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06097 3月22日 晴 良 （2阪神1） 第9日 第1競走 ��1，400�3歳未勝利
発走9時55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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

815 イーベンホルツ 牡3青鹿56 坂井 瑠星 �社台レースホース村山 明 千歳 社台ファーム 482－ 41：25．6 24．4�
23 エターナリー 牡3栗 56 幸 英明吉田 晴哉氏 西浦 勝一 安平 追分ファーム 444± 01：26．66 1．3�
46 ニ ン ギ ル ス 牡3栗 56 和田 竜二武田 茂男氏 鈴木 孝志 浦河 中神牧場 450－ 21：26．7� 10．3�
34 ブルベアカロリー 牡3鹿 56 国分 恭介 �ブルアンドベア 五十嵐忠男 新冠 若林牧場 478－ 81：27．01� 196．2�
713 メイショウマコモ 牡3黒鹿 56

53 ▲泉谷 楓真松本 好雄氏 本田 優 浦河 林 孝輝 470－ 2 〃 ハナ 40．0	
58 フリークボンバー 牡3黒鹿56 荻野 極吉永 清美氏 湯窪 幸雄 新ひだか 千代田牧場 468－ 2 〃 クビ 210．5

611 エ タ ン セ ル 牝3鹿 54 太宰 啓介寺田 寿男氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 482－ 81：27．21� 13．0�
59 ルールシェーバー 牡3鹿 56

53 ▲亀田 温心儀賀 好子氏 北出 成人 青森 風ノ丘ファーム 470－ 4 〃 クビ 8．2�
47 エムテイオー 牡3鹿 56

55 ☆西村 淳也大野 剛嗣氏 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 510± 01：27．41 34．0
814 アイドンノー 牡3黒鹿 56

55 ☆岩田 望来薪浦 亨氏 牧田 和弥 むかわ 上水牧場 478－ 41：28．03� 37．4�
712 ス ペ ラ ー レ 牡3芦 56 荻野 琢真 �グリーンファーム吉村 圭司 千歳 社台ファーム 488－ 41：28．1� 22．0�
11 ラグローリア 牝3黒鹿54 秋山真一郎ライオンレースホース� 森田 直行 浦河 中村 雅明 472＋ 61：28．2クビ 238．2�
22 ベルウッドヤワラ 牡3栗 56 松若 風馬鈴木 照雄氏 杉山 晴紀 浦河 市川フアーム 494－ 41：28．41� 51．0�
610 スリーブラザー �3青鹿56 松山 弘平 �スリーエイチレーシング 小崎 憲 新ひだか 加野牧場 482－ 41：28．72 36．0�
35 ザ ナ イ ツ 牡3青鹿56 岩田 康誠竹下 浩一氏 上村 洋行 新冠 福本 次雄 500＋ 81：29．33� 103．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 37，142，500円 複勝： 172，314，200円 枠連： 10，509，300円
馬連： 56，879，700円 馬単： 37，946，100円 ワイド： 55，460，400円
3連複： 102，393，100円 3連単： 157，217，600円 計： 629，862，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，440円 複 勝 � 330円 � 100円 � 230円 枠 連（2－8） 970円

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 5，390円

ワ イ ド �� 590円 �� 1，480円 �� 340円

3 連 複 ��� 2，510円 3 連 単 ��� 27，240円

票 数

単勝票数 計 371425 的中 � 12148（6番人気）
複勝票数 計1723142 的中 � 25986（5番人気）� 1406678（1番人気）� 41692（3番人気）
枠連票数 計 105093 的中 （2－8） 8390（5番人気）
馬連票数 計 568797 的中 �� 30862（4番人気）
馬単票数 計 379461 的中 �� 5271（14番人気）
ワイド票数 計 554604 的中 �� 23957（5番人気）�� 8741（14番人気）�� 46296（2番人気）
3連複票数 計1023931 的中 ��� 30554（6番人気）
3連単票数 計1572176 的中 ��� 4184（84番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．5―35．3―47．8―1：00．1―1：12．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イーベンホルツ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2019．9．22 阪神7着

2017．4．3生 牡3青鹿 母 オフジオールドブロック 母母 Chip 7戦1勝 賞金 6，370，000円

06098 3月22日 晴 良 （2阪神1） 第9日 第2競走 ��1，800�3歳未勝利
発走10時25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
1：48．5
1：47．6

重
重

44 タガノカリュウド 牡3黒鹿56 福永 祐一八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 514－ 61：54．7 3．1�

11 クリノキングボス 牡3栗 56 幸 英明栗本 博晴氏 南井 克巳 様似 様似渡辺牧場 470± 01：55．12� 11．9�
810 ナムラタイガー 牡3鹿 56 和田 竜二奈村 信重氏 鈴木 孝志 浦河 木村牧場 526＋201：55．63 31．6�
79 ソルトキャピタル 牡3鹿 56 武 豊杉浦 敏夫氏 武 英智 日高 オリオンファーム 508－ 61：55．7� 1．8�
66 サクセスリボーン 牡3黒鹿56 松山 弘平髙嶋 哲氏 北出 成人 新冠 タニグチ牧場 488± 01：56．33� 12．5�
67 オ ッ ト 牡3黒鹿 56

53 ▲亀田 温心中辻 明氏 杉山 晴紀 新冠 イワミ牧場 402＋ 41：56．83 30．0�
811 レッドロジンカ �3栗 56 松若 風馬 	東京ホースレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 488＋121：57．33 39．7

33 イ チ ジ ン 牡3鹿 56 国分 恭介深見 富朗氏 田所 秀孝 新ひだか 佐竹 学 430－ 21：57．62 100．6�
78 ジョーアドヴァンス 牡3黒鹿 56

54 △団野 大成上田けい子氏 中竹 和也 新冠 ハシモトフアーム 500－ 61：59．08 152．0�
55 アンシミラー 牡3鹿 56 荻野 極鈴木 康弘氏 高橋 康之 浦河 福田牧場 468＋ 42：01．0大差 222．3
22 サンデーパームス 牡3鹿 56

