
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

06061 3月15日 晴 重 （2阪神1） 第6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

44 アルディフルール 牝3鹿 54 幸 英明吉田 千津氏 渡辺 薫彦 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 474± 01：57．2 2．0�

33 メイショウトラヒメ 牝3青 54 秋山真一郎松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 458－ 21：57．3� 3．0�
66 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 500＋121：57．83 17．6�
77 ラナウェリナ 牝3鹿 54 荻野 極ディアレストクラブ� 西浦 勝一 浦河 ディアレスト

クラブ 502＋ 21：57．9� 19．5�
88 ピエナラプソディ 牝3栗 54 城戸 義政本谷 兼三氏 奥村 豊 日高 株式会社

ケイズ 440－ 4 〃 クビ 3．9�
89 タマモアマリリス 牝3栗 54 古川 吉洋タマモ� 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 B488－ 41：58．11 64．0	
55 メイジュシンワ 牝3鹿 54 �島 克駿荒井 元明氏 川村 禎彦 日高 スマイルファーム 448＋ 81：58．2� 67．2

11 ピクシーサンライズ 牝3鹿 54 松山 弘平松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 B444± 02：00．0大差 18．3�
22 アイアンカレン 牝3栗 54 藤懸 貴志池上 一馬氏 青木 孝文 新ひだか グローリーファーム 398－ 62：00．53 183．5�

（9頭）

売 得 金
単勝： 22，001，400円 複勝： 33，964，900円 枠連： 5，804，400円
馬連： 37，278，900円 馬単： 22，506，100円 ワイド： 27，255，300円
3連複： 52，833，300円 3連単： 99，519，800円 計： 301，164，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 110円 � 230円 枠 連（3－4） 370円

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 570円

ワ イ ド �� 170円 �� 440円 �� 570円

3 連 複 ��� 1，170円 3 連 単 ��� 3，500円

票 数

単勝票数 計 220014 的中 � 84276（1番人気）
複勝票数 計 339649 的中 � 128054（1番人気）� 91206（2番人気）� 17325（4番人気）
枠連票数 計 58044 的中 （3－4） 12143（2番人気）
馬連票数 計 372789 的中 �� 87788（1番人気）
馬単票数 計 225061 的中 �� 29111（1番人気）
ワイド票数 計 272553 的中 �� 53510（1番人気）�� 13556（5番人気）�� 10222（8番人気）
3連複票数 計 528333 的中 ��� 33613（3番人気）
3連単票数 計 995198 的中 ��� 20588（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．3―39．7―53．4―1：06．7―1：19．9―1：31．9―1：44．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アルディフルール 
�
父 ゴールドアリュール 

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2020．2．22 京都2着

2017．3．3生 牝3鹿 母 デアリングワールド 母母 デアリングダンジグ 2戦1勝 賞金 7，500，000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〕 アイアンカレン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年5月15日まで平地競走に出走できな

い。

06062 3月15日 晴 重 （2阪神1） 第6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

714 オ カ リ ナ 牡3栗 56 古川 吉洋八木 秀之氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 524－ 41：13．5 7．1�

815 ヴィータブリランテ 牝3栗 54 川須 栄彦�三嶋牧場 寺島 良 浦河 三嶋牧場 466－ 41：13．6� 6．8�
35 タガノオボロ 牝3鹿 54 �島 克駿八木 良司氏 安田 隆行 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 432－ 61：14．02� 25．3�
48 ド ー ン 牝3鹿 54

53 ☆西村 淳也奥田 貴敏氏 小崎 憲 新ひだか 飛野牧場 432＋ 2 〃 クビ 11．7�
612 ヌ オ ー ヴ ォ �3黒鹿56 菱田 裕二 �カナヤマホール

ディングス 石橋 守 日高 日高大洋牧場 452－ 21：14．1クビ 1．6	
36 メイショウシシオウ 牡3黒鹿56 浜中 俊松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 まるとみ冨岡牧場 490＋ 4 〃 ハナ 16．6

24 イッツマイビジネス 牡3栗 56

55 ☆斎藤 新清水 義德氏 吉田 直弘 新ひだか 前田ファーム 444－ 81：14．42 68．2�
816 ニホンピロブケーラ 牡3青 56 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 470－ 8 〃 アタマ 98．3�
11 ジュンジュン 牡3黒鹿56 高田 潤吉川 潤氏 湯窪 幸雄 新冠 ハシモトフアーム 474－ 41：14．61	 76．1
47 マリスステラ 牝3鹿 54 松田 大作馬場 祥晃氏 武 英智 新ひだか 前田牧場 426－ 21：14．81	 83．2�
510 ジ ョ ー ク ー 牡3黒鹿56 �島 良太上田けい子氏 中竹 和也 新ひだか 平野牧場 480－ 4 〃 ハナ 69．8�
713 ワイルドチャイルド 牝3黒鹿54 岩田 康誠 �ニッシンホール

ディングス 安田 翔伍 新ひだか チャンピオンズファーム 446 ― 〃 アタマ 15．9�
611 カネトシデュエル 牡3鹿 56

53 ▲泉谷 楓真兼松 昌男氏 西浦 勝一 日高 宝寄山 拓樹 446＋ 21：15．22� 78．4�
23 ハッピーペコ 牝3栗 54 和田 竜二 �ローレルレーシング 奥村 豊 新冠 ハクツ牧場 412－ 61：15．41 38．3�
59 ディープマックス 牡3鹿 56 坂井 瑠星深見 敏男氏 五十嵐忠男 新ひだか 本桐牧場 446 ―1：15．93 59．6�
12 ジ ュ ニ パ ー 牡3栗 56 国分 優作山本 堅治氏 湯窪 幸雄 新冠 協和牧場 518＋281：16．96 104．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，698，600円 複勝： 52，847，100円 枠連： 8，226，700円
馬連： 41，100，600円 馬単： 21，801，600円 ワイド： 36，699，600円
3連複： 65，611，300円 3連単： 78，292，300円 計： 332，277，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 350円 � 260円 � 850円 枠 連（7－8） 940円

