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09001 3月28日 曇 不良 （2阪神2） 第1日 第1競走 ��1，800�3歳未勝利
発走10時00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
1：48．5
1：47．6

重
重

813 プリティーチャンス 牝3青鹿 54
53 ☆岩田 望来廣崎利洋HD� 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 446－ 41：54．6 4．3�

812 ダンツエリーゼ 牝3青鹿 54
51 ▲泉谷 楓真山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 千代田牧場 514－ 4 〃 ハナ 2．6�

57 タガノグリュック 牝3栗 54 和田 竜二八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 498－ 21：54．7� 7．4�

56 テ ゴ ナ 牝3鹿 54 藤岡 康太 �Gリビエール・
レーシング 西浦 勝一 浦河 富田牧場 498－ 41：54．8クビ 33．6�

45 タマモパッション 牝3鹿 54 幸 英明タマモ� 大橋 勇樹 新冠 守矢牧場 478－ 21：55．01� 10．3�
69 エ ケ ベ リ ア 牝3芦 54 国分 恭介石瀬 浩三氏 川村 禎彦 新冠 ムラカミファーム 446－ 41：55．63� 118．3	
11 シンフェイス 牝3青鹿54 L．ヒューイットソン 佐々木 勉氏 武 幸四郎 新ひだか タガミファーム 454－ 21：56．02� 4．1


（南ア）

33 ヴ ィ ネ ッ ト 牝3鹿 54 松山 弘平水上ふじ子氏 音無 秀孝 浦河 笠松牧場 476＋ 61：56．1クビ 13．4�
22 メイショウコバコ 牝3栗 54 荻野 琢真松本 好雄氏 梅田 智之 浦河 岡部牧場 500－ 41：56．52� 164．9�
68 マドンナガラメキ 牝3鹿 54 川須 栄彦髙野 哲氏 小崎 憲 新冠 的場牧場 446－ 8 〃 ハナ 156．2
711 デ ィ ラ イ ラ 牝3鹿 54 太宰 啓介�田 昌久氏 寺島 良 新ひだか 上村 清志 448± 0 〃 クビ 48．7�
710 ホウオウグラス 牝3鹿 54 北村 宏司小笹 芳央氏 安田 翔伍 新ひだか 岡田スタツド 414＋ 21：57．24 117．1�
44 タガノミュウミュウ 牝3鹿 54 藤懸 貴志八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 428－ 6 〃 ハナ 74．8�
（13頭）

売 得 金
単勝： 21，841，100円 複勝： 39，964，300円 枠連： 7，995，500円
馬連： 41，512，200円 馬単： 19，993，100円 ワイド： 33，320，700円
3連複： 63，132，000円 3連単： 71，663，900円 計： 299，422，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 130円 � 120円 � 150円 枠 連（8－8） 570円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 1，230円

ワ イ ド �� 240円 �� 430円 �� 290円

3 連 複 ��� 1，150円 3 連 単 ��� 4，940円

票 数

単勝票数 計 218411 的中 � 40463（3番人気）
複勝票数 計 399643 的中 � 81215（2番人気）� 99320（1番人気）� 55368（4番人気）
枠連票数 計 79955 的中 （8－8） 10724（3番人気）
馬連票数 計 415122 的中 �� 57364（1番人気）
馬単票数 計 199931 的中 �� 12183（3番人気）
ワイド票数 計 333207 的中 �� 37493（1番人気）�� 18132（5番人気）�� 29697（3番人気）
3連複票数 計 631320 的中 ��� 40845（2番人気）
3連単票数 計 716639 的中 ��� 10516（8番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―14．2―13．3―13．3―12．6―12．2―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．2―38．4―51．7―1：05．0―1：17．6―1：29．8―1：41．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．6―3F37．0
1
3
・（4，7）9，6，12（5，13）（3，8，11）（1，10）2・（4，7）9（6，12，11）13，5（8，10）（3，1）2

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

勝馬の
紹 介

プリティーチャンス �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2019．10．12 京都15着

2017．6．2生 牝3青鹿 母 フューチャサンデー 母母 アスクローザ 3戦1勝 賞金 7，100，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔3走成績による出走制限〕 マドンナガラメキ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年5月28日まで平地競走に出走でき

ない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

09002 3月28日 曇 不良 （2阪神2） 第1日 第2競走 ��1，200�3歳未勝利
発走10時30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
1：08．8
1：08．7

重
重

713 カズオルヴァル �3鹿 56 浜中 俊合同会社雅苑興業 安田 隆行 むかわ 上水牧場 472＋ 21：11．6 3．7�
48 オーシャンズ 牝3鹿 54 福永 祐一 �カナヤマホール

ディングス 岡田 稲男 浦河 金成吉田牧場 486＋ 21：11．7� 3．5�
510 ワンダーカムラング 牡3黒鹿56 川須 栄彦山本 能成氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 B470＋ 81：11．91 14．8�
612 エンペラーズパレス 牡3栗 56 水口 優也山上 和良氏 羽月 友彦 新ひだか 片岡 博 B500－ 2 〃 アタマ 24．0�
24 ヒロシゲペッパー 牡3栗 56 武 豊�岡 隆氏 武 英智 新ひだか 岡田牧場 B474－ 61：12．11 6．0	
11 パ サ ラ ン 牡3鹿 56 松山 弘平薪浦 州平氏 千田 輝彦 新冠 松浦牧場 454＋ 41：12．2� 33．7

815 メイショウシュート 牡3鹿 56

53 ▲泉谷 楓真松本 好雄氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 456－ 4 〃 クビ 86．4�
816 ラッシュワン 牡3黒鹿56 L．ヒューイットソン 小林 哲之氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 478± 01：12．3クビ 5．5�

（南ア）

12 コ ン ウ ィ 牡3鹿 56 幸 英明中村 祐子氏 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 440± 0 〃 アタマ 5．9
35 ニホンピロキアロ 牡3鹿 56 太宰 啓介小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 430－ 21：12．83 344．2�
714 ディープマックス 牡3鹿 56 北村 宏司深見 敏男氏 五十嵐忠男 新ひだか 本桐牧場 448＋ 21：13．86 218．4�
23 スワッグレコード 牡3鹿 56 岩崎 翼水谷 昌晃氏 上村 洋行 新ひだか 久井牧場 442＋ 21：14．11� 331．4�
59 ミラクルシャーク 牡3青鹿56 和田 竜二西浦 和男氏 音無 秀孝 様似 清水スタッド 448－ 61：14．52� 115．7�
611 メイショウサフラン 牡3栗 56 中谷 雄太松本 好雄氏 西浦 勝一 日高 浦新 徳司 448＋ 41：14．71� 160．4�
36 オーミボンズ 牡3黒鹿56 川島 信二岩﨑 僖澄氏 宮 徹 新ひだか 高橋フアーム 392＋ 6 〃 クビ 123．6�
47 メイショウポピンズ 牝3黒鹿54 	島 良太松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 太陽牧場 446 ―1：15．87 282．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，772，600円 複勝： 40，014，200円 枠連： 6，327，600円
馬連： 40，276，500円 馬単： 18，489，800円 ワイド： 32，144，400円
3連複： 60，003，100円 3連単： 68，001，700円 計： 291，029，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 130円 � 140円 � 300円 枠 連（4－7） 650円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 1，220円

ワ イ ド �� 280円 �� 760円 �� 850円

3 連 複 ��� 2，620円 3 連 単 ��� 10，410円

票 数

単勝票数 計 257726 的中 � 55112（2番人気）
複勝票数 計 400142 的中 � 98883（1番人気）� 82289（2番人気）� 22808（6番人気）
枠連票数 計 63276 的中 （4－7） 7480（1番人気）
馬連票数 計 402765 的中 �� 47024（1番人気）
馬単票数 計 184898 的中 �� 11311（1番人気）
ワイド票数 計 321444 的中 �� 33877（1番人気）�� 10140（11番人気）�� 8962（13番人気）
3連複票数 計 600031 的中 ��� 17118（10番人気）
3連単票数 計 680017 的中 ��� 4733（33番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．7―11．6―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．6―35．3―46．9―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カズオルヴァル �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．10．14 京都10着

2017．3．9生 �3鹿 母 アントワープ 母母 フランダース 5戦1勝 賞金 7，700，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウポピンズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年4月28日まで平地

競走に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 ニホンピロキアロ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年5月28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 エーティーボストン号・カネトシデュエル号・サイモンクラブ号・ディーププレザント号・ナリタウルフ号・

ニホンピロブケーラ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第２回 阪神競馬 第１日



09003 3月28日 曇 不良 （2阪神2） 第1日 第3競走 ��
��1，800�3歳未勝利

発走11時00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

56 � アンセッドヴァウ 牡3栗 56 和田 竜二加藤 誠氏 中竹 和也 米 Mike G.
Rutherford 462－ 61：52．9 1．5�

44 � ベッサメモー 牝3鹿 54 L．ヒューイットソン 吉田 和子氏 武 幸四郎 米
Grousemont Farm,
Summerhill Farm
& Ellen Chapman

510－ 41：53．11� 5．7�
（南ア）

710 イルミネーター 牡3鹿 56 水口 優也山上 和良氏 羽月 友彦 浦河 岡部牧場 474＋ 41：53．2	 7．8�
68 � グラスコックピット 牡3鹿 56 北村 宏司飯田 良枝氏 高橋 義忠 米 Dr. Masa-

take Iida 458＋ 21：54．05 9．2�
33 ア サ シ ン 牡3栗 56 国分 優作中村 忠彦氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 492－ 41：54．1	 45．9�
79 メイショウヨカゼ 牡3栗 56 川島 信二松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 498 ―1：54．31 122．8�
55 ルドンカズマ 牡3鹿 56 長岡 禎仁合同会社雅苑興業 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 496 ―1：54．62 23．0	
811� スマートキャンディ 牝3鹿 54 幸 英明大川 徹氏 音無 秀孝 米 Calumet

Farm 470－ 61：55．23
 25．8

812 マテラアシスト 牡3黒鹿56 川須 栄彦大野 照旺氏 浜田多実雄 新冠 ラツキー牧場 454＋ 41：55．62
 74．8�
11 テーオーコロンブス 牡3芦 56 国分 恭介小笹 公也氏 岡田 稲男 日高 ヤナガワ牧場 476－ 2 〃 クビ 34．5�
67 カネトシデュエル 牡3鹿 56

55 ☆岩田 望来兼松 昌男氏 西浦 勝一 日高 宝寄山 拓樹 446± 01：56．66 175．4
22 ゴッドオプティマス 牡3栗 56 浜中 俊中西 憲治氏 飯田 祐史 新ひだか 千代田牧場 512 ―1：57．13 20．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 25，175，800円 複勝： 75，664，900円 枠連： 6，163，700円
馬連： 36，507，200円 馬単： 23，862，800円 ワイド： 32，476，000円
3連複： 54，721，800円 3連単： 100，086，500円 計： 354，658，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 130円 � 130円 枠 連（4－5） 420円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 510円