55 ☆西村 淳也杉野 公彦氏 清水 久詞 浦河 ガーベラパー
クスタツド 460－10 〃 クビ 9．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 41，710，900円 複勝： 94，767，900円 枠連： 8，634，700円
馬連： 51，359，800円 馬単： 30，905，300円 ワイド： 40，272，900円
3連複： 78，298，800円 3連単： 138，589，700円 計： 484，540，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 260円 � 610円 � 1，310円 枠 連（1－4） 2，430円

馬 連 �� 1，840円 馬 単 �� 2，730円

ワ イ ド �� 530円 �� 1，100円 �� 1，750円

3 連 複 ��� 9，310円 3 連 単 ��� 29，590円

票 数

単勝票数 計 417109 的中 � 106231（2番人気）
複勝票数 計 947679 的中 � 111512（2番人気）� 39125（3番人気）� 16894（7番人気）
枠連票数 計 86347 的中 （1－4） 2748（7番人気）
馬連票数 計 513598 的中 �� 21610（6番人気）
馬単票数 計 309053 的中 �� 8471（9番人気）
ワイド票数 計 402729 的中 �� 20753（5番人気）�� 9264（12番人気）�� 5643（19番人気）
3連複票数 計 782988 的中 ��� 6306（26番人気）
3連単票数 計1385897 的中 ��� 3395（90番人気）

ハロンタイム 13．1―11．2―13．3―13．0―12．7―12．8―12．5―12．8―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．3―37．6―50．6―1：03．3―1：16．1―1：28．6―1：41．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F38．6
1
3
9，10（6，8）2（7，4）11－（3，5）－1・（9，10）4，6，8，11（7，1）（2，3）＝5

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

勝馬の
紹 介

タガノカリュウド �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ウォーエンブレム デビュー 2020．3．8 阪神5着

2017．3．4生 牡3黒鹿 母 ボルボレッタ 母母 フサイチエアデール 2戦1勝 賞金 5，700，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンデーパームス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年4月22日まで平地

競走に出走できない。
アンシミラー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年5月22日まで平地競走に
出走できない。

第１回 阪神競馬 第９日



06099 3月22日 晴 良 （2阪神1） 第9日 第3競走 ��
��1，400�3歳未勝利

発走10時55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
1：19．3
1：19．0

良
良

22 グッドアズゴールド 牝3黒鹿 54
52 △団野 大成 �京都ホースレーシング 笹田 和秀 新ひだか 前川 勝春 416 ―1：21．2 6．1�

11 ジューンアクア 牝3芦 54
53 ☆岩田 望来吉川 潤氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 460－ 81：21．41� 18．9�

58 ラフマニノフ 牡3鹿 56 浜中 俊馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 458± 0 〃 アタマ 38．0�
23 ソレイユドゥアルル 牝3鹿 54 和田 竜二�谷口牧場 今野 貞一 浦河 谷口牧場 458 ―1：21．5クビ 58．6�
34 ピエーナテーラー 牝3栗 54 武 豊中西 浩一氏 石橋 守 新冠 ハシモトフアーム 474＋ 41：21．71� 3．2	
35 レッドエーデル 牝3黒鹿54 藤岡 佑介 �東京ホースレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 438＋101：21．8� 10．3

610 メイショウホルス 牡3芦 56

53 ▲泉谷 楓真松本 好雄氏 本田 優 浦河 日の出牧場 510＋421：22．01� 29．8�
611 ジェドゥラシャンス 牝3鹿 54 吉田 隼人 �社台レースホース奥村 豊 千歳 社台ファーム 516－10 〃 クビ 23．7�
59 ノーブルプリンセス 牝3鹿 54 松若 風馬吉木 伸彦氏 宮本 博 新ひだか 折手牧場 452± 01：22．1	 24．3
712 コ ウ イ チ 牡3芦 56 岩田 康誠桂土地� 庄野 靖志 新冠 森永 聡 478± 01：22．3	 4．3�
47 ゴールデンアーク 牡3栗 56 松山 弘平�G1レーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 454＋ 61：22．4� 24．7�
815 インディビジュアル 牡3鹿 56 幸 英明 Him Rock Racing

ホールディングス� 西園 正都 日高 タバタファーム 474± 01：22．5� 93．7�
814 ヴェッツラー 牡3栗 56 藤岡 康太永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 432＋ 61：22．6� 13．8�
46 キーブロッコリー 牝3青鹿 54

53 ☆森 裕太朗北前孔一郎氏 藤沢 則雄 浦河 赤田牧場 412－ 21：23．02� 357．0�
713 タマモティータイム 牝3鹿 54 酒井 学タマモ� 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 464± 01：23．31	 8．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 42，357，500円 複勝： 56，394，500円 枠連： 13，309，300円
馬連： 66，571，500円 馬単： 25，249，300円 ワイド： 57，404，900円
3連複： 99，089，900円 3連単： 100，105，100円 計： 460，482，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 270円 � 610円 � 870円 枠 連（1－2） 3，690円

馬 連 �� 4，030円 馬 単 �� 8，070円

ワ イ ド �� 1，970円 �� 3，230円 �� 5，330円

3 連 複 ��� 29，580円 3 連 単 ��� 88，290円

票 数

単勝票数 計 423575 的中 � 55084（3番人気）
複勝票数 計 563945 的中 � 64168（3番人気）� 23004（7番人気）� 15393（12番人気）
枠連票数 計 133093 的中 （1－2） 2792（15番人気）
馬連票数 計 665715 的中 �� 12792（13番人気）
馬単票数 計 252493 的中 �� 2344（31番人気）
ワイド票数 計 574049 的中 �� 7607（25番人気）�� 4573（43番人気）�� 2747（62番人気）
3連複票数 計 990899 的中 ��� 2512（108番人気）
3連単票数 計1001051 的中 ��� 822（321番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．5―11．8―11．6―11．3―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．9―34．4―46．2―57．8―1：09．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F35．0
3 1（2，4）（8，12）3（5，13）（10，11）6，7（9，15）14 4 1（2，4）（8，12）3（5，13）11（6，10，15）（7，14）9

