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06049 3月14日 雨 重 （2阪神1） 第5日 第1競走 ��1，200�3歳未勝利
発走9時55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
1：08．8
1：08．7

重
重

22 ロゼキルシュ 牝3栗 54 川田 将雅�トップフェロウ杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 474－ 81：11．9 1．7�
33 ゴーゴーレイワ 牝3黒鹿54 幸 英明上山 牧氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 468± 01：12．0� 7．2�
55 オーシャンズ 牝3鹿 54 岩田 康誠 �カナヤマホール

ディングス 岡田 稲男 浦河 金成吉田牧場 484－ 61：12．74 4．8�
79 ブライティアルアー 牝3黒鹿 54

53 ☆森 裕太朗小林 昌志氏 石坂 公一 平取 雅 牧場 434－141：12．91� 24．4�
810 ダッシュウイング 牝3栗 54 松若 風馬�桜井牧場 加用 正 新ひだか 桜井牧場 442－ 41：13．22 9．4	
66 モモイロキッス 牝3鹿 54 坂井 瑠星鈴木 邦英氏 松下 武士 新ひだか 米田牧場 452＋ 6 〃 アタマ 72．1

44 ゴッドカーヌスティ 牝3鹿 54 秋山真一郎中西 憲治氏 角田 晃一 新ひだか 田中 裕之 462＋ 41：13．52 9．9�
67 テ レ ー ザ 牝3青鹿54 酒井 学門野 文典氏 田所 秀孝 新ひだか フジワラフアーム 458－ 21：14．13� 51．1�
11 カルテベイビー 牝3鹿 54 田中 健大塚Ry’sCLUB 浅見 秀一 浦河 杵臼牧場 448－ 61：14．31 71．3
78 キモンルビー 牝3栗 54 松山 弘平小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 西村 和夫 464－ 21：14．61� 37．4�
811 ナオミエキスプレス 牝3青鹿54 畑端 省吾塩澤 正樹氏 池添 学 洞�湖 レイクヴィラファーム 408± 01：15．45 70．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 19，318，200円 複勝： 65，439，400円 枠連： 4，394，500円
馬連： 29，624，200円 馬単： 17，617，600円 ワイド： 25，789，400円
3連複： 47，110，700円 3連単： 84，133，700円 計： 293，427，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 140円 � 110円 枠 連（2－3） 530円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 610円

ワ イ ド �� 180円 �� 140円 �� 310円

3 連 複 ��� 430円 3 連 単 ��� 1，450円

票 数

単勝票数 計 193182 的中 � 87982（1番人気）
複勝票数 計 654394 的中 � 483413（1番人気）� 34448（3番人気）� 55577（2番人気）
枠連票数 計 43945 的中 （2－3） 6343（2番人気）
馬連票数 計 296242 的中 �� 45459（2番人気）
馬単票数 計 176176 的中 �� 21533（2番人気）
ワイド票数 計 257894 的中 �� 35794（2番人気）�� 56182（1番人気）�� 16316（4番人気）
3連複票数 計 471107 的中 ��� 80939（1番人気）
3連単票数 計 841337 的中 ��� 41934（2番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．9―12．1―12．0―12．5

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロゼキルシュ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2019．11．17 東京3着

2017．3．2生 牝3栗 母 ブロンコーネ 母母 ミセスビクトリア 5戦1勝 賞金 10，900，000円
〔3走成績による出走制限〕 ナオミエキスプレス号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年5月14日まで平地競走に出走

できない。

06050 3月14日 雨 重 （2阪神1） 第5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

68 サンライズプラウ 牡3鹿 56 松山 弘平松岡 隆雄氏 浜田多実雄 浦河 信岡牧場 454－ 41：54．6 4．4�
812 モンサンイルベント 牡3鹿 56 坂井 瑠星山下 新一氏 飯田 祐史 新冠 川島牧場 502－ 61：55．23� 1．7�
711� ベッサメモー 牝3鹿 54 A．シュタルケ 吉田 和子氏 武 幸四郎 米

Grousemont Farm,
Summerhill Farm
& Ellen Chapman

514＋ 41：55．83� 23．6�
（独）

710 テイエムヒューザー 牡3栗 56 松田 大作竹園 正繼氏 武 英智 日高 天羽 禮治 526－101：55．9� 51．6�
56 ロックアビリティ 牡3鹿 56 水口 優也中西 功氏 服部 利之 安平 吉田牧場 498＋ 41：56．0� 167．5�
11 ウォーターモースト 牡3鹿 56 岩崎 翼山岡 正人氏 田所 秀孝 厚真 大川牧場 442± 01：56．21 7．1�
69 キングズジェム 牡3黒鹿56 太宰 啓介加藤 千豊氏 木原 一良 平取 清水牧場 460± 0 〃 アタマ 137．1	
22 � ジャスパーシャイン 牡3栗 56

55 ☆森 裕太朗加藤 和夫氏 森 秀行 加 Highfield Invest-
ment Group Inc 490－111：56．41	 93．2


57 メイショウメイユウ 牡3鹿 56 松若 風馬松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 442－ 6 〃 ハナ 32．8�
33 ダンツクルーズ 牡3栗 56 酒井 学山元 哲二氏 谷 潔 浦河 谷口牧場 474－121：56．61� 50．2�
813 ラストブラッサム 牡3鹿 56 幸 英明中村 祐子氏 角居 勝彦 新ひだか ケイアイファーム 456－ 21：56．7クビ 8．4
44 ア サ シ ン 牡3栗 56 岩田 康誠中村 忠彦氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 496＋ 21：58．29 17．5�
45 � パディオアヘッド 牡3芦 56