ワ イ ド �� 180円 �� 180円 �� 400円

3 連 複 ��� 660円 3 連 単 ��� 1，520円

票 数

単勝票数 計 251758 的中 � 127549（1番人気）
複勝票数 計 756649 的中 � 503827（1番人気）� 64964（2番人気）� 64484（3番人気）
枠連票数 計 61637 的中 （4－5） 11134（3番人気）
馬連票数 計 365072 的中 �� 65696（2番人気）
馬単票数 計 238628 的中 �� 34426（1番人気）
ワイド票数 計 324760 的中 �� 51018（1番人気）�� 49580（2番人気）�� 16444（4番人気）
3連複票数 計 547218 的中 ��� 61936（2番人気）
3連単票数 計1000865 的中 ��� 47514（2番人気）

ハロンタイム 13．1―11．2―12．9―12．5―12．8―12．3―12．0―13．0―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．3―37．2―49．7―1：02．5―1：14．8―1：26．8―1：39．8

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

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

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 牡3栗 母 Country Cafe 母母 Pretty ’n Smart 4戦1勝 賞金 7，610，000円
〔3走成績による出走制限〕 マテラアシスト号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年5月28日まで平地競走に出走できな

い。
※カネトシデュエル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

09004 3月28日 曇 稍重 （2阪神2） 第1日 第4競走 ��1，600�3歳未勝利
発走11時30分 （芝・右・外）

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
1：31．9
1：30．3

良
良

817 マルカエイペックス 牝3黒鹿54 和田 竜二日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 430－ 21：35．6 2．3�
59 メイショウアカイシ 牝3鹿 54 長岡 禎仁松本 好�氏 高橋 亮 浦河 三嶋牧場 432＋ 61：35．81� 97．8�
713 パリスデージー 牝3黒鹿 54

53 ☆岩田 望来 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 438＋ 41：35．9� 3．7�
12 ダンツシルビア 牝3黒鹿54 岩崎 翼山元 哲二氏 谷 潔 浦河 バンブー牧場 456－ 21：36．0クビ 16．6�
47 タマモルーチェ 牝3青鹿54 川島 信二タマモ	 池添 兼雄 新ひだか 前田牧場 408 ―1：36．53 168．3

816 トウケイミラ 牝3鹿 54 太宰 啓介木村 信彦氏 高柳 大輔 新ひだか 坂本 智広 424－ 8 〃 ハナ 16．2�
11 スズカペンダント 牝3栗 54 幸 英明永井 啓弍氏 杉山 晴紀 むかわ 新井牧場 430± 01：36．6� 21．9�
611 ソニックビースト 牝3黒鹿54 岡田 祥嗣杉山 忠国氏 浅見 秀一 浦河 桑田牧場 492± 01：36．81� 29．4
818 ブライティアフジ 牝3鹿 54 川須 栄彦小林 昌志氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 478 ―1：36．9� 37．3�
48 ウ ル ス ラ 牝3栗 54 藤岡 康太 �社台レースホース吉岡 辰弥 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 410＋ 4 〃 ハナ 38．3�
36 ヴェリエーロ 牝3黒鹿54 小牧 太 	京都ホースレーシング 小崎 憲 浦河 猿橋 義昭 444 ―1：37．43 268．4�
23 タガノエリカ 牝3鹿 54

51 ▲泉谷 楓真八木 良司氏 宮本 博 新冠 八木牧場 402 ―1：37．61� 131．1�
510 エレガントヴォイス 牝3栗 54 L．ヒューイットソン 吉田 照哉氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 474＋ 61：38．87 6．7�

（南ア）

715 マーティンリボーン 牝3黒鹿54 国分 優作大戸 志浦氏 渡辺 薫彦 新ひだか 高橋 修 418 ―1：39．75 429．3�
35 ハローオンザターフ 牝3黒鹿54 荻野 琢真岡田 牧雄氏 長谷川浩大 日高 千葉飯田牧場 458 ―1：41．08 53．7�
24 クレイジーキルト 牝3黒鹿54 中谷 雄太吉田 和美氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 422 ―1：47．4大差 64．9�
612 セーチェーニ 牝3黒鹿54 浜中 俊永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 460－ 4 （競走中止） 10．5�

（17頭）
714 リ ノ キ ア ナ 牝3鹿 54 北村 宏司松岡 雅昭氏 谷 潔 日高 アイズスタッド株式会社 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 30，105，000円 複勝： 43，282，200円 枠連： 10，038，300円
馬連： 45，670，700円 馬単： 20，570，600円 ワイド： 39，926，500円
3連複： 68，615，200円 3連単： 74，973，500円 計： 333，182，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 1，160円 � 130円 枠 連（5－8） 700円

馬 連 �� 6，420円 馬 単 �� 8，570円

ワ イ ド �� 1，630円 �� 190円 �� 3，600円

3 連 複 ��� 7，240円 3 連 単 ��� 39，410円

票 数

単勝票数 計 301050 的中 � 101071（1番人気）
複勝票数 計 432822 的中 � 111714（1番人気）� 5393（12番人気）� 97227（2番人気）
枠連票数 計 100383 的中 （5－8） 11102（2番人気）
馬連票数 計 456707 的中 �� 5510（19番人気）
馬単票数 計 205706 的中 �� 1799（26番人気）
ワイド票数 計 399265 的中 �� 5311（16番人気）�� 71295（1番人気）�� 2345（39番人気）
3連複票数 計 686152 的中 ��� 7101（20番人気）
3連単票数 計 749735 的中 ��� 1379（114番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．0―36．2―48．3―1：00．3―1：11．6―1：23．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マルカエイペックス �
�
父 エピファネイア �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．12．8 阪神3着