馬 連 �� 1，930円 馬 単 �� 4，030円

ワ イ ド �� 680円 �� 2，420円 �� 1，860円

3 連 複 ��� 14，420円 3 連 単 ��� 66，070円

票 数

単勝票数 計 276986 的中 � 30784（3番人気）
複勝票数 計 528471 的中 � 40785（4番人気）� 60589（2番人気）� 14138（7番人気）
枠連票数 計 82267 的中 （7－8） 6721（5番人気）
馬連票数 計 411006 的中 �� 16457（6番人気）
馬単票数 計 218016 的中 �� 4053（11番人気）
ワイド票数 計 366996 的中 �� 14594（5番人気）�� 3776（23番人気）�� 4969（16番人気）
3連複票数 計 656113 的中 ��� 3411（40番人気）
3連単票数 計 782923 的中 ��� 859（174番人気）

ハロンタイム 12．3―11．3―12．3―12．3―12．2―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．6―35．9―48．2―1：00．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オ カ リ ナ �
�
父 グランプリボス �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2019．10．26 京都14着

2017．3．27生 牡3栗 母 タガノティアーズ 母母 タガノピアース 5戦1勝 賞金 5，100，000円

第１回 阪神競馬 第６日



06063 3月15日 晴 重 （2阪神1） 第6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

57 ジ ロ ー 牡3鹿 56 武 豊杉野 公彦氏 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 458－ 61：54．6 1．4�
45 ハイパーステージ 牡3芦 56 佐藤 友則 �グランデオーナーズ 吉田 直弘 浦河 宮内牧場 430± 01：54．92 17．3�

（笠松）

813 エムテイフラッシュ 牡3青鹿56 幸 英明谷岡 正次氏 谷 潔 新ひだか 折手牧場 478－121：55．75 6．5�
58 ムーンベイビー 牡3鹿 56 松山 弘平福本 純氏 池添 兼雄 新冠 三村 卓也 462＋ 21：55．91 24．2�
610 クリスリターン 牡3栗 56 和田 竜二松本 俊廣氏 北出 成人 新冠 タニグチ牧場 B470－ 6 〃 クビ 106．0�
11 ショウナンラオウ 牡3黒鹿56 池添 謙一国本 哲秀氏 高橋 義忠 新ひだか 上村 清志 454＋ 61：56．64 15．3	
711 カネコメノボル �3栗 56 川須 栄彦髙岡 義雄氏 中尾 秀正 新冠 アサヒ牧場 428－ 61：57．02� 87．6

712 カ ノ ア 牝3鹿 54 秋山真一郎 �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± 01：57．74 7．3�
22 メイショウサスライ 牡3黒鹿 56

53 ▲泉谷 楓真松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 斉藤英牧場 480－ 21：58．23 91．0�
33 タマモイチバンボシ 牡3鹿 56

55 ☆斎藤 新タマモ� 中竹 和也 日高 スマイルファーム 458＋ 21：58．94 85．8
69 ペ レ ウ ス 牡3鹿 56 松田 大作岡本 昌市氏 木原 一良 浦河 岡本 昌市 422－ 41：59．0� 120．9�
46 バ ト ル 牡3鹿 56 �島 克駿杉澤 光雄氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 476－ 61：59．31� 100．1�
34 モズフラリーマン 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣 �キャピタル・システム 南井 克巳 青森 谷川 博勝 520＋ 62：04．7大差 123．8�
814 ランニングスター 牡3青鹿56 田中 健中野 和子氏 石橋 守 新冠 イワミ牧場 504＋102：06．6大差 37．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 25，098，500円 複勝： 94，644，000円 枠連： 6，421，300円
馬連： 37，608，700円 馬単： 26，639，200円 ワイド： 31，386，800円
3連複： 57，659，900円 3連単： 105，300，600円 計： 384，759，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 210円 � 120円 枠 連（4－5） 810円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 1，230円

ワ イ ド �� 360円 �� 170円 �� 890円

3 連 複 ��� 1，130円 3 連 単 ��� 4，070円

票 数

単勝票数 計 250985 的中 � 140644（1番人気）
複勝票数 計 946440 的中 � 737896（1番人気）� 23020（5番人気）� 66523（2番人気）
枠連票数 計 64213 的中 （4－5） 6089（4番人気）
馬連票数 計 376087 的中 �� 46491（3番人気）
馬単票数 計 266392 的中 �� 16200（4番人気）
ワイド票数 計 313868 的中 �� 20169（4番人気）�� 59803（1番人気）�� 7152（12番人気）
3連複票数 計 576599 的中 ��� 38012（3番人気）
3連単票数 計1053006 的中 ��� 18726（10番人気）

ハロンタイム 13．0―11．1―13．3―12．6―12．3―12．9―13．4―12．9―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．1―37．4―50．0―1：02．3―1：15．2―1：28．6―1：41．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．3―3F39．4
1
3
5（6，10）－13，1，7（2，11）－8，14，9，12（4，3）・（5，10）－（1，6，13）－7－（11，8，12）2－3（9，14）－4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ジ ロ ー �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2019．10．5 京都6着

2017．2．26生 牡3鹿 母 オッティマルーチェ 母母 Leading Light 7戦1勝 賞金 12，350，000円
〔制裁〕 カネコメノボル号の騎手川須栄彦は，3コーナーでの御法（前の馬に接触した）について過怠金50，000円。（被害馬：8番・12

番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 モズフラリーマン号・ランニングスター号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年

4月15日まで平地競走に出走できない。
※タマモイチバンボシ号は，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，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

06064 3月15日 晴 稍重 （2阪神1） 第6日 第4競走 ��
��1，800�3歳未勝利

発走11時30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
1：44．4
1：43．9

良
良

12 デ ゼ ル 牝3青鹿54 武 豊 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム 472 ―1：48．7 2．1�
24 ナリタザクラ 牡3黒鹿56 岩田 康誠�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム 494－ 61：48．8� 4．1�
611 メイショウサンガ 牡3鹿 56 三浦 皇成松本 好雄氏 千田 輝彦 浦河 まるとみ冨岡牧場 500－ 61：49．01� 12．3�
48 シュルシャガナ 牡3芦 56 A．シュタルケ ディアレストクラブ� 石坂 公一 浦河 ディアレスト