勝馬の
紹 介

グッドアズゴールド �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Fusaichi Pegasus 初出走

2017．4．12生 牝3黒鹿 母 アンティックドール 母母 Antique Auction 1戦1勝 賞金 5，100，000円
※出走取消馬 ヴェルザスカ号（疾病〔右前肢跛行〕のため）
※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 アイガーテソーロ号

06100 3月22日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （2阪神1） 第9日 第4競走 ��2，970�障害4歳以上未勝利

発走11時25分 （芝・ダート）

負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，900，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 790，000円� コースレコード3：15．7良・良

22 タガノアンピール 牡6黒鹿60 白浜 雄造八木 良司氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 556－ 43：21．6 2．2�
58 アスターブリザード 牡4鹿 59 高田 潤加藤 久枝氏 湯窪 幸雄 浦河 ガーベラパー

クスタツド 494± 03：22．98 29．1�
34 シゲルシマダイ 牡7鹿 60 植野 貴也森中 蕃氏 清水 英克 浦河 高野牧場 524－ 83：23．0� 6．7�
813 ダイワスキャンプ �8鹿 60 五十嵐雄祐大城 敬三氏 鹿戸 雄一 新ひだか フジワラフアーム 432－ 43：23．1� 12．5�
46 ゲンパチシャドウ 牡4鹿 59 江田 勇亮平野 武志氏 田村 康仁 新ひだか 前川 勝春 474－ 23：24．05 185．4�
712 ア キ ン ド 牡4鹿 59 石神 深一小田切有一氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 504＋ 43：24．63� 6．3�
711 トーアコルレオーネ 牡4鹿 59 黒岩 悠高山ランド	 牧田 和弥 豊浦トーア牧場 436－ 23：25．23� 192．2

57 デ ィ ー ド 牡4鹿 59 西谷 誠林 正道氏 斉藤 崇史 浦河 ヒダカフアーム 492－ 43：26．58 5．5�
11 ゲンパチケンシン 牡6芦 60 小坂 忠士平野 武志氏 加用 正 浦河 宮内牧場 484＋ 63：26．92� 28．2�
69 � ディレットーレ �6黒鹿60 森 一馬米井 勝氏 本田 優 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 454＋ 23：27．0クビ 21．1
814 ナムラシンウチ 牡6鹿 60 北沢 伸也奈村 信重氏 杉山 晴紀 日高 いとう牧場 510－ 83：28．8大差 23．9�
33 � コンゴウトシオー 牡6青鹿60 高野 和馬田畑 利彦氏 伊藤 伸一 浦河 梅田牧場 460－ 63：30．07 243．7�
45 � シゲルポインター 牡6鹿 60 草野 太郎森中 蕃氏 浅野洋一郎 浦河 王蔵牧場 468－123：32．1大差 36．3�
610 ピースフルサンデー 牡4青 59 熊沢 重文小川 勲氏 宮 徹 浦河 岡本牧場 440＋ 1 （競走中止） 32．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 25，713，600円 複勝： 26，263，800円 枠連： 7，972，500円
馬連： 34，759，100円 馬単： 18，147，100円 ワイド： 28，229，300円
3連複： 58，885，500円 3連単： 74，203，400円 計： 274，174，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 430円 � 180円 枠 連（2－5） 580円

馬 連 �� 2，560円 馬 単 �� 4，140円

ワ イ ド �� 1，030円 �� 340円 �� 1，800円

3 連 複 ��� 4，020円 3 連 単 ��� 16，030円

票 数

単勝票数 計 257136 的中 � 93289（1番人気）
複勝票数 計 262638 的中 � 73055（1番人気）� 10576（8番人気）� 37503（2番人気）
枠連票数 計 79725 的中 （2－5） 10553（1番人気）
馬連票数 計 347591 的中 �� 10506（8番人気）
馬単票数 計 181471 的中 �� 3286（14番人気）
ワイド票数 計 282293 的中 �� 6683（14番人気）�� 24089（1番人気）�� 3699（22番人気）
3連複票数 計 588855 的中 ��� 10964（12番人気）
3連単票数 計 742034 的中 ��� 3355（32番人気）
上り 1マイル 1：48．9 4F 53．4－3F 40．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
13，2＝4＝1，9－（8，6）－12－11，7＝14，3－5・（13，4）－2－（1，6）－8，12，9＝7－11＝（14，3）＝5

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タガノアンピール �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2016．8．13 新潟7着

2014．2．12生 牡6黒鹿 母 シャドウムーン 母母 エビスファミリー 障害：2戦1勝 賞金 9，900，000円
〔競走中止〕 ピースフルサンデー号は，競走中に疾病〔右第1趾骨粉砕骨折〕を発症したため1周目向正面で競走中止。



06101 3月22日 晴 良 （2阪神1） 第9日 第5競走 ��2，000�3歳未勝利
発走12時15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
1：57．2
1：56．1

良
良

22 プリマヴィスタ 牡3栗 56 岩田 康誠加藤 裕司氏 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 458－ 62：00．9 6．5�

44 ナリタアレス 牡3黒鹿56 福永 祐一�オースミ 木原 一良 千歳 社台ファーム 482－ 4 〃 クビ 1．8�
711 リーガルバローズ 牡3鹿 56 坂井 瑠星猪熊 広次氏 渡辺 薫彦 日高 中原牧場 412－ 62：01．0� 12．0�
56 スマイルガール 牝3鹿 54

51 ▲亀田 温心首藤 徳氏 宮 徹 新冠 シンユウフアーム 430－ 42：01．1クビ 113．7�
45 クレドゥボヌール 牡3鹿 56

54 △団野 大成大塚 亮一氏 西浦 勝一 浦河 杵臼牧場 434－ 22：01．42 58．8�
33 パ ズ ル 牡3鹿 56 浜中 俊石川 達絵氏 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 494± 02：01．5� 5．9	
57 ク レ イ ス 牡3鹿 56 藤岡 康太�G1レーシング 藤岡 健一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 512＋222：01．92� 8．3