53 ▲服部 寿希門野 重雄氏 森 秀行 米 Winches-
ter Farm 482－161：58．94 224．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 19，816，800円 複勝： 33，001，300円 枠連： 6，029，100円
馬連： 36，526，800円 馬単： 18，061，700円 ワイド： 28，808，200円
3連複： 49，912，700円 3連単： 65，867，300円 計： 258，023，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 150円 � 110円 � 320円 枠 連（6－8） 400円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 1，440円

ワ イ ド �� 200円 �� 1，190円 �� 620円

3 連 複 ��� 2，440円 3 連 単 ��� 12，810円

票 数

単勝票数 計 198168 的中 � 35707（2番人気）
複勝票数 計 330013 的中 � 48509（3番人気）� 124516（1番人気）� 15401（6番人気）
枠連票数 計 60291 的中 （6－8） 11537（2番人気）
馬連票数 計 365268 的中 �� 56698（2番人気）
馬単票数 計 180617 的中 �� 9379（5番人気）
ワイド票数 計 288082 的中 �� 47226（1番人気）�� 5193（13番人気）�� 10591（7番人気）
3連複票数 計 499127 的中 ��� 15309（7番人気）
3連単票数 計 658673 的中 ��� 3725（37番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．0―38．3―51．4―1：04．6―1：17．5―1：30．0―1：42．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．1
1
3
8，10，6，11，9，12（5，3）（7，13）2（1，4）・（8，10）（6，12）11（9，7，13）3，1－（5，4）2

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

勝馬の
紹 介

サンライズプラウ �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2020．2．22 京都4着

2017．3．2生 牡3鹿 母 レインボーローズ 母母 チ ー タ ー 2戦1勝 賞金 6，000，000円
〔発走状況〕 ダンツクルーズ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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１回 阪神競馬 第５日



06051 3月14日 小雨 重 （2阪神1） 第5日 第3競走 ��1，400�3歳未勝利
発走10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

23 メイショウオーギシ 牡3栗 56 秋山真一郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 482± 01：25．0 1．8�
12 ヒルノアントラ 牡3青鹿56 古川 吉洋�ヒルノ 昆 貢 新冠 村上 欽哉 B472± 01：25．32 4．6�
47 ヒロシゲペッパー 牡3栗 56 松田 大作�岡 隆氏 武 英智 新ひだか 岡田牧場 B480＋ 21：25．4� 9．0�
35 ジャイアントリバー 牡3栗 56 岩田 康誠嶋田 賢氏 牧田 和弥 新ひだか 服部 牧場 466－ 21：25．5クビ 15．2�
612 シェイクスピア 牡3青鹿56 坂井 瑠星 �カナヤマホール

ディングス 西浦 勝一 新ひだか 乾 皆雄 480± 01：26．24 56．4	
11 イ ダ 牝3鹿 54 A．シュタルケ 中辻 明氏 武 幸四郎 浦河 高昭牧場 428－ 4 〃 アタマ 16．6


（独）

611 マテンロウヒーロー 牡3栗 56 太宰 啓介寺田 秀樹氏 角田 晃一 新冠 パカパカ
ファーム 474± 01：26．73 42．4�

510 シュアリーシーズ 牝3青鹿54 幸 英明 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 吉村 圭司 新ひだか ヒサイファーム 442－ 61：27．12� 78．0�

815 ニホンピロキアロ 牡3鹿 56 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 432－ 21：27．2クビ 69．3
48 サイモンクラブ 牡3鹿 56 松若 風馬澤田 昭紀氏 石坂 公一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474＋101：27．41 175．7�
816 エーティーボストン 牡3栗 56 田中 健荒木 徹氏 木原 一良 浦河 宮内牧場 490＋ 21：27．61� 53．8�
713 マコトヤマンバギリ 牡3栗 56 松山 弘平�ディアマント �島 一歩 安平 ノーザンファーム 478－ 21：27．81� 12．0�
24 ケイアイリア 牡3栗 56 �島 良太亀田 和弘氏 平田 修 新冠 隆栄牧場 510＋ 41：28．54 50．5�
36 ダイシンマルス 牡3青鹿56 中井 裕二大八木信行氏 安田 隆行 新冠 ハシモトフアーム 442－ 21：29．24 159．5�
59 サツキワンチーム 牝3鹿 54 川須 栄彦小野 博郷氏 寺島 良 日高 浜本牧場 424 ―1：29．83� 20．1�
714 ナガラローズ 牝3鹿 54

51 ▲服部 寿希 長良レーシングクラブ 高橋 亮 浦河 大島牧場 434－ 41：30．01 287．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 22，953，600円 複勝： 33，265，300円 枠連： 6，208，100円
馬連： 36，360，800円 馬単： 15，743，100円 ワイド： 30，839，900円
3連複： 52，556，500円 3連単： 58，199，300円 計： 256，126，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 150円 � 210円 枠 連（1－2） 350円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 660円

ワ イ ド �� 200円 �� 300円 �� 630円

3 連 複 ��� 1，040円 3 連 単 ��� 2，660円

票 数

単勝票数 計 229536 的中 � 100086（1番人気）
複勝票数 計 332653 的中 � 111833（1番人気）� 50265（2番人気）� 27458（4番人気）
枠連票数 計 62081 的中 （1－2） 13652（1番人気）
馬連票数 計 363608 的中 �� 66323（1番人気）
馬単票数 計 157431 的中 �� 17790（1番人気）
ワイド票数 計 308399 的中 �� 45555（1番人気）�� 25292（2番人気）�� 10541（7番人気）
3連複票数 計 525565 的中 ��� 37812（1番人気）
3連単票数 計 581993 的中 ��� 15836（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―34．8―47．2―59．7―1：12．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウオーギシ �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 メイショウボーラー デビュー 2019．9．15 阪神8着