クラブ 436＋ 2 〃 クビ 4．6�
（独）

714 ユニコーンバンブー 牡3鹿 56
53 ▲泉谷 楓真竹下千亜子氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 468－ 4 〃 アタマ 122．4	

23 キッズヒヤミカチ 牡3青鹿56 高倉 稜瀬谷 
雄氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 478－101：49．42� 54．4�
47 ナムラショウグン 牡3青鹿56 藤懸 貴志奈村 信重氏 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 482－ 2 〃 アタマ 221．1�
11 	 ジャスパーエース 牡3栗 56

55 ☆斎藤 新加藤 和夫氏 森 秀行 米 Dream Walkin’
Farms, Inc. 450－ 4 〃 ハナ 86．4

612 マテラジニアス 牡3芦 56 和田 竜二大野 照旺氏 浜田多実雄 えりも 寺井 文秀 476－ 41：49．5� 147．8�
35 ロ ナ ウ ド 牡3鹿 56

55 ☆西村 淳也安原 浩司氏 
島 一歩 新ひだか 岡田牧場 412＋ 41：49．71� 136．3�
510 グ ラ ニ ー タ 牝3黒鹿54 荻野 琢真 �社台レースホース今野 貞一 千歳 社台ファーム 446 ―1：49．8� 88．6�
815 ビットクラッシャー 牡3鹿 56 松山 弘平安原 浩司氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 474－ 21：50．11� 27．1�
713 ヒロシゲサンライズ 牡3鹿 56 幸 英明阿尾 浩和氏 藤沢 則雄 浦河 笹島 政信 498＋ 41：50．2クビ 151．6�
816	 インゴニャーマ 牝3鹿 54 坂井 瑠星�グランド牧場 矢作 芳人 米 Godolphin 496 ―1：50．73 8．2�
36 シャープレシオ 牡3黒鹿56 藤岡 佑介青山 洋一氏 笹田 和秀 平取 稲原牧場 474＋ 21：50．91� 226．4�
59 キ ワ ミ 牡3栗 56 古川 吉洋寺田 寿男氏 昆 貢 日高 日高大洋牧場 B482＋ 21：51．11� 62．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，821，300円 複勝： 47，214，400円 枠連： 8，131，700円
馬連： 48，158，500円 馬単： 23，510，400円 ワイド： 39，770，700円
3連複： 69，125，300円 3連単： 87，556，300円 計： 360，288，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 140円 � 140円 � 200円 枠 連（1－2） 510円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 710円

ワ イ ド �� 270円 �� 620円 �� 550円

3 連 複 ��� 1，800円 3 連 単 ��� 5，320円

票 数

単勝票数 計 368213 的中 � 135466（1番人気）
複勝票数 計 472144 的中 � 100190（1番人気）� 98952（3番人気）� 46593（5番人気）
枠連票数 計 81317 的中 （1－2） 12166（1番人気）
馬連票数 計 481585 的中 �� 70025（1番人気）
馬単票数 計 235104 的中 �� 24693（1番人気）
ワイド票数 計 397707 的中 �� 41871（2番人気）�� 15226（9番人気）�� 17316（6番人気）
3連複票数 計 691253 的中 ��� 28694（4番人気）
3連単票数 計 875563 的中 ��� 11928（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．9―35．5―47．9―1：00．7―1：13．1―1：24．7―1：36．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F35．6
3 1，5，9（3，4，15）（11，8，14）（12，7，16）－2－13－6－10 4 1，5，9（3，4，15）14，8，11（7，16）12，2－13，6，10

勝馬の
紹 介

デ ゼ ル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Le Havre 初出走

2017．2．18生 牝3青鹿 母 アヴニールセルタン 母母 Puggy 1戦1勝 賞金 5，100，000円
〔制裁〕 ジャスパーエース号の騎手斎藤新は，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10，000円。（被害馬：3番）
〔3走成績による出走制限〕 ヒロシゲサンライズ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年5月15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。



06065 3月15日 晴 稍重 （2阪神1） 第6日 第5競走 ��2，400�3歳未勝利
発走12時20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
2：24．1
2：20．6

良
良

810 ダンシングリッチー 牡3鹿 56 松山 弘平米田 稔氏 長谷川浩大 千歳 社台ファーム 454－ 62：28．0 3．9�
11 タイミングハート 牡3黒鹿56 武 豊�キーファーズ 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 440－ 4 〃 アタマ 5．8�
66 エイシンパッション 牡3栗 56 幸 英明�栄進堂 奥村 豊 浦河 多田 善弘 448－102：29．27 63．8�
22 ザ フ ー ン 牡3鹿 56 浜中 俊 �社台レースホース吉村 圭司 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 504－ 22：29．52 5．4�
55 ナムアミダブツ 牡3鹿 56

55 ☆西村 淳也ニューマレコード� 石坂 公一 千歳 社台ファーム 462＋ 22：29．81� 31．4	
67 モ リ ン ガ 牝3黒鹿 54

51 ▲泉谷 楓真中西 宏彰氏 本田 優 新ひだか タイヘイ牧場 B484± 0 〃 クビ 2．6

78 ガニュメデスレイ 牡3鹿 56 藤岡 佑介五十川雅規氏 庄野 靖志 日高 スマイルファーム 422－ 22：30．43� 16．5�
33 ハ ナ テ 牡3黒鹿56 和田 竜二村田 能光氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 472＋ 22：32．6大差 9．9�
79 ジョウショーカーブ 牡3栗 56 小牧 太熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 五丸農場 470－ 6 〃 アタマ 206．5
811 メイケイスピリッツ 牡3鹿 56 松田 大作名古屋競馬� 武 英智 千歳 社台ファーム B490＋ 42：34．4大差 96．2�
44 ナ ム ラ ル イ 牡3青鹿56 秋山真一郎奈村 信重氏 湯窪 幸雄 新ひだか 野坂牧場 464± 02：38．8大差 21．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 28，069，300円 複勝： 34，655，900円 枠連： 5，042，700円
馬連： 41，765，500円 馬単： 19，647，100円 ワイド： 31，944，300円
3連複： 57，999，700円 3連単： 81，901，100円 計： 301，025，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 150円 � 200円 � 1，020円 枠 連（1－8） 1，100円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 2，000円