710 フェアウェルキッス 牝3青鹿54 菱田 裕二吉田 照哉氏 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 508－ 4 〃 クビ 73．3�
11 ノーブルブレイド 牝3栗 54 畑端 省吾吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 松田牧場 428－ 6 〃 クビ 52．3�
68 マテラアシスト 牡3黒鹿56 �島 克駿大野 照旺氏 浜田多実雄 新冠 ラツキー牧場 450－ 42：02．11� 118．0
812 マイネルアレマン 牡3鹿 56 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥村 豊 日高 新井 昭二 430－ 42：02．41� 73．4�
69 ア メ ト リ ン 牝3栗 54 藤井勘一郎�G1レーシング 清水 久詞 安平 追分ファーム 432－ 42：02．93 16．0�
813 ラ ク サ サ 牡3栗 56 川須 栄彦野嶋 祥二氏 松下 武士 浦河 杵臼牧場 472± 02：04．9大差 17．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 37，305，100円 複勝： 52，405，800円 枠連： 7，574，100円
馬連： 58，706，900円 馬単： 29，551，700円 ワイド： 46，237，900円
3連複： 83，508，900円 3連単： 119，314，700円 計： 434，605，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 170円 � 110円 � 210円 枠 連（2－4） 570円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 1，340円

ワ イ ド �� 260円 �� 910円 �� 370円

3 連 複 ��� 2，050円 3 連 単 ��� 12，450円

票 数

単勝票数 計 373051 的中 � 45290（3番人気）
複勝票数 計 524058 的中 � 59896（3番人気）� 217946（1番人気）� 40232（5番人気）
枠連票数 計 75741 的中 （2－4） 10264（2番人気）
馬連票数 計 587069 的中 �� 81159（2番人気）
馬単票数 計 295517 的中 �� 16529（6番人気）
ワイド票数 計 462379 的中 �� 50406（2番人気）�� 11401（10番人気）�� 31866（4番人気）
3連複票数 計 835089 的中 ��� 30543（5番人気）
3連単票数 計1193147 的中 ��� 6947（38番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―12．5―12．2―12．0―12．3―12．1―11．9―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．8―36．3―48．5―1：00．5―1：12．8―1：24．9―1：36．8―1：48．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

プリマヴィスタ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2019．12．28 中山5着

2017．2．23生 牡3栗 母 サンヴァンサン 母母 ル ミ ネ ン ス 3戦1勝 賞金 5，800，000円
〔3走成績による出走制限〕 ノーブルブレイド号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年5月22日まで平地競走に出走でき

ない。

06102 3月22日 晴 良 （2阪神1） 第9日 第6競走 ��
��1，800�3歳1勝クラス

発走12時45分 （500万円以下） （ダート・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

55 サンデーミラージュ 牡3鹿 56 松若 風馬杉野 公彦氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 472＋ 21：55．3 7．4�
11 キッズアガチャー 牡3鹿 56 武 豊瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 534－ 2 〃 クビ 4．9�
77 ロードグリュック 牡3鹿 56 松山 弘平 �ロードホースクラブ 松下 武士 新ひだか ケイアイファーム 466－ 21：55．61� 6．9�
22 ロッキーサンダー 牡3鹿 56 幸 英明原田 豊氏 石橋 守 浦河 杵臼牧場 472－101：55．91� 20．0�
33 オウケンロジータ 牝3黒鹿54 藤岡 佑介福井 明氏 藤岡 健一 浦河 辻 牧場 496－ 41：56．0� 28．0	
44 サウザンドスマイル 牝3鹿 54

53 ☆岩田 望来�ノースヒルズ 河内 洋 新冠 株式会社
ノースヒルズ 466－ 61：56．1クビ 92．6


89 リトルクレバー 牡3鹿 56 川田 将雅岡 浩二氏 佐々木晶三 日高 アイズスタッド株式会社 444－ 61：56．52� 2．1�
88 クリノイコライザー 牡3栗 56

55 ☆森 裕太朗栗本 博晴氏 中尾 秀正 日高 日西牧場 452± 01：57．03 6．3�
66 ラルゲッツァ 牝3栗 54

53 ☆西村 淳也 社台レースホース平田 修 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 468± 01：59．5大差 19．4�

（9頭）

売 得 金
単勝： 48，413，400円 複勝： 56，824，900円 枠連： 7，583，100円
馬連： 61，777，800円 馬単： 30，670，000円 ワイド： 51，605，200円
3連複： 84，068，400円 3連単： 140，265，600円 計： 481，208，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 200円 � 170円 � 260円 枠 連（1－5） 1，740円

馬 連 �� 1，740円 馬 単 �� 3，600円

ワ イ ド �� 560円 �� 910円 �� 520円

3 連 複 ��� 3，490円 3 連 単 ��� 20，510円

票 数

単勝票数 計 484134 的中 � 51883（5番人気）
複勝票数 計 568249 的中 � 71981（3番人気）� 96149（2番人気）� 51090（4番人気）
枠連票数 計 75831 的中 （1－5） 3371（7番人気）
馬連票数 計 617778 的中 �� 27475（6番人気）
馬単票数 計 306700 的中 �� 6374（15番人気）
ワイド票数 計 516052 的中 �� 24050（7番人気）�� 13957（14番人気）�� 26314（6番人気）
3連複票数 計 840684 的中 ��� 18052（14番人気）
3連単票数 計1402656 的中 ��� 4956（80番人気）

ハロンタイム 12．9―11．2―12．9―12．1―12．8―13．2―13．3―13．4―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．1―37．0―49．1―1：01．9―1：15．1―1：28．4―1：41．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．4―3F40．2
1
3
8－6，5（3，9，7）－（1，4）－2
8＝6，5－3，9，7（1，4）2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サンデーミラージュ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Theatrical デビュー 2019．8．4 小倉2着

2017．2．15生 牡3鹿 母 ミセスリンゼイ 母母 Vole Vole Monamour 7戦2勝 賞金 20，500，000円



06103 3月22日 晴 良 （2阪神1） 第9日 第7競走 ��
��2，000�4歳以上1勝クラス

発走13時15分 （500万円以下） （ダート・右）
負担重量は，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