2017．4．6生 牡3栗 母 メイショウユウダチ 母母 メイショウスコール 6戦1勝 賞金 8，120，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダイシンマルス号・サツキワンチーム号・ナガラローズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」の

ため，令和2年4月14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 サンダーボマー号
※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。

06052 3月14日 小雨 重 （2阪神1） 第5日 第4競走 ��
��1，800�3歳新馬

発走11時25分 （ダート・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

812 アンジェロフィリオ 牡3鹿 56 松山 弘平 �シルクレーシング 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 524 ―1：54．5 2．8�
711 スズカサウスソング 牡3鹿 56 岩田 康誠永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 486 ―1：56．4大差 35．9�
69 アネクスペクティド 牡3芦 56 坂井 瑠星W．ギャロー氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 560 ―1：56．5� 7．8�
33 レッドサスペンダー 牝3黒鹿54 池添 謙一吉田 千津氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 454 ― 〃 アタマ 7．9�
44 スマートマイア 牝3栗 54 酒井 学大川 徹氏 飯田 祐史 日高 本間牧場 494 ―1：56．92� 21．5�
710 ラルジュール 牡3鹿 56 古川 吉洋奥 裕嗣氏 大根田裕之 浦河 中神牧場 572 ―1：57．0クビ 58．4	
813 ルーラーザクイーン 牝3鹿 54 幸 英明サイプレスホール

ディングス合同会社 高橋 康之 浦河 川越ファーム 458 ― 〃 アタマ 17．1

68 � ケルントナー 牡3鹿 56 浜中 俊 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 米 Buscar Sta-
bles, Inc. 494 ―1：57．21	 2．7�

56 � ミラードムーン 牡3鹿 56 A．シュタルケゴドルフィン 須貝 尚介 英 Miss K.
Rausing B510 ―1：57．3クビ 15．0

（独）

11 ブエナラーマ 牝3鹿 54 長岡 禎仁飯田 良枝氏 清水 久詞 新ひだか 千代田牧場 454 ―1：57．72� 136．0�
22 ナムラブラボー 牡3鹿 56 松若 風馬奈村 睦弘氏 五十嵐忠男 新冠 武田 寛治 442 ―1：58．12� 84．6�
57 フレンチバローズ 牡3栗 56 太宰 啓介猪熊 広次氏 角田 晃一 新ひだか 服部 牧場 528 ―1：59．16 78．0�
45 タガノグランサム 牡3栗 56 川須 栄彦八木 良司氏 
島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 492 ―2：01．9大差 30．7�
（13頭）

売 得 金
単勝： 26，276，000円 複勝： 28，607，300円 枠連： 7，671，600円
馬連： 32，192，100円 馬単： 16，292，400円 ワイド： 27，019，000円
3連複： 45，050，500円 3連単： 55，808，400円 計： 238，917，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 640円 � 210円 枠 連（7－8） 2，740円

馬 連 �� 3，970円 馬 単 �� 5，930円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 420円 �� 2，740円

3 連 複 ��� 8，640円 3 連 単 ��� 39，160円

票 数

単勝票数 計 262760 的中 � 73277（2番人気）
複勝票数 計 286073 的中 � 64245（2番人気）� 8390（9番人気）� 34663（4番人気）
枠連票数 計 76716 的中 （7－8） 2169（10番人気）
馬連票数 計 321921 的中 �� 6283（13番人気）
馬単票数 計 162924 的中 �� 2060（20番人気）
ワイド票数 計 270190 的中 �� 5980（11番人気）�� 18341（3番人気）�� 2356（28番人気）
3連複票数 計 450505 的中 ��� 3907（28番人気）
3連単票数 計 558084 的中 ��� 1033（119番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．3―37．5―50．3―1：03．3―1：16．5―1：29．5―1：41．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．2―3F38．0
1
3
12，11，4（5，13）（3，9）（1，6，7）－（10，8）2
12，11，13（4，3）（6，9）（1，8）（10，7）－5－2

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

勝馬の
紹 介

アンジェロフィリオ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ジャングルポケット 初出走

2017．4．9生 牡3鹿 母 エンジェルフォール 母母 アドマイヤサンデー 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔その他〕 レッドサスペンダー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タガノグランサム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年4月14日まで平地競

走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 レッドサスペンダー号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和2年4月14日まで出走できない。
※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。



06053 3月14日 小雨 稍重 （2阪神1） 第5日 第5競走 ��1，600�3歳未勝利
発走12時15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
1：31．9
1：30．3

良
良

12 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 444＋ 61：36．8 20．1�

11 アウサンガテ 牡3鹿 56 川田 将雅金子真人ホール
ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム 436 ―1：36．9� 2．5�

714 ガ リ レ イ 牡3鹿 56 太宰 啓介 �カナヤマホール
ディングス 高橋 亮 浦河 大島牧場 500＋ 21：37．22 3．0�

816 ミキノイチゴ 牡3黒鹿 56
55 ☆森 裕太朗谷口 久和氏 藤沢 則雄 新ひだか 平野牧場 440－ 6 〃 ハナ 25．5�

612 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－ 61：37．41 32．1�
611 エ ル ス ネ ル 牡3鹿 56 浜中 俊 	シルクレーシング 西園 正都 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438－ 21：37．5� 13．7

