57 斎藤 新 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム 516＋ 11：56．75 123．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 85，494，500円 複勝： 116，845，200円 枠連： 30，136，200円
馬連： 164，057，400円 馬単： 65，446，200円 ワイド： 133，790，800円
3連複： 268，673，800円 3連単： 297，594，600円 計： 1，162，038，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 380円 � 170円 枠 連（3－7） 2，930円

馬 連 �� 4，750円 馬 単 �� 7，200円

ワ イ ド �� 1，490円 �� 450円 �� 1，460円

3 連 複 ��� 7，340円 3 連 単 ��� 40，350円

票 数

単勝票数 計 854945 的中 � 263018（1番人気）
複勝票数 計1168452 的中 � 269775（1番人気）� 56810（7番人気）� 192095（2番人気）
枠連票数 計 301362 的中 （3－7） 7969（9番人気）
馬連票数 計1640574 的中 �� 26720（17番人気）
馬単票数 計 654462 的中 �� 6808（27番人気）
ワイド票数 計1337908 的中 �� 22078（19番人気）�� 82238（4番人気）�� 22614（17番人気）
3連複票数 計2686738 的中 ��� 27417（23番人気）
3連単票数 計2975946 的中 ��� 5346（123番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．3―37．7―50．0―1：02．3―1：14．9―1：27．4―1：39．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンハーロック �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2020．8．22 小倉1着

2018．3．4生 牡3白 母 ブラマンジェ 母母 シラユキヒメ 6戦4勝 賞金 48，957，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 キタノインディ号・キンノマサカリ号



3108311月27日 曇 良 （3阪神5） 第7日 第11競走 ��
��2，000�第8回ラジオNIKKEI杯京都2歳ステークス（ＧⅢ）

発走15時40分 （芝・右）
2歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量

ラジオNIKKEI杯（1着）
賞 品

本 賞 33，000，000円 13，000，000円 8，300，000円 5，000，000円 3，300，000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
2：00．4
1：58．9

良
良

78 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 488－ 22：03．3 9．1�
33 ビーアストニッシド 牡2黒鹿55 岩田 康誠村中 徹氏 飯田 雄三 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 466＋ 22：03．4� 70．7�
77 フ ィ デ ル 牡2鹿 55 川田 将雅エムズレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 478＋12 〃 ハナ 3．6�
11 ポッドボレット 牡2鹿 55 岩田 望来小川眞査雄氏 辻野 泰之 千歳 社台ファーム 498± 02：03．61� 13．6�
44 シホノスペランツァ 牡2青鹿55 浜中 俊村瀬 寛紀氏 寺島 良 洞�湖 レイクヴィラファーム 476－ 42：03．91� 29．6�
55 トゥデイイズザデイ 牡2鹿 55 武 豊前田 葉子氏 池江 泰寿 新冠 株式会社

ノースヒルズ 454－ 22：04．11� 3．2�
22 ディープレイヤー 牡2黒鹿55 幸 英明嶋田 一成氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 472± 02：04．41	 27．6	
66 ラ イ ラ ッ ク 牝2鹿 54 M．デムーロ芹澤 精一氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 424－102：04．5	 6．0

89 キャンデセント 牡2鹿 55 福永 祐一 �サンデーレーシング 藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468＋ 22：04．71 5．9�
810 グッドフェイス 牡2鹿 55 松若 風馬 STレーシング 松下 武士 新ひだか チャンピオンズファーム 470－ 42：04．91
 96．6

（10頭）

売 得 金
単勝： 248，971，800円 複勝： 253，953，200円 枠連： 42，957，200円
馬連： 415，800，400円 馬単： 178，643，500円 ワイド： 317，218，400円
3連複： 647，978，700円 3連単： 1，013，377，800円 計： 3，118，901，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 200円 � 1，070円 � 160円 枠 連（3－7） 7，260円

馬 連 �� 18，920円 馬 単 �� 34，940円

ワ イ ド �� 5，010円 �� 360円 �� 4，250円

3 連 複 ��� 20，700円 3 連 単 ��� 243，030円

票 数

単勝票数 計2489718 的中 � 229772（5番人気）
複勝票数 計2539532 的中 � 346585（4番人気）� 43277（9番人気）� 534045（1番人気）
枠連票数 計 429572 的中 （3－7） 4582（20番人気）
馬連票数 計4158004 的中 �� 17028（34番人気）
馬単票数 計1786435 的中 �� 3834（67番人気）
ワイド票数 計3172184 的中 �� 15058（35番人気）�� 259023（2番人気）�� 17829（31番人気）
3連複票数 計6479787 的中 ��� 23473（59番人気）
3連単票数 計10133778 的中 ��� 3023（434番人気）

ハロンタイム 12．9―11．7―12．9―12．9―12．4―12．6―12．2―11．7―11．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．6―37．5―50．4―1：02．8―1：15．4―1：27．6―1：39．3―1：50．9

コーナー
通過順位

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

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

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 3戦2勝 賞金 41，257，000円
〔発走状況〕 ライラック号は，枠入り不良。
〔制裁〕 ライラック号の騎手M．デムーロは，3コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：9番・5番）