22 ア ヴ ァ ン ト 牡6栗 57 岩田 康誠佐々木主浩氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 490－ 22：07．8 4．7�
33 � リバプールタウン 牡5鹿 57 坂井 瑠星薪浦 亨氏 石橋 守 日高 下川 茂広 480＋ 22：08．22	 2．0�
66 セ ロ シ ア 牡4黒鹿57 和田 竜二�ノースヒルズ 渡辺 薫彦 新冠 株式会社

ノースヒルズ 480－ 2 〃 クビ 2．8�
11 ハ ー シ ェ ル 牡4黒鹿 57

56 ☆岩田 望来ゴドルフィン 小崎 憲 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 472＋ 42：09．05 11．2�

55 アルマトップエンド 牡5栗 57
55 △団野 大成コウトミックレーシング 佐々木晶三 新ひだか タツヤファーム 506＋242：09．53 38．3�

44 
 ニシノトランザム 牡5鹿 57
56 ☆斎藤 新西山 茂行氏 森 秀行 米

Teneri Farm Inc.
& Bernardo Al-
varez Calderon

480＋ 22：09．92	 32．6	
77 メイショウゴテツ 牡7青鹿 57

54 ▲亀田 温心松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 高昭牧場 B490－ 22：12．7大差 18．8

（7頭）

売 得 金
単勝： 31，542，400円 複勝： 32，899，000円 枠連： 発売なし
馬連： 45，444，100円 馬単： 28，133，800円 ワイド： 32，539，000円
3連複： 59，165，200円 3連単： 153，779，800円 計： 383，503，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 170円 � 130円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 1，490円

ワ イ ド �� 190円 �� 150円 �� 130円

3 連 複 ��� 280円 3 連 単 ��� 2，910円

票 数

単勝票数 計 315424 的中 � 53133（3番人気）
複勝票数 計 328990 的中 � 64388（3番人気）� 108608（1番人気）
馬連票数 計 454441 的中 �� 55303（3番人気）
馬単票数 計 281338 的中 �� 14099（6番人気）
ワイド票数 計 325390 的中 �� 35425（3番人気）�� 52988（2番人気）�� 72615（1番人気）
3連複票数 計 591652 的中 ��� 157897（1番人気）
3連単票数 計1537798 的中 ��� 38284（8番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―11．8―14．0―13．2―13．1―13．0―13．2―12．8―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．6―35．4―49．4―1：02．6―1：15．7―1：28．7―1：41．9―1：54．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ア ヴ ァ ン ト �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2016．10．10 京都4着

2014．2．9生 牡6栗 母 グレイスファミリー 母母 ラトラヴィアータ 26戦3勝 賞金 43，900，000円

06104 3月22日 晴 良 （2阪神1） 第9日 第8競走 ��
��1，600�4歳以上1勝クラス

発走13時50分 （500万円以下） （芝・右・外）
負担重量は，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
1：31．9
1：30．3

良
良

77 ナンヨープランタン 牡5黒鹿57 武 豊中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 462－ 21：34．1 2．0�
22 アーデンフォレスト 牡4黒鹿 57

56 ☆岩田 望来 �シルクレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 464＋14 〃 クビ 4．6�
44 マルモネオフォース 牝4鹿 55 幸 英明まるも組合 木原 一良 浦河 岡本 昌市 494－ 41：34．42 4．2�
78 ニホンピロヘイロー 牝5鹿 55 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 平取 稲原牧場 470－ 41：34．5� 53．0�
11 ダノンフォーチュン 牡5鹿 57

56 ☆斎藤 新�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 532＋ 4 〃 ハナ 6．2	
89 タニノミステリー 	5黒鹿57 和田 竜二谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか 西村 和夫 432± 01：34．81� 49．2

55 トーアライジン 牡7芦 57

54 ▲亀田 温心高山ランド� 村山 明 豊浦トーア牧場 B510＋ 21：35．22� 146．9�
66 アドマイヤレオ 牡4鹿 57 浜中 俊近藤 旬子氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 484－ 21：35．51
 14．0�
33 サンライズルーク 牡5鹿 57 �島 克駿松岡 隆雄氏 新谷 功一 日高 下河辺牧場 520＋141：35．82 99．2
810� タ ナ ロ ア 牡4鹿 57 松山 弘平名古屋友豊� 高野 友和 新冠 オリエント牧場 436＋101：35．9クビ 62．3�

（10頭）

売 得 金
単勝： 50，560，800円 複勝： 72，636，900円 枠連： 9，056，100円
馬連： 65，403，600円 馬単： 40，647，100円 ワイド： 48，257，000円
3連複： 89，015，100円 3連単： 191，127，800円 計： 566，704，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 140円 � 120円 枠 連（2－7） 500円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 900円

ワ イ ド �� 230円 �� 170円 �� 330円

3 連 複 ��� 630円 3 連 単 ��� 2，570円

票 数

単勝票数 計 505608 的中 � 201576（1番人気）
複勝票数 計 726369 的中 � 407029（1番人気）� 71001（3番人気）� 88354（2番人気）
枠連票数 計 90561 的中 （2－7） 13981（2番人気）
馬連票数 計 654036 的中 �� 95959（2番人気）
馬単票数 計 406471 的中 �� 33838（3番人気）
ワイド票数 計 482570 的中 �� 53498（3番人気）�� 81061（1番人気）�� 31215（5番人気）
3連複票数 計 890151 的中 ��� 104593（2番人気）
3連単票数 計1911278 的中 ��� 53798（4番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―12．4―12．2―11．4―11．1―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．6―36．0―48．2―59．6―1：10．7―1：22．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F34．5
3 ・（3，4）（2，10）（9，6）－7（5，8）－1 4 ・（4，6）－（3，2）（9，10）（7，8）（5，1）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ナンヨープランタン �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2017．6．18 函館1着

2015．2．8生 牡5黒鹿 母 テキサスルビー 母母 ストレイトフロムテキサス 20戦2勝 賞金 39，854，000円
※出走取消馬 ミッドサマーハウス号（疾病〔感冒〕のため）