24 ハクサンルピナス 牝3鹿 54 �島 良太河﨑 五市氏 飯田 雄三 浦河 �川 啓一 430－10 〃 アタマ 146．5�
23 ラッキータカチャン 牡3鹿 56 松田 大作奥田 貴敏氏 高橋 康之 新冠 三村 卓也 446－ 4 〃 クビ 6．4�
59 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 434－141：37．6� 135．1
47 スプリットロック 牡3栗 56 岩田 康誠水上 行雄氏 牧浦 充徳 浦河 笠松牧場 480＋ 61：37．81� 16．7�
35 ル ミ リ ン ナ 牝3芦 54 秋山真一郎 �YGGホースクラブ 大根田裕之 日高 船越牧場 430＋ 4 〃 アタマ 125．3�
815 ナムラキンタロー 牡3黒鹿56 池添 謙一奈村 睦弘氏 浜田多実雄 新ひだか 八田ファーム 442－ 41：38．01� 15．1�
48 クロスラミナ 牝3鹿 54 松若 風馬水上ふじ子氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 426＋ 21：38．31� 141．6�
510 ヒ コ ウ 牝3黒鹿54 川須 栄彦	協和牧場 千田 輝彦 新冠 協和牧場 440－221：38．93� 147．0�
36 アイファーブルー 牡3栗 56 坂井 瑠星中島 稔氏 西橋 豊治 新冠 川上 悦夫 480＋ 21：39．11 101．8�
713 ナンヨーコウゼン 牡3青 56 幸 英明中村 德也氏 庄野 靖志 浦河 丸幸小林牧場 B428－ 21：39．31 168．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，597，300円 複勝： 40，196，700円 枠連： 8，154，100円
馬連： 43，366，100円 馬単： 20，047，800円 ワイド： 34，923，900円
3連複： 60，123，100円 3連単： 64，256，200円 計： 302，665，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，010円 複 勝 � 320円 � 130円 � 110円 枠 連（1－1） 3，190円

馬 連 �� 2，950円 馬 単 �� 8，630円

ワ イ ド �� 860円 �� 600円 �� 240円

3 連 複 ��� 2，120円 3 連 単 ��� 27，190円

票 数

単勝票数 計 315973 的中 � 12543（7番人気）
複勝票数 計 401967 的中 � 19094（7番人気）� 82732（2番人気）� 125378（1番人気）
枠連票数 計 81541 的中 （1－1） 1977（11番人気）
馬連票数 計 433661 的中 �� 11371（11番人気）
馬単票数 計 200478 的中 �� 1742（27番人気）
ワイド票数 計 349239 的中 �� 9298（12番人気）�� 13785（6番人気）�� 44291（1番人気）
3連複票数 計 601231 的中 ��� 21189（5番人気）
3連単票数 計 642562 的中 ��� 1713（80番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―23．8―35．7―48．0―1：00．5―1：12．1―1：23．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アーニングフェイム �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2019．10．27 京都11着

2017．4．15生 牝3黒鹿 母 シーキングフェイム 母母 タイランツフェイム 4戦1勝 賞金 5，610，000円
〔3走成績による出走制限〕 ナンヨーコウゼン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年5月14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 ブレイヴサウンド号

06054 3月14日 小雨 稍重 （2阪神1） 第5日 第6競走 ��1，800�4歳以上1勝クラス
発走12時45分 （芝・右・外）（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
1：44．4
1：43．9

良
良

22 � ギ ャ ツ ビ ー 牡7栗 57 A．シュタルケ �CHEVAL AT-TACHE �島 一歩 浦河 村下 明博 468＋ 21：48．7 50．8�
（独）

33 ロードマドリード 牡5鹿 57 幸 英明 �ロードホースクラブ 角居 勝彦 新ひだか ケイアイファーム B462± 01：48．91 3．2�
810 グッドレイズ 牡4栗 57 松田 大作杉立 恭平氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 508＋141：49．0� 6．4�
66 メイショウタオヤカ 牝5鹿 55 浜中 俊松本 和子氏 荒川 義之 浦河 赤田牧場 486± 0 〃 ハナ 6．5�
67 グレートベースン 牡4青鹿57 松山 弘平桑畑 �信氏 橋口 慎介 日高 浜本牧場 508＋ 21：49．21� 3．7	
55 ベストクィーン 牝4栗 55 古川 吉洋田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 ハクツ牧場 426＋ 21：49．73 28．6

79 ドルフィンマーク 	7黒鹿57 酒井 学大塚 亮一氏 柄崎 孝 浦河 杵臼牧場 B496－ 6 〃 アタマ 123．7�
11 � サンライズサーカス 牡7青鹿57 松若 風馬松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 B548± 01：50．65 7．1�
78 � アイファーキャノン 牝4鹿 55 水口 優也中島 俊房氏 服部 利之 新ひだか 野表 篤夫 414＋ 81：50．81� 277．6
811 アドマイヤリーブラ 牡4栗 57 岩田 康誠近藤 旬子氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 488－ 41：50．9クビ 8．6�
44 ウォーターブレイク 牝4黒鹿55 坂井 瑠星山岡 正人氏 河内 洋 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472＋ 81：51．11
 18．4�
（11頭）

売 得 金
単勝： 21，899，200円 複勝： 28，493，700円 枠連： 8，075，900円
馬連： 38，674，900円 馬単： 17，384，700円 ワイド： 29，633，100円
3連複： 50，648，600円 3連単： 69，549，800円 計： 264，359，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，080円 複 勝 � 660円 � 140円 � 200円 枠 連（2－3） 7，540円

馬 連 �� 6，240円 馬 単 �� 19，200円

ワ イ ド �� 2，060円 �� 2，390円 �� 400円

3 連 複 ��� 10，210円 3 連 単 ��� 115，380円

票 数

単勝票数 計 218992 的中 � 3448（9番人気）
複勝票数 計 284937 的中 � 7679（9番人気）� 72838（1番人気）� 35063（3番人気）
枠連票数 計 80759 的中 （2－3） 830（17番人気）
馬連票数 計 386749 的中 �� 4799（20番人気）
馬単票数 計 173847 的中 �� 679（49番人気）
ワイド票数 計 296331 的中 �� 3497（22番人気）�� 2996（26番人気）�� 21110（2番人気）
3連複票数 計 506486 的中 ��� 3718（34番人気）
3連単票数 計 695498 的中 ��� 437（303番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．3―11．7―12．3―12．6―11．7―12．2―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．5―34．8―46．5―58．8―1：11．4―1：23．1―1：35．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ギ ャ ツ ビ ー �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 パントレセレブル