3108411月27日 曇 良 （3阪神5） 第7日 第12競走 ��1，200�3歳以上2勝クラス
発走16時15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
1：06．7
1：06．0

良
良

816 アールラプチャー 牝3青鹿54 武 豊前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 462－ 21：09．3 4．0�
12 ラ ヴ ケ リ ー 牝3鹿 54 池添 謙一水谷 昌晃氏 高柳 大輔 新冠 オリエント牧場 444＋ 21：09．61� 5．5�
47 リ ャ ス ナ 牝5鹿 55 福永 祐一 �キャロットファーム 四位 洋文 安平 ノーザンファーム 456± 01：09．7� 3．2�
11 マテンロウディーバ 牝4黒鹿55 藤岡 佑介寺田千代乃氏 中内田充正 浦河 三嶋牧場 412－ 41：09．91� 29．9�
713 マッスルマサムネ 	6鹿 57 小崎 綾也塩澤 正樹氏 畑端 省吾 洞
湖 レイクヴィラファーム 506＋ 2 〃 クビ 13．5�
36 メイショウエニシア 牝3青鹿54 藤岡 康太松本 好	氏 本田 優 新ひだか 小野 秀治 444＋ 2 〃 ハナ 61．3

714 グリンデルヴァルト 牝4鹿 55 松山 弘平藤田 好紀氏 杉山 佳明 新ひだか 前田ファーム 464＋101：10．0クビ 8．1�
510� マジックバローズ 牡6鹿 57 和田 竜二猪熊 広次氏 清水 久詞 日高 下河辺牧場 462＋ 6 〃 ハナ 34．1�
23 チ ャ イ カ 牝4鹿 55 西村 淳也谷掛 龍夫氏 今野 貞一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468＋ 81：10．1� 18．6
815 ル ク ル ト 牡4鹿 57 斎藤 新市川義美ホール

ディングス� 吉村 圭司 日高 白井牧場 458＋ 2 〃 クビ 13．4�
24 ナンゴクアイネット 牝6鹿 55

52 ▲角田 大和渡 義光氏 �島 一歩 新冠 つつみ牧場 474－ 21：10．3� 255．0�
611 サトノジヴェルニー 牡4栗 57

54 ▲小沢 大仁 �サトミホースカンパニー 音無 秀孝 仏 Mr Berend
Van Dalfsen 456－ 81：10．4� 19．2�

35 ニシノガブリヨリ 牡3鹿 56 松若 風馬西山 茂行氏 橋口 慎介 浦河 ガーベラパー
クスタツド 478－ 21：10．61� 33．3�

48 � グッドストーム 牡4青鹿 57
54 ▲松本 大輝トニー倶楽部 森 秀行 新冠 小泉牧場 508＋151：10．8� 267．6�

59 アッティーヴォ 牡7栗 57 幸 英明奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 大典牧場 460＋ 61：11．33 61．4�
612 エーティーメジャー 牡4鹿 57

56 ☆富田 暁荒木 徹氏 四位 洋文 むかわ 上水牧場 B490－101：12．15 240．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 89，652，300円 複勝： 129，554，600円 枠連： 41，162，700円
馬連： 173，626，100円 馬単： 68，279，400円 ワイド： 150，487，400円
3連複： 274，977，500円 3連単： 307，500，400円 計： 1，235，240，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 160円 � 190円 � 130円 枠 連（1－8） 1，010円

馬 連 �� 1，240円 馬 単 �� 2，110円

ワ イ ド �� 540円 �� 350円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，790円 3 連 単 ��� 9，670円

票 数

単勝票数 計 896523 的中 � 178229（2番人気）
複勝票数 計1295546 的中 � 204929（2番人気）� 154373（3番人気）� 288166（1番人気）
枠連票数 計 411627 的中 （1－8） 31491（5番人気）
馬連票数 計1736261 的中 �� 108118（3番人気）
馬単票数 計 682794 的中 �� 24161（4番人気）
ワイド票数 計1504874 的中 �� 68445（4番人気）�� 114219（1番人気）�� 90954（2番人気）
3連複票数 計2749775 的中 ��� 115022（1番人気）
3連単票数 計3075004 的中 ��� 23045（8番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．0―11．4―11．6―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．5―44．9―56．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F35．8
3 6－16－8，14（3，10）（5，11）7－9（4，2）－1，13，15，12 4 6，16－（8，14）10（3，11）（5，7）（4，2）9，1－13，15－12

勝馬の
紹 介

アールラプチャー �
�
父 ミッキーアイル �

�
母父 ストーミングホーム デビュー 2020．8．30 小倉1着

2018．2．16生 牝3青鹿 母 ルージュノアール 母母 フェアリーブレス 7戦3勝 賞金 35，202，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ヒバリ号



（3阪神5）第7日 11月27日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 160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

247，700，000円
7，790，000円
33，660，000円
1，220，000円
28，130，000円
71，383，000円
4，570，000円
1，536，000円

勝馬投票券売得金
897，277，300円
1，317，704，100円
215，296，000円
1，395，916，700円
653，540，000円
1，182，696，200円
2，182，628，000円
3，086，668，100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
計 10，931，726，400円

総入場人員 4，202名 （有料入場人員 3，974名）3, 937名）4, 165名
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