2017．5．14生 牝3黒鹿 母 エオリアンハープ 母母 エアウイングス 4戦1勝 賞金 9，670，000円
〔出走取消〕 リノキアナ号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
〔競走中止〕 セーチェーニ号は，競走中に異常歩様となったため最後の直線コースで競走中止。
〔調教再審査〕 セーチェーニ号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マーティンリボーン号・ハローオンザターフ号・クレイジーキルト号は，「タイムオーバーによる出走

制限」のため，令和2年4月28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 ゼットグローリ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



09005 3月28日 曇 稍重 （2阪神2） 第1日 第5競走 ��2，000�3歳未勝利
発走12時20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

812 メイショウサンガ 牡3鹿 56 武 豊松本 好雄氏 千田 輝彦 浦河 まるとみ冨岡牧場 500± 02：02．7 7．0�
811 ナリタザクラ 牡3黒鹿56 福永 祐一�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム 496＋ 2 〃 クビ 2．9�
68 ロックグラス 牡3鹿 56 幸 英明橋本 謙一氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 466－122：03．12� 113．7�
44 ネブロシティ 牡3黒鹿56 L．ヒューイットソン 吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 490＋ 2 〃 アタマ 2．1�

（南ア）

22 プ ラ ト ン 牡3青 56
55 ☆岩田 望来近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 454＋ 22：03．2クビ 6．9�

67 ロ ル ベ ー ア 牡3鹿 56 川須 栄彦 	社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム 454－ 6 〃 クビ 34．4

11 メイショウヨザクラ 牡3鹿 56

53 ▲泉谷 楓真松本 好雄氏 石橋 守 浦河 まるとみ冨岡牧場 500± 02：03．3アタマ 24．7�
79 ナ ム ラ ド ン 牡3鹿 56 北村 宏司奈村 信重氏 清水 久詞 新冠 武田 寛治 484 ―2：03．61� 92．6�
55 カ ノ ア 牝3鹿 54 松山 弘平 �ニッシンホール

ディングス 牧田 和弥 新ひだか チャンピオンズファーム 442± 02：03．81� 18．7
710 フローラルピース 牝3鹿 54 和田 竜二髙橋 正雄氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 430＋ 22：04．97 58．1�
56 カフジピスケス 牡3栗 56 中谷 雄太加藤 守氏 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B488＋ 62：08．6大差 108．8�
（11頭）

33 プ ル セ イ ラ 牝3黒鹿54 藤岡 康太前田 幸治氏 上村 洋行 新ひだか グランド牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 30，460，200円 複勝： 39，527，400円 枠連： 7，155，300円
馬連： 41，803，400円 馬単： 21，860，300円 ワイド： 33，644，200円
3連複： 59，993，700円 3連単： 90，306，200円 計： 324，750，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 190円 � 140円 � 2，400円 枠 連（8－8） 640円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 1，580円

ワ イ ド �� 280円 �� 7，570円 �� 4，720円

3 連 複 ��� 18，490円 3 連 単 ��� 77，020円

票 数

単勝票数 差引計 304602（返還計 255） 的中 � 34770（4番人気）
複勝票数 差引計 395274（返還計 201） 的中 � 54915（3番人気）� 101403（2番人気）� 2709（11番人気）
枠連票数 差引計 71553（返還計 183） 的中 （8－8） 8559（2番人気）
馬連票数 差引計 418034（返還計 663） 的中 �� 50817（2番人気）
馬単票数 差引計 218603（返還計 267） 的中 �� 10346（6番人気）
ワイド票数 差引計 336442（返還計 529） 的中 �� 37695（2番人気）�� 1020（36番人気）�� 1645（28番人気）
3連複票数 差引計 599937（返還計 1882） 的中 ��� 2433（41番人気）
3連単票数 差引計 903062（返還計 2369） 的中 ��� 850（177番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―23．8―36．0―48．3―1：00．7―1：13．3―1：25．5―1：37．8―1：50．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウサンガ �
�
父 ワークフォース �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．12．1 阪神2着

2017．2．11生 牡3鹿 母 カネトシガーネット 母母 マルガリータ 5戦1勝 賞金 9，700，000円
〔出走取消〕 プルセイラ号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カフジピスケス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年4月28日まで平地競走

に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

09006 3月28日 曇 重 （2阪神2） 第1日 第6競走 ��
��1，800�3歳1勝クラス

発走12時55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

68 ミステリオーソ 牡3黒鹿56 L．ヒューイットソン �シルクレーシング 武 幸四郎 浦河 笹地牧場 476＋101：50．8 6．9�
（南ア）

44 エピキュール 牡3黒鹿 56
55 ☆岩田 望来江馬 由将氏 杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 516＋ 21：51．65 9．1�

33 ロンドンデリーエア 牡3栗 56 北村 宏司 �グリーンファーム武 英智 千歳 社台ファーム 454－ 61：51．81� 8．6�
57 マリオマッハー 牡3芦 56 幸 英明サン 安達 昭夫 平取 坂東牧場 438－121：51．9クビ 73．5�
45 サンライズシェリー 牡3鹿 56

53 ▲泉谷 楓真松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 ヤナガワ牧場 472＋ 21：52．0� 56．4	
56 ワイドソロモン 牡3栗 56 武 豊幅田 昌伸氏 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 474－ 81：52．21� 3．0

710 サンライズホープ 牡3鹿 56 川須 栄彦松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 536＋ 8 〃 クビ 2．4�
812 ナムラゴロフキン 牡3鹿 56 和田 竜二奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 浦河 王蔵牧場 484± 01：52．3クビ 32．8�
69 ラブスピール 牝3鹿 54 国分 恭介増田 陽一氏 森田 直行 日高 下河辺牧場 430－ 61：52．51 171．0
11 クリノブレーヴ 牡3鹿 56 川島 信二栗本 博晴氏 長谷川浩大 青森 イズモリファーム 460＋ 21：52．6	 87．9�
813 スマートウィザード 牡3栗 56 松山 弘平大川 徹氏 吉田 直弘 浦河 杵臼牧場 468＋ 21：53．66 46．4�
22 アイスヴィスタ 牝3芦 54 藤岡 康太村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 454＋ 21：54．34 113．1�
711 アルタグラシア 牝3鹿 54 
島 良太 �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 458－ 61：57．6大差 27．2�
（13頭）