2013．3．28生 牡7栗 母 サンタローズ 母母 ユキノローズ 31戦1勝 賞金 18，936，000円
初出走 JRA

〔その他〕 ウォーターブレイク号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ウォーターブレイク号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和2年4月14日まで出走できない。
※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。



06055 3月14日 曇 重 （2阪神1） 第5日 第7競走 ��
��1，400�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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

67 �	 ステラストラータ 
5鹿 57 酒井 学岡田 牧雄氏 大江原 哲 米
Runnymede
Farm Inc. & Pe-
ter J. Callahan

470－ 61：24．7 28．6�
55 コパノカーリング 牡4鹿 57 松山 弘平小林 祥晃氏 村山 明 新冠 有限会社 大

作ステーブル 460－101：24．91� 4．5�
78 � パーティナシティ 牡4鹿 57 池添 謙一ゴドルフィン 高橋 義忠 英

Bumble Blood-
stock & Irish
National Stud

494－ 2 〃 アタマ 1．5�
11 タガノゴマチャン 牡4芦 57 松若 風馬八木 良司氏 加用 正 新冠 八木牧場 480± 01：25．0� 11．7�
811	 セデックカズマ 牡4黒鹿57 岩田 康誠合同会社雅苑興業 高柳 大輔 浦河 三嶋牧場 B494－ 21：25．1クビ 15．8�
22 ミッキーマラン 牡5芦 57 島 良太三木 久史氏 長谷川浩大 浦河 宮内牧場 484－ 61：25．42 9．5�
66 ダノンテアトロ 牡5鹿 57 松田 大作	ダノックス 高橋 康之 新ひだか ケイアイファーム 486＋101：25．61 45．6

810	 スターペスユキコ 牝4栗 55 高倉 稜河野和香子氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 460－ 41：25．7� 196．5�
79 	 ピエナクロフネ 牡4芦 57 幸 英明本谷 兼三氏 飯田 雄三 日高 沖田牧場 514＋161：25．8クビ 47．2�
44 	 アイファーリーダー 牡4鹿 57 水口 優也中島 稔氏 服部 利之 新冠 川上 悦夫 500－ 21：26．97 233．0
33 マイネルメーア 牡4栗 57 川須 栄彦 	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 500＋ 41：27．0� 28．3�
（11頭）

売 得 金
単勝： 23，658，700円 複勝： 96，290，100円 枠連： 6，936，800円
馬連： 41，845，000円 馬単： 29，559，800円 ワイド： 32，788，600円
3連複： 57，392，800円 3連単： 119，138，800円 計： 407，610，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，860円 複 勝 � 360円 � 120円 � 110円 枠 連（5－6） 5，210円

馬 連 �� 7，010円 馬 単 �� 22，660円

ワ イ ド �� 830円 �� 540円 �� 170円

3 連 複 ��� 1，490円 3 連 単 ��� 43，010円

票 数

単勝票数 計 236587 的中 � 6603（7番人気）
複勝票数 計 962901 的中 � 12215（7番人気）� 75010（2番人気）� 745712（1番人気）
枠連票数 計 69368 的中 （5－6） 1031（12番人気）
馬連票数 計 418450 的中 �� 4622（13番人気）
馬単票数 計 295598 的中 �� 978（33番人気）
ワイド票数 計 327886 的中 �� 8259（12番人気）�� 13327（7番人気）�� 64844（1番人気）
3連複票数 計 573928 的中 ��� 28883（5番人気）
3連単票数 計1191388 的中 ��� 2008（101番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�
	
ステラストラータ �

�
父 Street Sense �

�
母父 Fantastic Light

2015．4．7生 
5鹿 母 Lady of Akita 母母 Chancey Squaw 14戦1勝 賞金 11，100，000円
初出走 JRA ［他本会外：2戦0勝］

〔制裁〕 ミッキーマラン号の騎手島良太は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。

06056 3月14日 曇 稍重 （2阪神1） 第5日 第8競走 ��3，900�第22回阪神スプリングジャンプ（Ｊ・ＧⅡ）
発走13時50分 （ 芝 ）
4歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，4歳59�5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 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード4：19．8良

22 オジュウチョウサン 牡9鹿 62 石神 深一�チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 510－104：19．1レコード 1．7�
66 シングンマイケル �6鹿 62 金子 光希伊坂 重憲氏 大江原 哲 新冠 ヒカル牧場 456－ 24：20．59 3．3�
44 � ト ラ ス ト 牡6芦 60 熊沢 重文岡田 繁幸氏 長谷川浩大 新冠 中本牧場 504－ 64：20．6� 4．0�
89 シンキングダンサー 牡7栗 60 五十嵐雄祐佐藤 雄司氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 476＋ 24：21．23	 17．1�
55 ヒロシゲセブン 牡5鹿 60 高田 潤�岡 隆氏 北出 成人 日高 北田 剛 516－ 64：21．52 151．5	
88 ブライトクォーツ 牡6鹿 60 西谷 誠 
シルクレーシング 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 500＋224：21．6クビ 37．9�
77 スズカプレスト 牡8鹿 60 北沢 伸也永井 啓弍氏 橋田 満 洞
湖 レイクヴィラファーム 472± 04：22．34 231．7�
11 ハルキストン 牡5鹿 60 中村 将之若草クラブ 浅見 秀一 浦河 藤春 修二 472＋ 64：25．3大差 41．8
33 シゲルスズキ 牡7栗 60 佐久間寛志森中 蕃氏 藤沢 則雄 新冠 北星村田牧場 512－124：26．04 288．3�

（9頭）

売 得 金
単勝： 69，123，700円 複勝： 76，264，800円 枠連： 10，957，500円
馬連： 73，421，600円 馬単： 58，612，300円 ワイド： 45，167，500円
3連複： 113，347，100円 3連単： 352，203，800円 計： 799，098，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 110円 � 110円 枠 連（2－6） 250円

馬 連 �� 230円 馬 単 �� 360円

ワ イ ド �� 120円 �� 160円 �� 160円

3 連 複 ��� 220円 3 連 単 ��� 640円

票 数

単勝票数 計 691237 的中 � 321659（1番人気）
複勝票数 計 762648 的中 � 358870（1番人気）� 237589（2番人気）� 76579（3番人気）
枠連票数 計 109575 的中 （2－6） 33274（1番人気）
馬連票数 計 734216 的中 �� 238214（1番人気）
馬単票数 計 586123 的中 �� 120241（1番人気）
ワイド票数 計 451675 的中 �� 110527（1番人気）�� 62661（2番人気）�� 60951（3番人気）
3連複票数 計1133471 的中 ��� 370560（1番人気）
3連単票数 計3522038 的中 ��� 398309（1番人気）
上り 1マイル 1：44．9 4F 51．0－3F 38．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オジュウチョウサン �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2013．10．19 東京11着

2011．4．3生 牡9鹿 母 シャドウシルエット 母母 ユーワジョイナー 障害：23戦15勝 賞金 682，214，000円



06057 3月14日 曇 稍重 （2阪神1） 第5日 第9競走 ��
��2，400�ゆ き や な ぎ 賞

発走14時25分 （芝・右・外）
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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．1
2：20．6

良
良

78 ヴ ァ ル コ ス 牡3鹿 56 A．シュタルケ 佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 496－ 42：28．2 4．2�
（独）

33 アイアンバローズ 牡3鹿 56 池添 謙一猪熊 広次氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 478－ 62：28．52 8．0�
44 ミレニアムクロス 牡3鹿 56 川田 将雅 �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 498＋14 〃 ハナ 5．4�
55 ミッキーメテオ 牡3鹿 56 浜中 俊野田みづき氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 494＋ 82：28．71� 10．5�
79 ディアマンミノル 牡3栗 56 松山 弘平吉岡 實氏 本田 優 浦河 村下農場 454－ 42：28．8� 3．4�
67 ホウオウエクレール 牡3鹿 56 幸 英明小笹 芳央氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 490± 02：29．01� 10．6	
22 ハギノエスペラント 牡3青鹿56 秋山真一郎日隈 良江氏 松田 国英 浦河 桑田牧場 478± 02：29．1� 17．5

11 ウインローズブーケ 牝3黒鹿54 松若 風馬�ウイン 吉田 直弘 新冠 コスモヴューファーム 418－122：29．31 56．2�
66 プライムフェイズ 牡3鹿 56 坂井 瑠星 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 460＋122：30．04 7．1
810 クリノブレーヴ 牡3鹿 56 中井 裕二栗本 博晴氏 長谷川浩大 青森 イズモリファーム 458－ 22：32．3大差 170．1�
811	 ミスマチルダ 牝3栗 54 服部 寿希吉田 勝利氏 森 秀行 日高 新生ファーム 452＋ 62：38．4大差 356．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 43，612，600円 複勝： 57，452，500円 枠連： 12，075，000円
馬連： 78，572，000円 馬単： 31，355，700円 ワイド： 52，900，900円
3連複： 104，263，700円 3連単： 136，233，400円 計： 516，465，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 150円 � 210円 � 190円 枠 連（3－7） 710円

馬 連 �� 1，600円 馬 単 �� 2，940円

ワ イ ド �� 640円 �� 430円 �� 600円

3 連 複 ��� 2，580円 3 連 単 ��� 12，900円

票 数

単勝票数 計 436126 的中 � 82502（2番人気）
複勝票数 計 574525 的中 � 110023（2番人気）� 63748（5番人気）� 76515（3番人気）
枠連票数 計 120750 的中 （3－7） 13059（4番人気）
馬連票数 計 785720 的中 �� 38014（5番人気）
馬単票数 計 313557 的中 �� 7997（9番人気）
ワイド票数 計 529009 的中 �� 20799（9番人気）�� 32574（2番人気）�� 22020（7番人気）
3連複票数 計1042637 的中 ��� 30297（6番人気）
3連単票数 計1362334 的中 ��� 7656（29番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．6―23．9―36．4―48．8―1：01．4―1：14．2―1：27．2―1：39．7―1：52．2―2：04．0―2：15．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヴ ァ ル コ ス �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2019．8．18 小倉2着

2017．2．14生 牡3鹿 母 ランズエッジ 母母 ウインドインハーヘア 5戦2勝 賞金 20，402，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミスマチルダ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年4月14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。

06058 3月14日 小雨 稍重 （2阪神1） 第5日 第10競走 ��
��1，400�

しんさいばし

心斎橋ステークス
発走15時00分 （芝・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 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．3
1：19．0

良
良

33 ロ ケ ッ ト 牝5栗 55 幸 英明ゴドルフィン 石橋 守 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 472－ 81：21．5 5．9�

67 ガ ゼ ボ 牡5青 57 池添 謙一吉田 和美氏 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 540＋ 2 〃 クビ 4．9�
810 トウカイオラージュ 牡4栗 57 松若 風馬内村 正則氏 長谷川浩大 新ひだか 平野牧場 472± 01：21．6クビ 3．1�
11 チカノワール 牝6鹿 55 岩田 康誠�キーファーズ 笹田 和秀 新ひだか フジワラフアーム 472＋ 81：21．81� 6．4�
79 キアロスクーロ 	7黒鹿57 坂井 瑠星水上 行雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 502－ 21：22．11
 30．6�
78 メリーメーキング 牡4黒鹿57 浜中 俊前田 晋二氏 清水 久詞 新冠 有限会社 大