ワ イ ド �� 410円 �� 2，760円 �� 3，680円

3 連 複 ��� 17，370円 3 連 単 ��� 72，230円

票 数

単勝票数 計 280693 的中 � 57065（2番人気）
複勝票数 計 346559 的中 � 79134（1番人気）� 45792（3番人気）� 6096（9番人気）
枠連票数 計 50427 的中 （1－8） 3548（4番人気）
馬連票数 計 417655 的中 �� 31074（3番人気）
馬単票数 計 196471 的中 �� 7354（5番人気）
ワイド票数 計 319443 的中 �� 22352（2番人気）�� 2812（27番人気）�� 2094（31番人気）
3連複票数 計 579997 的中 ��� 2503（51番人気）
3連単票数 計 819011 的中 ��� 822（226番人気）

ハロンタイム 12．8―10．9―12．1―12．5―13．2―12．4―12．1―12．6―12．8―12．1―11．9―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�
12．8―23．7―35．8―48．3―1：01．5―1：13．9―1：26．0―1：38．6―1：51．4―2：03．5―2：15．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．4―3F36．6
1
3
7，11，9，2（6，8）10－5－1（3，4）
7，10，11（2，8）5（9，6）－1，4－3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダンシングリッチー �
�
父 オーシャンブルー �

�
母父 タイトスポット デビュー 2019．9．1 小倉2着

2017．2．24生 牡3鹿 母 ディアウィンク 母母 セ イ レ イ 6戦1勝 賞金 9，420，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイケイスピリッツ号・ナムラルイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年4月

15日まで平地競走に出走できない。

06066 3月15日 晴 重 （2阪神1） 第6日 第6競走 ��
��1，400�3歳1勝クラス

発走12時50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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

11 サトノラファール 牡3栗 56 三浦 皇成 �サトミホースカンパニー 中竹 和也 千歳 社台ファーム 538－ 41：24．6 27．0�
815 タケルラスティ 牡3栗 56 坂井 瑠星森 保彦氏 矢作 芳人 新ひだか 岡田スタツド 492－ 61：25．45 7．5�
35 アフィラトゥーラ 牡3黒鹿56 岩田 康誠加藤 誠氏 森田 直行 新ひだか 萩澤 俊雄 498＋ 81：25．61 50．1�
611 カ ヴ ァ ス 牡3黒鹿 56

55 ☆西村 淳也 �サンデーレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 472－ 6 〃 クビ 77．1�
612 ニホンピロスクーロ 牡3青鹿56 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 468＋ 41：25．81 17．3	
24 リリーミニスター �3芦 56 池添 謙一土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 高橋フアーム 478－ 21：25．9クビ 36．9

816 マジックスピーチ 牡3黒鹿56 和田 竜二前田 幸治氏 飯田 祐史 浦河 日の出牧場 462± 01：26．0� 4．7�
59 サウンドプリズム 牡3青鹿56 藤岡 佑介増田 雄一氏 武 英智 日高 本間牧場 430＋ 2 〃 クビ 25．2�
36 ティートラップ 牡3鹿 56 浜中 俊深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 456＋ 41：26．1� 10．0
510 テンテキセンセキ 牡3黒鹿56 幸 英明岡田 牧雄氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 456－ 4 〃 ハナ 2．8�
713 タガノキトピロ 牡3栗 56 酒井 学八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 456－ 21：26．2� 166．0�
714 ファストボウラー 牡3栗 56 松山 弘平 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 新冠 有限会社 大
作ステーブル B458± 0 〃 ハナ 10．2�

48 マ テ ィ ア ス 牡3栗 56
53 ▲泉谷 楓真本間 茂氏 本田 優 浦河 大道牧場 474－ 21：26．3� 8．5�

23 スズカパンサー 牡3栗 56
55 ☆斎藤 新永井 啓弍氏 西村 真幸 浦河 まるとみ冨岡牧場 B462－ 41：26．4クビ 149．7�

47 アナザーエンド 牡3青鹿56 	島 良太三宅 勝俊氏 飯田 雄三 浦河 カナイシスタッド 442－ 41：26．5
 43．2�
12 ブルベアノット 牡3鹿 56 国分 優作 �ブルアンドベア 湯窪 幸雄 日高 ナカノファーム 490＋ 21：28．6大差 87．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，761，200円 複勝： 57，887，400円 枠連： 11，859，200円
馬連： 66，332，100円 馬単： 23，259，500円 ワイド： 53，914，800円
3連複： 98，567，900円 3連単： 96，203，600円 計： 441，785，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，700円 複 勝 � 1，080円 � 320円 � 1，370円 枠 連（1－8） 3，530円

馬 連 �� 8，180円 馬 単 �� 25，350円

ワ イ ド �� 2，530円 �� 10，470円 �� 4，610円

3 連 複 ��� 72，260円 3 連 単 ��� 471，260円

票 数

単勝票数 計 337612 的中 � 9982（9番人気）
複勝票数 計 578874 的中 � 13325（11番人気）� 55316（3番人気）� 10322（12番人気）
枠連票数 計 118592 的中 （1－8） 2597（13番人気）
馬連票数 計 663321 的中 �� 6278（27番人気）
馬単票数 計 232595 的中 �� 688（78番人気）
ワイド票数 計 539148 的中 �� 5563（28番人気）�� 1315（74番人気）�� 3016（43番人気）
3連複票数 計 985679 的中 ��� 1023（179番人気）
3連単票数 計 962036 的中 ��� 148（1045番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．4―11．9―12．4―12．8―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．8―34．2―46．1―58．5―1：11．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サトノラファール �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Sea of Secrets デビュー 2019．11．23 京都1着

2017．1．28生 牡3栗 母 シークレットジプシー 母母 Miss Utada 4戦2勝 賞金 15，030，000円



06067 3月15日 晴 稍重 （2阪神1） 第6日 第7競走 ��
��1，600�3歳1勝クラス

発走13時20分 （500万円以下） （芝・右・外）
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
1：31．9
1：30．3

良
良

710 パドゥヴァルス 牝3鹿 54
53 ☆西村 淳也 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 436－ 21：35．7 11．3�

68 ド ゥ ー ベ 牡3栗 56 松山 弘平 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 500＋101：36．23 2．4�
55 ナリタブレード 牡3黒鹿56 岩田 康誠�オースミ 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 502－ 4 〃 クビ 2．4�
33 � マートルフィールド 牡3栗 56 坂井 瑠星ゴドルフィン 矢作 芳人 愛

Tinnakill
Bloodstock &
Jack Cantillon

450－ 81：36．3クビ 6．0�
22 ナオミラフィネ 牝3栗 54

53 ☆斎藤 新塩澤 正樹氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 454＋ 11：36．51� 38．5	
79 ヤマニンエルモサ 牝3鹿 54 藤懸 貴志土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 458＋ 61：36．82 57．9

56 バトルカグヤ 牝3鹿 54

51 ▲泉谷 楓真宮川 秋信氏 本田 優 浦河 小林 仁 450－ 41：37．11� 15．8�
811	 ナ ー リ ー 牡3黒鹿56 佐藤 友則 �グランデオーナーズ 井上 孝彦 新冠 対馬 正 474＋12 〃 クビ 362．2�

（笠松） （笠松）

812 グッドステージ 牡3鹿 56 古川 吉洋杉立 恭平氏 宮 徹 新ひだか 小倉 光博 506± 01：37．73� 113．1
67 	 ドバイキャンドル 牝3鹿 54 鴨宮 祥行谷 謙介氏 渡瀬 寛彰 むかわ 市川牧場 444－ 41：38．12� 217．1�

（兵庫） （兵庫）

11 レディフォリア 牝3黒鹿54 幸 英明吉岡 泰治氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 438－ 61：38．2クビ 16．0�
（11頭）

44 � エアファンディタ 牡3黒鹿56 藤岡 佑介 �ラッキーフィールド池添 学 米
Sekie Yoshihara
& Tsunebumi
Yoshihara

― （出走取消）

売 得 金
単勝： 36，944，900円 複勝： 34，013，200円 枠連： 8，009，500円
馬連： 55，026，200円 馬単： 27，517，800円 ワイド： 34，855，100円
3連複： 67，560，800円 3連単： 109，848，500円 計： 373，776，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，130円 複 勝 � 180円 � 110円 � 110円 枠 連（6－7） 1，240円

馬 連 �� 1，280円 馬 単 �� 4，570円

ワ イ ド �� 400円 �� 340円 �� 160円

3 連 複 ��� 1，080円 3 連 単 ��� 11，620円

票 数

単勝票数 計 369449 的中 � 25975（4番人気）
複勝票数 計 340132 的中 � 29761（4番人気）� 95351（2番人気）� 96108（1番人気）
枠連票数 計 80095 的中 （6－7） 4978（4番人気）
馬連票数 計 550262 的中 �� 33310（4番人気）
馬単票数 計 275178 的中 �� 4512（14番人気）
ワイド票数 計 348551 的中 �� 18688（5番人気）�� 23518（4番人気）�� 67355（1番人気）
3連複票数 計 675608 的中 ��� 46881（2番人気）
3連単票数 計1098485 的中 ��� 6853（37番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．2―35．0―47．3―59．7―1：11．7―1：23．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パドゥヴァルス �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2019．8．31 小倉1着

2017．3．24生 牝3鹿 母 ア ン レ ー ル 母母 フレンチバレリーナ 4戦2勝 賞金 14，300，000円
〔出走取消〕 エアファンディタ号は，疾病〔右前肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔発走状況〕 レディフォリア号は，発進不良〔出遅れ〕。
※ドゥーベ号は，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，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

06068 3月15日 曇 重 （2阪神1） 第6日 第8競走 ��1，800�4歳以上1勝クラス
発走13時50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

44 テーオーポシブル 牡4鹿 57 荻野 琢真小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 482＋ 41：54．2 5．3�
77 ナイルデルタ 牡5鹿 57 坂井 瑠星 �キャロットファーム 松下 武士 平取 坂東牧場 492＋10 〃 クビ 2．0�
810 ノストラダムス 牡5鹿 57 秋山真一郎岡 浩二氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 488－ 61：54．3クビ 6．5�
55 ハイクアウト �6鹿 57 酒井 学�ノースヒルズ 浜田多実雄 新ひだか 土居牧場 520－ 41：55．15 5．1�
22 サクララージャン 牡4青鹿57 M．デムーロ�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 486－ 8 〃 ハナ 16．5	
11 タイセイドレッサー 牡4栗 57 藤岡 佑介田中 成奉氏 大橋 勇樹 新冠 石郷岡 雅樹 480± 01：55．2� 13．2

33 グリッサード 牡4鹿 57 荻野 極 �シルクレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 486－ 21：55．41� 44．8�
66 	 テイケイドルチェ 牝5鹿 55 田中 健兼松 忠男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 414± 01：55．72 236．0�
78 ハイオソラール 牡4鹿 57 幸 英明名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 高橋 修 512－ 21：55．8クビ 34．4
89 タイキデセーオ 牡4黒鹿 57

56 ☆斎藤 新�大樹ファーム 西園 正都 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 514± 01：56．01� 27．2�

（10頭）

売 得 金
単勝： 32，572，500円 複勝： 47，160，600円 枠連： 7，230，300円
馬連： 51，710，700円 馬単： 27，183，600円 ワイド： 37，268，600円
3連複： 67，211，600円 3連単： 113，312，100円 計： 383，650，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 160円 � 110円 � 160円 枠 連（4－7） 480円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 1，230円

ワ イ ド �� 240円 �� 730円 �� 310円

3 連 複 ��� 1，160円 3 連 単 ��� 7，540円

票 数

単勝票数 計 325725 的中 � 48931（3番人気）
複勝票数 計 471606 的中 � 51974（3番人気）� 207715（1番人気）� 50901（4番人気）
枠連票数 計 72303 的中 （4－7） 11643（1番人気）
馬連票数 計 517107 的中 �� 80897（2番人気）
馬単票数 計 271836 的中 �� 16504（4番人気）
ワイド票数 計 372686 的中 �� 44149（2番人気）�� 11295（10番人気）�� 30956（3番人気）
3連複票数 計 672116 的中 ��� 43337（3番人気）
3連単票数 計1133121 的中 ��� 10885（19番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―25．2―39．1―51．5―1：03．9―1：16．4―1：29．0―1：41．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テーオーポシブル �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Afternoon Deelites デビュー 2018．11．3 京都10着