売 得 金
単勝： 37，559，100円 複勝： 48，339，100円 枠連： 9，051，500円
馬連： 58，127，600円 馬単： 30，902，300円 ワイド： 43，975，700円
3連複： 83，402，600円 3連単： 105，481，500円 計： 416，839，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 200円 � 220円 � 190円 枠 連（4－6） 2，690円

馬 連 �� 3，050円 馬 単 �� 7，090円

ワ イ ド �� 910円 �� 730円 �� 710円

3 連 複 ��� 5，490円 3 連 単 ��� 35，190円

票 数

単勝票数 計 375591 的中 � 43524（3番人気）
複勝票数 計 483391 的中 � 61514（4番人気）� 55583（5番人気）� 70881（3番人気）
枠連票数 計 90515 的中 （4－6） 2605（12番人気）
馬連票数 計 581276 的中 �� 14744（10番人気）
馬単票数 計 309023 的中 �� 3268（24番人気）
ワイド票数 計 439757 的中 �� 12174（10番人気）�� 15598（9番人気）�� 16086（8番人気）
3連複票数 計 834026 的中 ��� 11377（15番人気）
3連単票数 計1054815 的中 ��� 2173（107番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．6―36．7―49．2―1：01．1―1：13．1―1：25．9―1：38．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミステリオーソ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2019．9．22 阪神3着

2017．1．10生 牡3黒鹿 母 ミステリアスオーラ 母母 レディソヴリン 3戦2勝 賞金 14，200，000円
〔制裁〕 サンライズシェリー号の騎手泉谷楓真は，前検量について注意義務を怠り過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アルタグラシア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年4月28日まで平地競

走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



09007 3月28日 曇 重 （2阪神2） 第1日 第7競走 ��1，400�4歳以上1勝クラス
発走13時25分 （ダート・右）（500万円以下）

牝；負担重量は，55�
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

33 レイトブルーミング 牝4青鹿55 松山 弘平�ジーホース 松下 武士 日高 目黒牧場 444＋ 61：24．7 3．1�
89 � メイショウオウギ 牝4芦 55 国分 優作松本 好雄氏 石橋 守 浦河 日の出牧場 428＋ 61：24．91� 25．6�
55 � ドゥシャンパーニュ 牝4青鹿55 藤岡 康太大塚 亮一氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム 438＋ 21：25．11� 30．1�
77 � ファイナライズ 牝4鹿 55 北村 宏司 �ロードホースクラブ 吉岡 辰弥 新ひだか ケイアイファーム 474＋14 〃 ハナ 7．6�
44 メイショウコミチ 牝4鹿 55

52 ▲泉谷 楓真松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 450＋ 21：25．2� 22．2�
11 ナムラマッチェリ 牝4栗 55 幸 英明奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 浦河 桑田 正己 462－ 6 〃 アタマ 10．1	
78 キララアモーレ 牝4栗 55 和田 竜二吉澤 克己氏 今野 貞一 浦河 辻 牧場 B476－ 41：25．73 3．6

810� ニ ホ ニ ウ ム 牝5青鹿55 長岡 禎仁藤原征士郎氏 高橋 康之 浦河 大西ファーム B468± 01：26．12	 80．4�
22 ブールバール 牝4鹿 55

54 ☆岩田 望来寺田 寿男氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 458－ 21：26．3� 5．9�
66 � スズカクローカス 牝4黒鹿55 福永 祐一永井 宏明氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 438± 01：26．83 7．8

（10頭）

売 得 金
単勝： 27，447，700円 複勝： 36，242，500円 枠連： 6，194，500円
馬連： 48，231，900円 馬単： 22，522，400円 ワイド： 33，753，100円
3連複： 66，656，000円 3連単： 91，178，900円 計： 332，227，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 160円 � 680円 � 500円 枠 連（3－8） 3，580円

馬 連 �� 3，340円 馬 単 �� 6，170円

ワ イ ド �� 1，330円 �� 1，140円 �� 6，400円

3 連 複 ��� 22，370円 3 連 単 ��� 103，120円

票 数

単勝票数 計 274477 的中 � 70387（1番人気）
複勝票数 計 362425 的中 � 78531（1番人気）� 11392（9番人気）� 16045（7番人気）
枠連票数 計 61945 的中 （3－8） 1339（14番人気）
馬連票数 計 482319 的中 �� 11179（14番人気）
馬単票数 計 225224 的中 �� 2735（27番人気）
ワイド票数 計 337531 的中 �� 6634（16番人気）�� 7797（14番人気）�� 1313（37番人気）
3連複票数 計 666560 的中 ��� 2234（63番人気）
3連単票数 計 911789 的中 ��� 641（295番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―34．9―47．0―59．1―1：11．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レイトブルーミング �
�
父 グランプリボス �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2019．3．9 中京7着