作ステーブル 456± 0 〃 クビ 40．1	
66 ゼ セ ル 牡6鹿 57 城戸 義政杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 川島牧場 B496＋ 21：22．2� 29．4

44 アドマイヤキズナ 牡7黒鹿57 秋山真一郎近藤 旬子氏 友道 康夫 浦河 辻 牧場 470－ 4 〃 クビ 36．6�
22 ニホンピロヘンソン 	4黒鹿57 田中 健小林百太郎氏 安達 昭夫 新ひだか 友田牧場 466－ 6 〃 アタマ 75．6�
55 メモリーコロネット 牝5黒鹿55 松山 弘平�シンザンクラブ 大久保龍志 日高 下河辺牧場 454＋ 21：22．3クビ 3．8
811 キラーコンテンツ 牡6鹿 57 松田 大作 �シルクレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 498＋ 81：23．78 54．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 43，059，100円 複勝： 62，959，400円 枠連： 12，420，800円
馬連： 98，683，200円 馬単： 35，097，100円 ワイド： 57，760，800円
3連複： 123，315，400円 3連単： 161，040，300円 計： 594，336，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 170円 � 160円 � 140円 枠 連（3－6） 1，240円

馬 連 �� 1，330円 馬 単 �� 2，800円

ワ イ ド �� 480円 �� 450円 �� 300円

3 連 複 ��� 1，660円 3 連 単 ��� 11，170円

票 数

単勝票数 計 430591 的中 � 57670（4番人気）
複勝票数 計 629594 的中 � 85945（4番人気）� 99557（3番人気）� 131408（2番人気）
枠連票数 計 124208 的中 （3－6） 7728（7番人気）
馬連票数 計 986832 的中 �� 57176（7番人気）
馬単票数 計 350971 的中 �� 9389（15番人気）
ワイド票数 計 577608 的中 �� 29317（8番人気）�� 31567（7番人気）�� 52257（2番人気）
3連複票数 計1233154 的中 ��� 55572（5番人気）
3連単票数 計1610403 的中 ��� 10448（41番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―34．8―46．1―57．4―1：09．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロ ケ ッ ト �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 Maria’s Mon デビュー 2017．12．10 阪神10着

2015．4．12生 牝5栗 母 モ ケ ッ ト 母母 Eternal Reve 11戦4勝 賞金 61，432，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



06059 3月14日 小雨 重 （2阪神1） 第5日 第11競走 ��
��1，400�ポラリスステークス

発走15時35分 （ダート・右）
4歳以上；負担重量は，日本馬：56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過
額1，200万円毎1�増，�：56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�
増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000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 スマートダンディー 牡6鹿 58 秋山真一郎大川 徹氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 504－ 21：22．5 6．2�
24 ド リ ュ ウ 牡5栗 56 坂井 瑠星�ミルファーム 土田 稔 新ひだか 神垣 道弘 442－ 81：22．82 29．3�
714 ホウショウナウ 牡5栗 57 松山 弘平芳賀美知子氏 河内 洋 日高 新井 昭二 522＋101：23．11	 8．8�
48 バティスティーニ 牡7鹿 56 A．シュタルケ �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B496± 01：23．2
 9．7�

（独）

713 ヴァニラアイス 牝4鹿 54 幸 英明�ヒダカファーム高柳 大輔 浦河 ヒダカフアーム 456－ 4 〃 ハナ 4．8�
816 ドライヴナイト �7黒鹿57 太宰 啓介桂土地	 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 526－ 41：23．3
 287．3

11 � テーオーヘリオス 牡8鹿 58 古川 吉洋小笹 公也氏 梅田 智之 米 Yanagawa

Stud LTD. 522± 01：23．4
 27．3�
12 ヒロブレイブ 牡7鹿 56 島 良太石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 小河 豊水 492－ 41：23．61� 91．4�
23 ダノンフェイス 牡7黒鹿58 川田 将雅	ダノックス 大久保龍志 千歳 社台ファーム 542＋ 8 〃 クビ 2．9
35 � イーグルバローズ 牡6鹿 56 浜中 俊猪熊 広次氏 堀 宣行 米 C. Kidder

& N. Cole 556－ 21：23．7クビ 11．5�
36 フュージョンロック 牡6栗 56 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス	 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 500＋ 2 〃 クビ 25．0�
47 ブルミラコロ 牡8鹿 57 川須 栄彦髙田 秀信氏 大久保龍志 新ひだか チャンピオンズファーム 516± 0 〃 ハナ 168．2�
611 タムロミラクル 牡8青鹿57 松田 大作谷口 屯氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 474－ 2 〃 アタマ 290．9�
612 ニホンピロタイド 牡5青鹿56 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 500± 01：23．91� 108．1�
510 メイショウショウブ 牝4栗 54 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 496－ 61：24．21	 11．2�
59 クリノケンリュウ 牡6栗 56 森 裕太朗栗本 博晴氏 藤沢 則雄 浦河 バンブー牧場 508± 01：24．73 67．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 78，663，800円 複勝： 107，709，100円 枠連： 34，844，200円
馬連： 198，466，600円 馬単： 67，318，600円 ワイド： 119，836，500円
3連複： 309，694，000円 3連単： 331，928，100円 計： 1，248，460，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 200円 � 490円 � 290円 枠 連（2－8） 1，020円