06105 3月22日 晴 良 （2阪神1） 第9日 第9競走 ��
��1，800�

す ま

須 磨 特 別
発走14時25分 （芝・右・外）
4歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，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 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．4
1：43．9

良
良

88 メイショウモウコ 牡6栗 57 加藤 祥太松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 492－ 61：46．1 74．4�
33 ティグラーシャ 牝4黒鹿55 川田 将雅 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 440－ 2 〃 アタマ 1．9�
77 ショウナンバルディ 牡4黒鹿57 �島 克駿国本 哲秀氏 松下 武士 日高 木村牧場 444＋ 81：46．31	 7．0�
11 ラストヌードル 牡4鹿 57 藤岡 佑介増田 和啓氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 500－ 21：46．61
 13．0�
66 カ ン ト ル 牡4鹿 57 岩田 望来金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 478－ 4 〃 クビ 2．4	
55 プ リ ュ ス 牝5鹿 55 武 豊�キーファーズ 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 438＋101：47．13 34．0

22 スズカフューラー 牡6栗 57 太宰 啓介永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 430－ 21：47．31� 219．1�
89 ビービーブレスユー 牡7鹿 57 熊沢 重文�坂東牧場 加用 正 日高 碧雲牧場 510－ 21：47．83 151．4�
44 シ ョ パ ン 牡7黒鹿57 松山 弘平窪田 康志氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 482－ 81：48．01	 19．7

（9頭）

売 得 金
単勝： 56，501，500円 複勝： 70，362，200円 枠連： 10，361，400円
馬連： 78，429，900円 馬単： 49，004，300円 ワイド： 52，255，600円
3連複： 107，994，600円 3連単： 263，771，500円 計： 688，681，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，440円 複 勝 � 860円 � 110円 � 180円 枠 連（3－8） 2，950円

馬 連 �� 5，850円 馬 単 �� 24，020円

ワ イ ド �� 1，620円 �� 2，720円 �� 260円

3 連 複 ��� 7，050円 3 連 単 ��� 119，370円

票 数

単勝票数 計 565015 的中 � 6068（7番人気）
複勝票数 計 703622 的中 � 9193（7番人気）� 356222（1番人気）� 67190（3番人気）
枠連票数 計 103614 的中 （3－8） 2718（10番人気）
馬連票数 計 784299 的中 �� 10375（12番人気）
馬単票数 計 490043 的中 �� 1530（32番人気）
ワイド票数 計 522556 的中 �� 7482（14番人気）�� 4372（18番人気）�� 62997（2番人気）
3連複票数 計1079946 的中 ��� 11479（17番人気）
3連単票数 計2637715 的中 ��� 1602（153番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．2―35．9―47．5―59．1―1：10．8―1：22．0―1：33．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．3
3 8＝7，3，5，9（2，6）4－1 4 8＝7，3，5（2，9）6－（1，4）

勝馬の
紹 介

メイショウモウコ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2016．11．12 京都8着

2014．4．26生 牡6栗 母 メイショウオスカル 母母 メイショウヤヨイ 20戦4勝 賞金 48，729，000円

06106 3月22日 曇 良 （2阪神1） 第9日 第10競走 ��
��1，200�なにわステークス

発走15時00分 （ダート・右）
4歳以上，3勝クラス（1600万円以下）；負担重量は，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
1：08．8
1：08．7

重
重

24 スナークライデン 牡6芦 57 国分 恭介杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 486＋ 41：11．7 13．7�
713� ロンドンテソーロ 牡4栗 57 	島 克駿了德寺健二ホール

ディングス� 栗田 徹 愛 Roundhill Stud &
J. S. Investments 506－ 6 〃 ハナ 7．9�

59 サーティグランド 
8鹿 57 水口 優也山上 和良氏 羽月 友彦 新ひだか 山本 昇寿 504＋ 81：11．91� 24．6�
36 ヴ ォ ー ガ 牡6栗 57 松田 大作一村 哲也氏 森 秀行 新ひだか グランド牧場 B458－ 41：12．11� 42．5�
611 シャドウハンター 牡4栗 57 川田 将雅飯塚 知一氏 藤岡 健一 新ひだか ヒサイファーム 534－ 21：12．2� 3．5�
612 エターナルフレイム 
6栗 57 団野 大成岡田 牧雄氏 高木 登 新ひだか 折手牧場 524－ 4 〃 クビ 27．9	
35 アーバンイェーガー 牡6黒鹿57 藤岡 康太西城 公雄氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 512－ 81：12．3クビ 8．4

12 ショウナンカイドウ 牡7栗 57 岩田 望来国本 哲秀氏 高野 友和 日高 下河辺牧場 B530－ 4 〃 クビ 36．3�
11 アヴァンティスト 牡4栗 57 坂井 瑠星 �カナヤマホール

ディングス 西浦 勝一 新ひだか 谷岡牧場 470－ 61：12．51 18．5�
23 ツウカイウイング 牡5鹿 57 松山 弘平木村 直樹氏 千田 輝彦 新ひだか 萩澤 泰博 474＋ 41：12．71 22．3
815 マイネルオスカル 牡5栗 57 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 長谷川浩大 日高 木村牧場 490－ 2 〃 アタマ 4．5�
816 ロイヤルパールス 牡5鹿 57 荻野 極ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 日高 坂 牧場 B532± 0 〃 クビ 9．0�
510 オーヴォドーロ 牝5黒鹿55 吉田 隼人諸江 幸祐氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 466± 01：12．8� 45．0�
48  プレディクト 牡5鹿 57 泉谷 楓真西田 順彦氏 伊藤 伸一 新冠 競優牧場 496－ 21：12．9クビ 226．1�
714 アユツリオヤジ 牡6栗 57 亀田 温心 �キャピタル・システム 村山 明 浦河 	川 啓一 500＋ 21：13．11 55．9�
47 アサケパワー 牡6鹿 57 藤懸 貴志大橋 堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 520－121：14．8大差 19．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 67，238，300円 複勝： 95，863，000円 枠連： 33，451，800円
馬連： 175，062，700円 馬単： 61，347，900円 ワイド： 127，170，900円
3連複： 298，893，500円 3連単： 306，064，400円 計： 1，165，092，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，370円 複 勝 � 300円 � 320円 � 610円 枠 連（2－7） 2，790円