2016．4．16生 牝4青鹿 母 ジーニアスドール 母母 ベネンシアドール 13戦2勝 賞金 22，160，000円

09008 3月28日 曇 重 （2阪神2） 第1日 第8競走 ��1，800�4歳以上1勝クラス
発走13時55分 （ダート・右）（500万円以下）

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
1：48．5
1：47．6

重
重

88 プチティラン 牡4鹿 57 浜中 俊 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム B468－ 41：53．0 3．3�
11 オ ー マ オ 牡4栗 57 福永 祐一吉田 照哉氏 村山 明 千歳 社台ファーム 446＋ 21：53．1� 6．0�
55 ハイオソラール 牡4鹿 57 太宰 啓介名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 高橋 修 510－ 21：53．41� 40．2�
44 キャノンバローズ �4鹿 57 松山 弘平猪熊 広次氏 斉藤 崇史 新ひだか 上村 清志 430－ 61：53．72 1．7�
33 キモンボーイ 牡4鹿 57 和田 竜二小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか へいはた牧場 520－ 4 〃 クビ 36．8	
77 メイショウイフウ 牡4黒鹿57 川島 信二松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 496＋ 41：53．91� 21．9

22 メイショウクライム �4鹿 57

54 ▲泉谷 楓真松本 好�氏 高橋 亮 浦河 川越ファーム 448＋ 41：54．0クビ 8．6�
66 ダイシンキャラミ 牝4鹿 55

54 ☆岩田 望来大八木信行氏 森 秀行 日高 中原牧場 434－ 71：55．7大差 103．1
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売 得 金
単勝： 32，279，100円 複勝： 42，371，400円 枠連： 発売なし
馬連： 40，337，000円 馬単： 26，673，000円 ワイド： 27，810，500円
3連複： 51，478，600円 3連単： 134，410，700円 計： 355，360，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 170円 � 260円 � 1，050円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 1，160円

ワ イ ド �� 280円 �� 900円 �� 1，240円

3 連 複 ��� 3，570円 3 連 単 ��� 12，790円

票 数

単勝票数 計 322791 的中 � 76109（2番人気）
複勝票数 計 423714 的中 � 83289（2番人気）� 42235（3番人気）� 7938（7番人気）
馬連票数 計 403370 的中 �� 42284（4番人気）
馬単票数 計 266730 的中 �� 17137（5番人気）
ワイド票数 計 278105 的中 �� 30033（3番人気）�� 7370（11番人気）�� 5228（15番人気）
3連複票数 計 514786 的中 ��� 10785（13番人気）
3連単票数 計1344107 的中 ��� 7616（43番人気）

ハロンタイム 13．0―11．7―14．0―12．8―12．4―12．1―12．1―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．7―38．7―51．5―1：03．9―1：16．0―1：28．1―1：40．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．1―3F37．0
1
3
・（2，4）（7，8）（1，6）3－5・（2，4）8，1，7（3，6）5

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

勝馬の
紹 介

プチティラン �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Ghostzapper デビュー 2019．2．2 京都6着

2016．4．2生 牡4鹿 母 ワイルドフラッパー 母母 スモークンフローリック 8戦2勝 賞金 15，750，000円



09009 3月28日 曇 稍重 （2阪神2） 第1日 第9競走 ��1，800�
く ん し ら ん

君 子 蘭 賞
発走14時25分 （芝・右・外）

牝，3歳，1勝クラス（500万円以下）；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 10，100，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，010，000円
付 加 賞 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．4
1：43．9

良
良

710 ボンオムトゥック 牝3芦 54 松山 弘平窪田 芳郎氏 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 452－ 41：48．1 6．9�
11 セウラサーリ 牝3鹿 54 幸 英明�G1レーシング 西園 正都 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450－ 21：48．52� 6．9�
68 ザ イ ラ 牝3鹿 54 中谷 雄太吉田 和美氏 奥村 豊 日高 オリオンファーム 488－ 6 〃 アタマ 48．4�
56 ソフトフルート 牝3黒鹿54 福永 祐一ゴドルフィン 松田 国英 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464－ 41：48．6クビ 10．6�
812 オーマイダーリン 牝3鹿 54 武 豊廣崎利洋HD� 河内 洋 千歳 社台ファーム 460＋ 41：48．81� 2．6�
811 ショウナンナデシコ 牝3栗 54 浜中 俊国本 哲秀氏 須貝 尚介 日高 天羽牧場 470± 0 〃 クビ 13．1	
79 シ ャ レ ー ド 牝3栗 54 岡田 祥嗣寺田 寿男氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 498＋ 21：48．9クビ 14．0

55 ドナキアーロ 牝3鹿 54 北村 宏司山田 貢一氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 462－ 2 〃 クビ 18．1�
33 アークフリゲート 牝3黒鹿54 岩崎 翼野田 善己氏 渡辺 薫彦 新ひだか フジワラフアーム 432－14 〃 ハナ 74．6�
67 ゴールドティア 牝3鹿 54 L．ヒューイットソン キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 456± 01：49．11� 6．5�

（南ア）

44 ピュアカラー 牝3黒鹿54 国分 恭介 サンデーレーシング 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 428－101：49．42 16．4�
22 エイシンバイエルン 牝3青鹿54 川須 栄彦�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 452－ 61：49．82� 23．3�
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売 得 金
単勝： 52，708，600円 複勝： 75，886，400円 枠連： 15，174，000円
馬連： 94，992，300円 馬単： 37，274，300円 ワイド： 67，700，100円
3連複： 129，786，700円 3連単： 144，738，900円 計： 618，261，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 200円 � 250円 � 1，200円 枠 連（1－7） 1，600円