馬 連 �� 6，670円 馬 単 �� 11，240円

ワ イ ド �� 1，560円 �� 850円 �� 2，560円

3 連 複 ��� 13，110円 3 連 単 ��� 78，000円

票 数

単勝票数 計 786638 的中 � 101283（3番人気）
複勝票数 計1077091 的中 � 164908（3番人気）� 48967（8番人気）� 96105（4番人気）
枠連票数 計 348442 的中 （2－8） 26291（3番人気）
馬連票数 計1984666 的中 �� 23047（29番人気）
馬単票数 計 673186 的中 �� 4489（45番人気）
ワイド票数 計1198365 的中 �� 19673（20番人気）�� 37717（7番人気）�� 11712（30番人気）
3連複票数 計3096940 的中 ��� 17704（48番人気）
3連単票数 計3319281 的中 ��� 3085（277番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．8―34．3―46．1―58．1―1：10．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマートダンディー �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2017．2．11 京都2着

2014．5．18生 牡6鹿 母 スマートオーシャン 母母 Ocean Queen 20戦8勝 賞金 167，900，000円
〔制裁〕 バティスティーニ号の騎手A．シュタルケは，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：1

番・3番）
〔その他〕 クリノケンリュウ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 クリノケンリュウ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和2年4月14日まで出走できない。
※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） 1頭 ビックリシタナモー号
（非抽選馬） 5頭 サヴィ号・ダイメイフジ号・トウショウドラフタ号・マリームーン号・ミキノドラマー号
※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。

06060 3月14日 小雨 重 （2阪神1） 第5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）

負担重量は，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

22 ライデンバローズ 牡6芦 57 浜中 俊猪熊 広次氏 藤岡 健一 浦河 富菜牧場 B536－101：51．8 61．1�
46 � ロングファイナリー �4鹿 57 太宰 啓介中井 敏雄氏 高橋 亮 日高 石原牧場 458－ 41：51．9� 4．1�
69 タイセイビルダー 牡4栗 57 坂井 瑠星田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B520－10 〃 クビ 75．7�
33 ヒロノセンキン �4黒鹿57 幸 英明サンエイ開発� 寺島 良 新ひだか 片山牧場 470± 01：52．22 34．5�
711 エングローサー 牡5鹿 57 松山 弘平中村 忠彦氏 清水 久詞 新ひだか 土居牧場 502－ 41：52．3クビ 8．8�
34 クレッセントムーン 牡4栗 57 A．シュタルケ 	シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 506± 01：52．4	 6．6


（独）

11 メリッサーニ 牝5鹿 55 川須 栄彦�G1レーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 484－101：52．61
 16．7�
45 エピックアン 牡5芦 57 川田 将雅 TURFレーシング 大和田 成 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム B502－ 41：52．81� 4．0�
610 ポップフランセ 牡4栗 57 岩田 康誠吉田 照哉氏 野中 賢二 千歳 社台ファーム 454＋ 21：53．86 8．7
57 モ サ 牡4鹿 57 池添 謙一岡 浩二氏 角田 晃一 新冠 有限会社 大

作ステーブル 500－ 4 〃 クビ 14．2�
813 サンマルエンパイア 牡6鹿 57 秋山真一郎相馬 勇氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 466± 01：54．33 29．5�
712 アロマティカス 牡6鹿 57 酒井 学山本 堅治氏 湯窪 幸雄 新冠 岩見牧場 B466± 01：54．61	 117．4�
58 サツキサンダー 牝4栗 55 松若 風馬小野 博郷氏 寺島 良 新冠 芳住 鉄兵 438－ 61：55．13 116．4�
814 キタサンチャンドラ 牡4鹿 57 古川 吉洋	大野商事 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 468± 01：55．84 6．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 49，144，500円 複勝： 66，313，700円 枠連： 20，069，100円
馬連： 100，728，700円 馬単： 34，024，800円 ワイド： 66，598，300円
3連複： 141，263，200円 3連単： 160，015，200円 計： 638，157，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，110円 複 勝 � 1，270円 � 190円 � 2，060円 枠 連（2－4） 5，340円

馬 連 �� 16，280円 馬 単 �� 50，730円

ワ イ ド �� 5，220円 �� 24，300円 �� 6，420円

3 連 複 ��� 245，810円 3 連 単 ��� 1，757，740円

票 数

単勝票数 計 491445 的中 � 6432（11番人気）
複勝票数 計 663137 的中 � 11559（11番人気）� 124882（1番人気）� 6999（12番人気）
枠連票数 計 200691 的中 （2－4） 2910（20番人気）
馬連票数 計1007287 的中 �� 4795（44番人気）
馬単票数 計 340248 的中 �� 503（107番人気）
ワイド票数 計 665983 的中 �� 3311（46番人気）�� 703（81番人気）�� 2685（49番人気）
3連複票数 計1412632 的中 ��� 431（269番人気）
3連単票数 計1600152 的中 ��� 66（1642番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―13．1―12．7―12．5―12．3―12．2―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．7―36．8―49．5―1：02．0―1：14．3―1：26．5―1：38．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ライデンバローズ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ブラックホーク デビュー 2017．2．11 東京1着

2014．3．10生 牡6芦 母 クーヴェルチュール 母母 ヒカリクリスタル 26戦3勝 賞金 42，600，000円
〔制裁〕 モサ号の騎手池添謙一は，4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：14番）
※サツキサンダー号は，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。



（2阪神1）第5日 3月14日（土曜日） 雨一時曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
重

競走回数 12回 出走頭数 152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

272，670，000円
23，800，000円
1，680，000円
32，600，000円
63，756，500円
4，981，000円
1，459，200円

勝馬投票券売得金
449，123，500円
695，993，300円
137，836，700円
808，462，000円
361，115，600円
552，066，100円
1，154，678，300円
1，658，374，300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 5，817，649，800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5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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