馬 連 �� 5，580円 馬 単 �� 12，390円

ワ イ ド �� 2，290円 �� 2，520円 �� 3，770円

3 連 複 ��� 31，810円 3 連 単 ��� 137，390円

票 数

単勝票数 計 672383 的中 � 39249（6番人気）
複勝票数 計 958630 的中 � 87462（4番人気）� 82362（6番人気）� 37657（9番人気）
枠連票数 計 334518 的中 （2－7） 9292（13番人気）
馬連票数 計1750627 的中 �� 24313（22番人気）
馬単票数 計 613479 的中 �� 3712（49番人気）
ワイド票数 計1271709 的中 �� 14422（27番人気）�� 13030（32番人気）�� 8644（49番人気）
3連複票数 計2988935 的中 ��� 7045（117番人気）
3連単票数 計3060644 的中 ��� 1615（496番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．5―12．2―12．1―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．3―46．5―58．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．9―3F37．4
3 14，13（11，12，16）7（9，15）（1，6）5（4，8，10）2，3 4 14，13（11，12）（9，16）15（7，1，6）（5，4，10）（2，8）3

勝馬の
紹 介

スナークライデン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2016．8．13 小倉5着

2014．3．28生 牡6芦 母 スナークヒロイン 母母 スイートケンメア 34戦3勝 賞金 62，443，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔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14頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）14頭 イッツクール号・ガンジー号・キタノオドリコ号・クリノライメイ号・ケプラー号・コウエイアンカ号・

ジュエアトゥー号・ダイトウキョウ号・ベルエスメラルダ号・マイネルラック号・メイショウミズカゼ号・
ルーチェソラーレ号・ロードエース号・ロードラズライト号

２レース目



06107 3月22日 曇 良 （2阪神1） 第9日 第11競走 ��
��3，000�第68回阪 神 大 賞 典（ＧⅡ）

発走15時35分 （芝・右）
4歳以上；負担重量は，4歳55�5歳以上56�，牝馬2�減，31．3．16以降GⅠ競走（牝
馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除
く）1着馬1�増，31．3．15以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳
時の成績を除く）

兵庫県知事賞・京阪神ビルディング株式会社賞（1着）
賞 品

本 賞 67，000，000円 27，000，000円 17，000，000円 10，000，000円 6，700，000円
付 加 賞 700，000円 200，000円 100，000円 � コースレコード

中央レコード
3：02．5
3：01．0

良
良

810 ユーキャンスマイル 牡5鹿 56 岩田 康誠金子真人ホール
ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 500＋123：03．0 5．9�

44 トーセンカンビーナ 牡4鹿 55 藤岡 康太島川 �哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 454－ 43：03．31� 15．4�
66 メイショウテンゲン 牡4芦 55 松山 弘平松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 462＋ 63：03．4	 10．0�
33 ムイトオブリガード 牡6鹿 57 藤岡 佑介市川義美ホール

ディングス� 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 506＋18 〃 クビ 21．0�
22 メロディーレーン 牝4鹿 53 岩田 望来岡田 牧雄氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 342＋ 2 〃 ハナ 49．0	
55 タイセイトレイル 牡5黒鹿56 福永 祐一田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B498＋ 63：03．5クビ 25．9

89 キ セ キ 牡6黒鹿57 川田 将雅石川 達絵氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 506± 03：03．6	 1．6�
77 ボ ス ジ ラ 牡4芦 55 武 豊金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 508－ 8 〃 クビ 6．7�
11 レノヴァール 牡5鹿 56 幸 英明 キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 532＋ 23：04．23	 41．5�
78 ドレッドノータス 
7栗 57 坂井 瑠星 キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 460－ 43：06．9大差 37．6�

（10頭）

売 得 金
単勝： 253，277，100円 複勝： 285，456，600円 枠連： 55，141，500円
馬連： 561，006，300円 馬単： 305，366，200円 ワイド： 382，351，100円
3連複： 915，411，700円 3連単： 1，970，162，000円 計： 4，728，172，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 240円 � 430円 � 320円 枠 連（4－8） 970円

馬 連 �� 3，720円 馬 単 �� 7，120円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 730円 �� 1，430円

3 連 複 ��� 7，550円 3 連 単 ��� 40，140円

票 数

単勝票数 計2532771 的中 � 338692（2番人気）
複勝票数 計2854566 的中 � 350614（2番人気）� 158816（5番人気）� 228813（4番人気）
枠連票数 計 551415 的中 （4－8） 43718（5番人気）
馬連票数 計5610063 的中 �� 116822（12番人気）
馬単票数 計3053662 的中 �� 32162（24番人気）
ワイド票数 計3823511 的中 �� 87057（12番人気）�� 139213（8番人気）�� 67261（15番人気）
3連複票数 計9154117 的中 ��� 90824（28番人気）
3連単票数 計19701620 的中 ��� 35582（132番人気）

ハロンタイム 13．2―12．2―12．3―12．2―12．7―12．4―12．2―12．4―11．6―11．7―11．9―11．9―11．8―12．0―12．5

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�
13．2―25．4―37．7―49．9―1：02．6―1：15．0―1：27．2―1：39．6―1：51．2―2：02．9―2：14．8―2：26．7

2，600� 2，800�
―2：38．5―2：50．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F48．2―3F36．3
1
�
8（5，9）（3，7）－2，6，1，10，4・（8，5）9（3，7）2，6（10，1）4

2
�

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

勝馬の
紹 介

ユーキャンスマイル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2017．11．5 京都2着

2015．5．3生 牡5鹿 母 ムードインディゴ 母母 リープフォージョイ 15戦6勝 賞金 297，602，000円
〔発走状況〕 キセキ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔調教再審査〕 キセキ号は，発走調教再審査。
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりユーキャンスマイル号は，天皇賞（春）（GⅠ）競走に優先出走できる。