馬 連 �� 1，950円 馬 単 �� 4，350円

ワ イ ド �� 830円 �� 4，790円 �� 4，130円

3 連 複 ��� 34，100円 3 連 単 ��� 178，150円

票 数

単勝票数 計 527086 的中 � 60892（3番人気）
複勝票数 計 758864 的中 � 113109（3番人気）� 83481（4番人気）� 13004（11番人気）
枠連票数 計 151740 的中 （1－7） 7349（7番人気）
馬連票数 計 949923 的中 �� 37621（6番人気）
馬単票数 計 372743 的中 �� 6418（13番人気）
ワイド票数 計 677001 的中 �� 21956（6番人気）�� 3544（49番人気）�� 4117（45番人気）
3連複票数 計1297867 的中 ��� 2854（124番人気）
3連単票数 計1447389 的中 ��� 589（679番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―12．0―12．6―12．7―12．1―11．3―11．1―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．3―36．3―48．9―1：01．6―1：13．7―1：25．0―1：36．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ボンオムトゥック �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2019．9．16 阪神2着

2017．2．1生 牝3芦 母 ガラアフェアー 母母 リッチアフェアー 4戦2勝 賞金 19，480，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

09010 3月28日 曇 稍重 （2阪神2） 第1日 第10競走 ��
��1，600�

て ん じ ん ば し

天 神 橋 特 別
発走15時00分 （芝・右・外）
4歳以上，2勝クラス（1000万円以下），31．3．23以降2．3．22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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．9
1：30．3

良
良

33 カイザーミノル 牡4鹿 56 松山 弘平吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 460－101：33．9 2．7�
811 メイケイハリアー 牡4芦 55 幸 英明名古屋競馬� 木原 一良 登別 青藍牧場 478－ 41：34．0� 5．2�
56 カヌメラビーチ 牡4芦 55 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 洞�湖 レイクヴィラファーム B482± 01：34．63	 8．5�
79 サンライズローリエ 牡5青鹿54 和田 竜二松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 468＋ 21：34．7� 18．9�
44 キャンディストーム 牝6鹿 53 武 豊ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500＋ 8 〃 クビ 7．8�
11 ヘブンリーデイズ 牡5鹿 54 福永 祐一 	サンデーレーシング 吉岡 辰弥 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454＋ 41：34．91
 19．8

22 アルムフォルツァ 牡5黒鹿55 北村 宏司﨑川美枝子氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 460－ 21：35．0	 25．5�
812 ウェーブヒーロー 牡7鹿 53 川須 栄彦万波 健二氏 中尾 秀正 新冠 新冠橋本牧場 504－ 21：35．1� 61．5�
710 メイショウイサナ 牡5栗 55 国分 優作松本 好雄氏 南井 克巳 安平 �橋本牧場 526＋ 81：35．31
 25．0
68 ボールドジャパン 牡9鹿 52 泉谷 楓真増田 陽一氏 蛯名 利弘 新冠 武田 修一 514－ 61：35．72	 42．6�
67 ビックピクチャー 牝4鹿 52

52．5 岩田 望来廣崎利洋HD� 藤原 英昭 日高 Shall Farm 410－ 21：36．23 21．1�
55 セグレドスペリオル 牡4鹿 54 L．ヒューイットソン 名古屋友豊� 宮本 博 安平 ノーザンファーム 492＋ 41：36．3� 5．4�

（南ア）
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売 得 金
単勝： 39，631，100円 複勝： 57，082，500円 枠連： 15，878，400円
馬連： 94，978，800円 馬単： 35，362，500円 ワイド： 60，735，600円
3連複： 130，940，800円 3連単： 154，510，700円 計： 589，120，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 180円 � 270円 枠 連（3－8） 750円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，420円

ワ イ ド �� 310円 �� 430円 �� 680円

3 連 複 ��� 1，710円 3 連 単 ��� 5，990円

票 数

単勝票数 計 396311 的中 � 114757（1番人気）
複勝票数 計 570825 的中 � 136940（1番人気）� 76435（4番人気）� 43081（5番人気）
枠連票数 計 158784 的中 （3－8） 16342（2番人気）
馬連票数 計 949788 的中 �� 95104（1番人気）
馬単票数 計 353625 的中 �� 18589（1番人気）
ワイド票数 計 607356 的中 �� 53220（1番人気）�� 36127（3番人気）�� 21125（6番人気）
3連複票数 計1309408 的中 ��� 57382（2番人気）
3連単票数 計1545107 的中 ��� 18679（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．8―35．6―47．8―59．5―1：10．7―1：21．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カイザーミノル �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Smart Strike デビュー 2018．12．15 中山8着

2016．2．29生 牡4鹿 母 ストライクルート 母母 Tadwiga 9戦3勝 賞金 44，229，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 ビックピクチャー号の騎手岩田望来は，体重の調整ができず公表された負担重量で騎乗できなかったことについて過怠金

100，000円。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



09011 3月28日 曇 稍重 （2阪神2） 第1日 第11競走 ��
��1，800�第67回毎 日 杯（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・右・外）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金1，800万
円以上の馬1�増，�：馬齢重量，重賞競走1着馬1�増

毎日新聞社賞（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 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．4
1：43．9

良
良

78 サトノインプレッサ 牡3黒鹿56 武 豊 �サトミホースカンパニー 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 488± 01：47．9 2．9�
22 アルジャンナ 牡3鹿 56 L．ヒューイットソン 吉田 勝己氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 456－ 61：48．0	 2．1�

（南ア）

55 ダノンアレー 牡3黒鹿56 福永 祐一�ダノックス 安田 隆行 新ひだか 矢野牧場 486－ 61：48．42
 9．8�
77 メイショウラツワン 牡3鹿 56 浜中 俊松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 笠松牧場 480± 01：48．71	 56．7�
810 メイショウダジン 牡3栗 56 幸 英明松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 460－121：48．91 55．6�
66 ストーンリッジ 牡3鹿 56 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 456－ 4 〃 クビ 4．9	
44 テイエムフローラ 牝3黒鹿54 和田 竜二竹園 正繼氏 鈴木 孝志 日高 天羽牧場 440－ 61：49．11� 26．8