2016．4．10生 牡4鹿 母 リーグルメアリー 母母 Really Rising 15戦2勝 賞金 26，650，000円



06069 3月15日 小雨 稍重 （2阪神1） 第6日 第9競走 ��
��2，600�

あ わ じ

淡 路 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），31．3．9以降2．3．8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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
2：37．1
2：37．1

良
良

33 � ツーエムアロンソ 牡4鹿 54 泉谷 楓真村上 憲政氏 本田 優 浦河 鳥井 征士 530＋ 22：39．3 45．9�
55 ウォーターパルフェ 牡5鹿 55 武 豊山岡 正人氏 田所 秀孝 浦河 笹地牧場 480－ 42：39．72� 3．3�
78 ノーチカルチャート 牡4青鹿54 	島 克駿 �社台レースホース奥村 豊 千歳 社台ファーム 482＋ 42：40．23 13．4�
11 メイショウカミシマ 牡6黒鹿55 和田 竜二松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 岡田牧場 458＋ 42：40．3
 9．2�
44 メ ガ フ レ ア 牡6黒鹿53 川須 栄彦宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 496± 02：40．4� 15．9�
810 イ ベ リ ア 牡5黒鹿53 池添 謙一森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 508＋142：40．72 20．6	
66 ゴ ー ス ト �4芦 55 松山 弘平西村 健氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 510＋ 42：40．91� 3．8

22 プランドラー 牡4鹿 56 浜中 俊 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 496＋ 42：41．21� 3．3�
811 アスカノハヤテ 牡6鹿 54 岩田 康誠豊田 智郎氏 川村 禎彦 新ひだか 山際セントラルスタッド 486－ 42：41．94 52．5�
67 グーテンターク 牡5鹿 53 坂井 瑠星馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 496＋ 42：42．53� 211．1
79 レイエスプランドル 牡5鹿 55 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 518＋ 82：45．0大差 20．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 38，594，200円 複勝： 48，706，300円 枠連： 10，286，500円
馬連： 71，644，900円 馬単： 29，423，800円 ワイド： 51，674，700円
3連複： 107，415，700円 3連単： 141，133，200円 計： 498，879，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，590円 複 勝 � 1，120円 � 180円 � 450円 枠 連（3－5） 10，270円

馬 連 �� 9，990円 馬 単 �� 19，630円

ワ イ ド �� 3，170円 �� 8，330円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 36，930円 3 連 単 ��� 283，430円

票 数

単勝票数 計 385942 的中 � 6716（9番人気）
複勝票数 計 487063 的中 � 9186（10番人気）� 90691（3番人気）� 26012（7番人気）
枠連票数 計 102865 的中 （3－5） 776（25番人気）
馬連票数 計 716449 的中 �� 5553（29番人気）
馬単票数 計 294238 的中 �� 1124（55番人気）
ワイド票数 計 516747 的中 �� 4150（30番人気）�� 1557（42番人気）�� 13491（13番人気）
3連複票数 計1074157 的中 ��� 2181（79番人気）
3連単票数 計1411332 的中 ��� 361（478番人気）

ハロンタイム 12．1―11．2―11．5―12．5―12．6―12．6―12．9―12．9―12．7―12．2―12．0―11．6―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�
12．1―23．3―34．8―47．3―59．9―1：12．5―1：25．4―1：38．3―1：51．0―2：03．2―2：15．2―2：26．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�ツーエムアロンソ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 アッミラーレ

2016．4．6生 牡4鹿 母 ビューティアイ 母母 ビューティソング 9戦2勝 賞金 26，338，000円
初出走 JRA

〔タイムオーバーによる出走制限〕 レイエスプランドル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年4月15日まで平地
競走に出走できない。

06070 3月15日 晴 重 （2阪神1） 第6日 第10競走 ��
��2，000�

こうなん

甲南ステークス
発走15時00分 （ダート・右）
4歳以上，3勝クラス（1600万円以下），31．3．9以降2．3．8まで1回以上出走馬；負担重
量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
2：01．0
2：01．0

不良
不良

711 リワードアンヴァル 牡4栗 56 三浦 皇成宮﨑 冴子氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社
リワード 510－ 22：05．1 6．0�

44 � アイアムレジェンド 牡4鹿 55 岩田 康誠�グランド牧場 橋田 満 新ひだか グランド牧場 484＋ 22：06．16 14．8�
812 スマートフルーレ 牝4黒鹿53 武 豊大川 徹氏 南井 克巳 浦河 高松牧場 508＋ 22：06．41� 2．8�
56 クレスコブレイブ 牡6栗 54 	島 良太堀川 三郎氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム B526＋ 2 〃 クビ 20．8�
57 タ イ サ イ 牡4栗 55 中井 裕二椎名 節氏 田所 秀孝 新冠 有限会社 大

作ステーブル 486＋ 8 〃 アタマ 10．4�
45 エンダウメント 牡4黒鹿55 池添 謙一ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 522＋242：06．5
 10．8	
33 オーパスメーカー 牝4鹿 52 太宰 啓介松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 474± 02：06．6クビ 48．5

68 メイショウマトイ 牡6鹿 54 泉谷 楓真松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 492＋ 2 〃 ハナ 69．6�
813 ブラックウォーリア 牡4鹿 56 和田 竜二佐藤 範夫氏 西村 真幸 浦河 酒井牧場 510± 02：06．7
 12．1�
22 ウラノメトリア �4鹿 56 坂井 瑠星 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 486－ 22：06．8クビ 4．3
69 スーパーライナー 牡7鹿 54 松山 弘平谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 496± 02：06．9� 41．1�
11 アドラメレク 牡6黒鹿55 浜中 俊�G1レーシング 石坂 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468± 02：07．43 25．8�
710 ゴールドフラッグ 牡5黒鹿54 A．シュタルケ 合同会社小林英一ホールディングス 須貝 尚介 日高 出口牧場 B516＋102：08．46 53．4�

（独）

（13頭）

売 得 金
単勝： 54，972，300円 複勝： 73，997，600円 枠連： 20，505，200円
馬連： 120，402，800円 馬単： 45，814，200円 ワイド： 77，193，700円
3連複： 174，920，200円 3連単： 203，235，300円 計： 771，041，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 210円 � 280円 � 150円 枠 連（4－7） 1，500円

馬 連 �� 3，960円 馬 単 �� 6，240円

ワ イ ド �� 1，200円 �� 490円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 5，890円 3 連 単 ��� 36，290円

票 数

単勝票数 計 549723 的中 � 72216（3番人気）
複勝票数 計 739976 的中 � 87339（3番人気）� 55649（5番人気）� 161994（1番人気）
枠連票数 計 205052 的中 （4－7） 10576（8番人気）
馬連票数 計1204028 的中 �� 23518（16番人気）
馬単票数 計 458142 的中 �� 5504（26番人気）
ワイド票数 計 771937 的中 �� 15960（15番人気）�� 42805（3番人気）�� 16638（14番人気）
3連複票数 計1749202 的中 ��� 22244（18番人気）
3連単票数 計2032353 的中 ��� 4060（114番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．5―36．3―49．8―1：02．6―1：14．9―1：27．4―1：39．9―1：52．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リワードアンヴァル �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 オペラハウス デビュー 2018．7．29 札幌8着

2016．4．20生 牡4栗 母 リワードエンプレス 母母 リワードピジョン 15戦4勝 賞金 75，121，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※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。

１レース目



06071 3月15日 晴 稍重 （2阪神1） 第6日 第11競走 ��
��1，400�第54回報知杯フィリーズレビュー（ＧⅡ）

発走15時35分 （桜花賞トライアル） （芝・右）
牝，3歳；負担重量は，馬齢重量

報知新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 52，000，000円 21，000，000円 13，000，000円 7，800，000円 5，200，000円
付 加 賞 1，372，000円 392，000円 196，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．3
1：19．0

良
良

35 エ ー ポ ス 牝3栗 54 岩田 康誠 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 446－ 61：21．0 13．8�
47 ヤマカツマーメイド 牝3鹿 54 池添 謙一山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 472＋ 21：21．21� 3．8�
36 ナイントゥファイブ 牝3黒鹿54 松田 大作�桑田牧場 西園 正都 安平 ノーザンファーム 464＋ 41：21．3� 45．9�
11 カリオストロ 牝3鹿 54 松山 弘平 Him Rock Racing

ホールディングス� 加用 正 日高 タバタファーム 458＋ 41：21．4� 3．7�
23 フェアレストアイル 牝3鹿 54 坂井 瑠星 �サンデーレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 434± 0 〃 クビ 16．9	
24 メルテッドハニー 牝3黒鹿54 斎藤 新田頭 勇貴氏 大江原 哲 新冠 村田牧場 394＋ 21：21．5� 200．5

12 パ フ ェ ム リ 牝3鹿 54 西村 淳也 �日高大洋牧場 岡田 稲男 日高 日高大洋牧場 434＋101：21．71� 77．8�
611 ケープコッド 牝3黒鹿54 M．デムーロゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470＋ 81：21．91� 7．8�
714 アヌラーダプラ 牝3鹿 54 三浦 皇成 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 462－ 2 〃 アタマ 4．7
715 マテンロウディーバ 牝3黒鹿54 藤岡 佑介寺田千代乃氏 中内田充正 浦河 三嶋牧場 406± 01：22．22 13．8�
713 ミ ズ リ ー ナ 牝3鹿 54 武 豊北山 敏�氏 坂口 智康 浦河 ヒダカフアーム 464－ 81：22．51	 63．4�
817 ソフィアバローズ 牝3鹿 54 菱田 裕二猪熊 広次氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 420－ 6 〃 アタマ 210．9�
818 エヴァジョーネ 牝3黒鹿54 和田 竜二 �社台レースホース安田 翔伍 千歳 社台ファーム 434＋ 61：22．71� 43．6�
59 クーファイザナミ 牝3鹿 54 A．シュタルケ 大迫久美子氏 武 幸四郎 新冠 村上 欽哉 396－ 61：22．8	 42．5�

（独）

48 ソーユーフォリア 牝3黒鹿54 浜中 俊濵本 洋輔氏 高柳 瑞樹 浦河 日進牧場 448＋ 41：23．01� 30．2�
612 ルーチェデラヴィタ 牝3鹿 54 幸 英明安原 浩司氏 西村 真幸 日高 広富牧場 446＋ 81：23．31	 100．1�
816 ラ ボ エ ー ム 牝3黒鹿54 秋山真一郎ライオンレースホース� 大根田裕之 浦河 浦河日成牧場 448－ 51：23．4クビ 384．0�
510 ヴァラークラウン 牝3黒鹿54 古川 吉洋ゴドルフィン 
島 一歩 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476＋ 81：24．57 27．8�
（18頭）

売 得 金
単勝： 186，610，000円 複勝： 235，638，400円 枠連： 89，430，300円
馬連： 580，416，600円 馬単： 209，267，600円 ワイド： 331，929，900円
3連複： 993，289，500円 3連単： 1，168，950，600円 計： 3，795，532，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，380円 複 勝 � 440円 � 170円 � 920円 枠 連（3－4） 2，190円

馬 連 �� 3，020円 馬 単 �� 7，510円

ワ イ ド �� 760円 �� 4，270円 �� 2，480円

3 連 複 ��� 22，190円 3 連 単 ��� 119，820円

票 数

単勝票数 計1866100 的中 � 107906（5番人気）
複勝票数 計2356384 的中 � 125706（6番人気）� 461693（1番人気）� 54399（11番人気）
枠連票数 計 894303 的中 （3－4） 31594（11番人気）
馬連票数 計5804166 的中 �� 158356（12番人気）
馬単票数 計2092676 的中 �� 20882（29番人気）
ワイド票数 計3319299 的中 �� 117595（6番人気）�� 19381（44番人気）�� 33738（28番人気）
3連複票数 計9932895 的中 ��� 33567（74番人気）
3連単票数 計11689506 的中 ��� 7073（383番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―11．0―11．6―11．5―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．4―33．4―45．0―56．5―1：08．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．6―3F36．0
3 1，6（2，10）7，11（3，4）13，5（9，14，18）（12，15）－16，17－8 4 ・（1，6）（2，7，10）11（3，4）13（5，14，18）15（9，12）17－16－8