06108 3月22日 曇 良 （2阪神1） 第9日 第12競走 ��1，800�4歳以上2勝クラス
発走16時10分 （ダート・右）（1000万円以下）

牝；負担重量は，55�
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

612 ス ペ ク タ ー 牝6鹿 55 藤岡 佑介川勝 裕之氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 514＋ 41：53．2 12．9�
815� デュアルウィールド 牝5栗 55 菱田 裕二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 森田 直行 新ひだか 畠山牧場 508－ 81：53．94 142．0�
12 ムーンザムーン 牝6鹿 55 藤岡 康太林 正道氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 492－ 41：54．32� 14．1�
611� フ ワ ト ロ 牝5鹿 55 松山 弘平佐久間拓士氏 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 476± 01：54．4� 12．9�
816 ダイアナブライト 牝4鹿 55 川田 将雅 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 436－ 6 〃 ハナ 3．1	
35 ダンツチョイス 牝5栗 55

52 ▲泉谷 楓真山元 哲二氏 本田 優 日高 天羽牧場 454－ 61：54．5� 5．9

714 コ ス タ ネ ラ 牝5栗 55 秋山真一郎 �社台レースホース大久保龍志 千歳 社台ファーム B450－ 21：55．13� 18．8�
11 アドマイヤビーナス 牝4栗 55 武 豊近藤 旬子氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 472－ 21：55．41� 4．8�
59 ダンツカホウ 牝5黒鹿55 坂井 瑠星山元 哲二氏 吉岡 辰弥 日高 白井牧場 B504－ 41：55．5� 108．5
48 ヘイセイラスト 牝4鹿 55 川須 栄彦�谷川牧場 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 516－ 61：56．13� 17．7�
24 バラーディスト 牝4黒鹿55 浜中 俊 �シルクレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 474＋ 41：56．2� 11．7�
36 バイザディンプル 牝4栗 55

54 ☆斎藤 新増田 和啓氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 476＋ 4 〃 アタマ 34．3�
23 アマリリステソーロ 牝4青 55 岩田 康誠了德寺健二ホール

ディングス� 高橋 康之 新ひだか 幌村牧場 428－ 4 〃 ハナ 39．4�
47 ルプレジール 牝4鹿 55

54 ☆岩田 望来 �社台レースホース藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B498＋ 21：57．05 51．5�

510 アオイテソーロ 牝6黒鹿55 和田 竜二了德寺健二ホール
ディングス� 加藤士津八 安平 ノーザンファーム B490－ 61：57．1クビ 42．3�

713 レジェンディスト 牝5鹿 55
53 △団野 大成吉田 照哉氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 472－ 22：02．8大差 38．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 87，743，700円 複勝： 117，698，300円 枠連： 43，937，200円
馬連： 196，117，200円 馬単： 72，890，800円 ワイド： 149，383，500円
3連複： 331，205，100円 3連単： 364，621，000円 計： 1，363，596，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，290円 複 勝 � 350円 � 3，120円 � 440円 枠 連（6－8） 1，250円

馬 連 �� 32，110円 馬 単 �� 49，330円

ワ イ ド �� 12，400円 �� 1，830円 �� 23，620円

3 連 複 ��� 148，560円 3 連 単 ��� 701，190円

票 数

単勝票数 計 877437 的中 � 54319（6番人気）
複勝票数 計1176983 的中 � 98095（5番人気）� 8714（16番人気）� 73634（7番人気）
枠連票数 計 439372 的中 （6－8） 27234（3番人気）
馬連票数 計1961172 的中 �� 4733（81番人気）
馬単票数 計 728908 的中 �� 1108（136番人気）
ワイド票数 計1493835 的中 �� 3076（92番人気）�� 21522（22番人気）�� 1610（106番人気）
3連複票数 計3312051 的中 ��� 1672（325番人気）
3連単票数 計3646210 的中 ��� 377（1677番人気）

ハロンタイム 12．6―10．6―13．3―13．0―13．3―12．7―12．7―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．2―36．5―49．5―1：02．8―1：15．5―1：28．2―1：40．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．4―3F37．7
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ス ペ ク タ ー �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2016．11．12 京都1着

2014．5．1生 牝6鹿 母 ストームツイスター 母母 テンザンストーム 19戦4勝 賞金 45，720，000円
〔発走状況〕 ルプレジール号は，枠内駐立不良〔坐る〕。馬体検査。危険防止のため外枠から発走。発走時刻6分遅延。
〔調教再審査〕 ルプレジール号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レジェンディスト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年4月22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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 ヴォカツィオーネ号・ププッピドゥ号・モンオール号・レッドシルヴァーナ号・ワタシノロザリオ号

４レース目



（2阪神1）第9日 3月22日（日曜日） 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 145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

308，280，000円
2，990，000円
25，610，000円
1，800，000円
36，940，000円
61，807，000円
4，983，500円
1，392，000円

勝馬投票券売得金
779，506，800円
1，133，887，100円
207，531，000円
1，451，518，600円
729，859，600円
1，071，167，700円
2，307，929，800円
3，979，222，600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 11，660，623，200円

総入場人員 0名 （有料入場人員 0名）

特 記 事 項
第1回阪神競馬第9日は，新型コロナウイルスの感染拡大防止のため，無観客で開催を実施した。



令和2年度 第1回阪神競馬 総計

競走回数 108回 出走延頭数 1，371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

2，235，410，000円
36，470，000円
240，640，000円
14，990，000円
257，030，000円
573，736，000円
40，277，500円
13，161，600円

勝馬投票券売得金
5，041，239，600円
7，388，681，800円
1，572，988，400円
9，690，722，500円
4，315，877，400円
6，970，957，000円
15，007，682，500円
21，506，752，200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 71，494，901，400円

総入場延人員 0名 （有料入場延人員 0名）

特 記 事 項
第 1回阪神競馬は，新型コロナウイルスの感染拡大防止のため，無観客で開催を実施した。
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