33 アーニングフェイム 牝3黒鹿54 松山 弘平 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 浜田多実雄 新ひだか 静内白井牧場 442－ 21：49．41	 82．9�
11 アーヴィンド 牡3黒鹿56 国分 恭介ゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 524＋121：50．03
 23．4�
89 トウケイタンホイザ 牡3黒鹿56 北村 宏司木村 信彦氏 清水 久詞 新ひだか 坂本 智広 458－101：51．38 41．0

（10頭）

売 得 金
単勝： 127，920，600円 複勝： 115，595，500円 枠連： 26，338，800円
馬連： 280，340，900円 馬単： 125，231，800円 ワイド： 147，510，500円
3連複： 397，725，300円 3連単： 768，461，500円 計： 1，989，124，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 120円 � 110円 � 150円 枠 連（2－7） 370円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 680円

ワ イ ド �� 190円 �� 350円 �� 340円

3 連 複 ��� 810円 3 連 単 ��� 2，520円

票 数

単勝票数 計1279206 的中 � 347620（2番人気）
複勝票数 計1155955 的中 � 233896（2番人気）� 373916（1番人気）� 139950（4番人気）
枠連票数 計 263388 的中 （2－7） 54904（1番人気）
馬連票数 計2803409 的中 �� 598826（1番人気）
馬単票数 計1252318 的中 �� 137488（1番人気）
ワイド票数 計1475105 的中 �� 236540（1番人気）�� 98349（5番人気）�� 98874（4番人気）
3連複票数 計3977253 的中 ��� 367758（2番人気）
3連単票数 計7684615 的中 ��� 220647（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．0―35．4―47．3―59．6―1：11．7―1：23．4―1：35．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サトノインプレッサ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Sahm デビュー 2019．10．26 京都1着

2017．1．29生 牡3黒鹿 母 サ プ レ ザ 母母 Sorpresa 3戦3勝 賞金 55，681，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

09012 3月28日 雨 重 （2阪神2） 第1日 第12競走 ��1，200�4歳以上1勝クラス
発走16時10分 （ダート・右）（500万円以下）

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
1：08．8
1：08．7

重
重

55 � モ ハ ー 牝6栗 55 松山 弘平北山 敏�氏 上村 洋行 浦河 ヒダカフアーム 502＋141：11．1 4．9�
89 ブライトエンパイア 牡5鹿 57 幸 英明杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 452± 0 〃 クビ 4．1�
22 シンゼンブースター 牡4栗 57 武 豊原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大

作ステーブル B494± 01：11．2� 3．9�
33 ア タ ミ 牡6黒鹿57 和田 竜二副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 木村牧場 488－ 61：11．41� 6．9�
77 タガノコルソ 牡4鹿 57 国分 恭介八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 492± 01：11．93 33．4�
44 カクテルドレス 牝5芦 55 川須 栄彦 Him Rock Racing

ホールディングス	 佐々木晶三 日高 槇本牧場 486＋ 4 〃 アタマ 5．6

78 メイショウヤワラギ 牝4鹿 55

54 ☆岩田 望来松本 好�氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 464－ 6 〃 ハナ 9．5�
810 レ サ イ ヤ 牡4黒鹿57 藤岡 康太落合 稔氏 今野 貞一 厚真 阿部 栄乃進 B490＋161：12．21	 20．1�
66 � スズカビステー 牡4鹿 57 
島 良太永井 啓弍氏 西橋 豊治 浦河 伏木田牧場 448± 01：12．41 46．7
11 マイネルメーア 牡4栗 57 柴田 未崎 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 洞�湖 レイクヴィラファーム 506＋ 61：13．35 36．5�
（10頭）

売 得 金
単勝： 43，957，700円 複勝： 54，545，300円 枠連： 12，008，200円
馬連： 90，874，600円 馬単： 38，205，000円 ワイド： 57，401，100円
3連複： 120，660，800円 3連単： 179，252，700円 計： 596，905，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 170円 � 140円 � 150円 枠 連（5－8） 900円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 2，140円

ワ イ ド �� 340円 �� 330円 �� 300円

3 連 複 ��� 1，120円 3 連 単 ��� 6，510円

票 数

単勝票数 計 439577 的中 � 70648（3番人気）
複勝票数 計 545453 的中 � 78423（4番人気）� 103978（1番人気）� 97925（2番人気）
枠連票数 計 120082 的中 （5－8） 10231（2番人気）
馬連票数 計 908746 的中 �� 71662（2番人気）
馬単票数 計 382050 的中 �� 13369（8番人気）
ワイド票数 計 574011 的中 �� 43152（3番人気）�� 43356（2番人気）�� 48753（1番人気）
3連複票数 計1206608 的中 ��� 80374（1番人気）
3連単票数 計1792527 的中 ��� 19934（9番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．4―11．7―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．6―46．3―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�モ ハ ー �
�
父 バトルプラン �

�
母父 ネオユニヴァース

2014．5．5生 牝6栗 母 サ イ タ 母母 プレイザフィールド 28戦1勝 賞金 20，000，000円
初出走 JRA



（2阪神2）第1日 3月28日（土曜日） 曇後雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 144頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

225，020，000円
23，950，000円
1，350，000円
26，890，000円
59，292，000円
4，130，000円
1，382，400円

勝馬投票券売得金
494，858，600円
668，515，700円
122，325，800円
913，653，100円
420，947，900円
610，398，400円
1，287，116，600円
1，983，066，700円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 6，500，882，800円

総入場人員 0名 （有料入場人員 0名）

特 記 事 項
第2回阪神競馬第1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。
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