勝馬の
紹 介

エ ー ポ ス �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 Smart Strike デビュー 2019．12．14 中山1着

2017．5．11生 牝3栗 母 ストライクルート 母母 Tadwiga 4戦2勝 賞金 64，382，000円
〔制裁〕 アヌラーダプラ号の騎手三浦皇成は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番）
〔その他〕 アヌラーダプラ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 アヌラーダプラ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和2年4月15日まで出走できない。
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりエーポス号・ヤマカツマーメイド号・ナイントゥファイブ号は，桜花賞（GⅠ）競走に優先出走できる。
※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。

06072 3月15日 晴 重 （2阪神1） 第6日 第12競走 ��
��1，200�4歳以上2勝クラス

発走16時10分 （1000万円以下） （ダート・右）
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
1：08．8
1：08．7

重
重

815 ヘ リ オ ス �4黒鹿57 川須 栄彦�桑田牧場 寺島 良 浦河 桑田牧場 B460－ 61：10．7 4．9�
714	 メイプルグレイト 牡5栗 57 松山 弘平節 英司氏 清水 久詞 平取 スガタ牧場 B512－141：11．65 7．2�
816 アッティーヴォ 牡6栗 57 秋山真一郎奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 大典牧場 466＋ 21：11．7
 16．6�
611 サンライズカラマ 牡6栗 57 A．シュタルケ 松岡 隆雄氏 石坂 公一 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム B500－ 4 〃 ハナ 7．6�
（独）

23 � ピ ア シ ッ ク 牡4鹿 57 武 豊�キーファーズ 森 秀行 米
McMahon of
Saratoga Thor-
oughbreds, LLC

492± 01：12．01� 2．4	
47 ロ ン ス 牝5芦 55 酒井 学熊澤 浩樹氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 466－ 61：12．21
 56．0

35 メ ラ ナ イ ト �5青鹿57 和田 竜二�ノースヒルズ 佐々木晶三 新ひだか 土居牧場 462－ 81：12．3
 15．2�
612 アスクジョーダン �8鹿 57 藤岡 佑介廣崎 利洋氏 野中 賢二 日高 Shall Farm 504＋ 81：12．51 17．5�
713 ホイールバーニング 牡7栗 57 坂井 瑠星市川義美ホール

ディングス� 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム 528－ 41：12．6クビ 167．3
24 クリムズンフラッグ 牡5黒鹿57 藤懸 貴志加藤 徹氏 青木 孝文 新冠 大狩部牧場 524－12 〃 クビ 71．1�
11 ウ ラ ガ ー ノ 牝6青鹿55 太宰 啓介藤田 孟司氏 上村 洋行 日高 モリナガファーム B510－141：12．7
 21．9�
36 	 サンマルペンダント 牝6栗 55 岡田 祥嗣相馬 勇氏 千田 輝彦 浦河 木戸口牧場 430－ 61：13．33
 104．1�
59 クインズマラクータ 牡6栗 57 �島 克駿亀田 和弘氏 新谷 功一 新冠 新冠橋本牧場 504－14 〃 アタマ 64．6�
510 ウイナーズロード 牝6青鹿55 菱田 裕二�宮内牧場 天間 昭一 浦河 宮内牧場 426－101：13．4クビ 168．0�
48 � タイミングナウ 牡4鹿 57 浜中 俊�キーファーズ 角居 勝彦 米 KatieRich

Farms 472± 01：13．82
 14．0�
12 クインズカトレア 牝5鹿 55 幸 英明亀田 和弘氏 宮本 博 新ひだか 佐竹 学 446＋ 21：14．01 91．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 69，267，200円 複勝： 87，514，800円 枠連： 27，196，500円
馬連： 148，410，100円 馬単： 55，442，800円 ワイド： 106，073，000円
3連複： 222，998，200円 3連単： 271，364，500円 計： 988，267，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 190円 � 290円 � 410円 枠 連（7－8） 1，330円

馬 連 �� 1，710円 馬 単 �� 3，430円

ワ イ ド �� 640円 �� 1，090円 �� 1，890円

3 連 複 ��� 7，340円 3 連 単 ��� 35，060円

票 数

単勝票数 計 692672 的中 � 111248（2番人気）
複勝票数 計 875148 的中 � 137434（2番人気）� 77542（5番人気）� 48399（7番人気）
枠連票数 計 271965 的中 （7－8） 15778（4番人気）
馬連票数 計1484101 的中 �� 67237（5番人気）
馬単票数 計 554428 的中 �� 12123（11番人気）
ワイド票数 計1060730 的中 �� 44182（6番人気）�� 24929（10番人気）�� 13929（19番人気）
3連複票数 計2229982 的中 ��� 22756（24番人気）
3連単票数 計2713645 的中 ��� 5611（100番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．5―12．0―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．6―46．6―58．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．6―3F36．1
3 1，14，15（6，5，11，16）－（2，7，10）8，3（4，12）（9，13） 4 1，14，15，16（5，11）（6，7，10）－8（2，3）（4，12）13，9

勝馬の
紹 介

ヘ リ オ ス �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2018．8．18 札幌2着

2016．2．23生 �4黒鹿 母 アンジュシュエット 母母 ショウナンガッド 12戦3勝 賞金 35，700，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 サツキサンダー号・サンビショップ号・ショウナンガナドル号・リュウシンベガス号
※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。

４レース目



（2阪神1）第6日 3月15日（日曜日） 晴一時曇一時雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
重

競走回数 12回 出走頭数 161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

273，640，000円
8，210，000円
28，400，000円
2，700，000円
32，550，000円
67，045，000円
4，733，500円
1，545，600円

勝馬投票券売得金
592，411，400円
848，244，600円
208，144，300円
1，299，855，600円
532，013，700円
859，966，500円
2，035，193，400円
2，556，617，900円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 8，932，447，400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6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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