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04109 3月14日 晴 重 （3阪神1） 第10日 第1競走 1，200�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
1：08．8
1：08．5

重
重

714 コ ウ バ コ 牝3栗 54 幸 英明�LEVEL－K 北出 成人 新冠 長浜 秀昭 464± 01：12．5 7．2�
816 メイショウカイト 牝3黒鹿54 団野 大成松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 434± 01：12．6� 5．8�
35 サイモンルピナス 牝3黒鹿54 丸山 元気澤田 昭紀氏 羽月 友彦 浦河 三嶋牧場 B434－ 41：12．7� 8．3�
815 セイウンノウヒメ 牝3青 54

51 ▲松本 大輝西山 茂行氏 新谷 功一 浦河 �川 啓一 450－ 41：13．23 43．1�
713 シ ゲ ル リ ジ 牝3鹿 54 国分 恭介森中 蕃氏 五十嵐忠男 日高 日高大洋牧場 460＋101：13．3クビ 10．7�
59 ペプチドモナ 牝3青鹿 54

53 ☆富田 暁沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 414－ 21：13．4� 52．2	
48 アルムファーツリー 牝3黒鹿54 �島 克駿﨑川美枝子氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 454－ 8 〃 クビ 6．4

510 ア ザ ル 牝3栗 54 古川 吉洋ケーエスHD 本田 優 日高 天羽 禮治 426－ 41：13．71� 66．1�
12 ゴールドフィンガー 牝3栗 54 和田 竜二山上 和良氏 岡田 稲男 新ひだか 前谷 武志 436－ 41：13．8� 2．5�
24 オーガーウェル 牝3鹿 54 吉田 隼人小林竜太郎氏 笹田 和秀 新冠 岩見牧場 446－ 41：13．9クビ 68．8
47 ヴェルメリオ 牝3鹿 54 森 裕太朗今村 明浩氏 坂口 智康 浦河 大北牧場 426＋ 21：14．1� 83．2�
611 メイショウランブ 牝3青 54

51 ▲小沢 大仁松本 好雄氏 松下 武士 浦河 まるとみ冨岡牧場 450 ―1：14．2� 50．0�
23 テイエムセレーナ 牝3黒鹿54 高倉 稜竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 多田 善弘 452＋ 21：14．52 264．3�
11 グルーヴィカグヤ 牝3栗 54 藤懸 貴志兼松 康太氏 池添 学 日高 荒井ファーム B472＋ 41：14．81� 16．7�
36 テイケイラナキラ 牝3青鹿54 城戸 義政兼松 忠男氏 大橋 勇樹 浦河 金石牧場 408－ 61：15．12 363．6�
612 アメイジングライフ 牝3栗 54 松若 風馬�タイヘイ牧場 音無 秀孝 新ひだか タイヘイ牧場 B432－ 21：15．73� 86．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，275，400円 複勝： 58，621，400円 枠連： 11，250，900円
馬連： 63，176，800円 馬単： 25，212，400円 ワイド： 53，930，200円
3連複： 92，620，200円 3連単： 92，573，700円 計： 430，661，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 240円 � 220円 � 260円 枠 連（7－8） 1，220円

馬 連 �� 1，990円 馬 単 �� 3，690円

ワ イ ド �� 620円 �� 880円 �� 840円

3 連 複 ��� 4，610円 3 連 単 ��� 25，190円

票 数

単勝票数 計 332754 的中 � 36636（4番人気）
複勝票数 計 586214 的中 � 63482（3番人気）� 72388（2番人気）� 55579（5番人気）
枠連票数 計 112509 的中 （7－8） 7127（5番人気）
馬連票数 計 631768 的中 �� 24508（7番人気）
馬単票数 計 252124 的中 �� 5123（13番人気）
ワイド票数 計 539302 的中 �� 22781（6番人気）�� 15448（12番人気）�� 16300（11番人気）
3連複票数 計 926202 的中 ��� 15064（14番人気）
3連単票数 計 925737 的中 ��� 2664（73番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．8―11．8―12．5―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．4―35．2―47．0―59．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コ ウ バ コ �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2020．7．25 新潟10着

2018．3．20生 牝3栗 母 ワンモアアリュール 母母 ボニーロツホ 9戦1勝 賞金 7，940，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔制裁〕 サイモンルピナス号の騎手丸山元気は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。
〔3走成績による出走制限〕 テイエムセレーナ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年5月14日まで平地競走に出走で

きない。

04110 3月14日 晴 重 （3阪神1） 第10日 第2競走 2，000�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
2：01．0
2：01．0

不良
不良

44 サンライズゴラッソ 牡3鹿 56 丸山 元気松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 498－102：07．9 1．4�
55 フォルテベローチェ 牡3芦 56 藤井勘一郎山口 敦広氏 清水 久詞 新冠 山岡ファーム 484－ 82：08．22 13．3�
66 ラインポラリス 牡3鹿 56

53 ▲小沢 大仁大澤 繁昌氏 松永 昌博 日高 日高大洋牧場 480＋ 22：08．41 6．3�
88 ヴ ェ ラ ー ト �3栗 56 幸 英明宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 富田牧場 506－102：08．51 7．5�
22 ウインガヴァナー 牡3黒鹿56 和田 竜二�ウイン 西園 正都 浦河 笹島 政信 494＋ 22：09．77 14．5�
11 エーティーゴーオー 牡3栗 56

55 ☆富田 暁荒木 徹氏 木原 一良 浦河 辻 牧場 488± 02：10．44 93．4	
89 ロードヴェントス 牡3黒鹿56 中井 裕二 �ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム B472± 02：11．04 61．9

33 モーティヴフォース �3黒鹿 56

55 ☆斎藤 新�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 株式会社
ノースヒルズ B490－ 42：12．8大差 99．6�

77 ブートニエール 牡3鹿 56 �島 克駿 �社台レースホース橋口 慎介 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 498＋ 42：13．22� 14．7
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売 得 金
単勝： 30，887，800円 複勝： 105，160，200円 枠連： 6，263，000円
馬連： 33，802，400円 馬単： 27，076，600円 ワイド： 31，276，600円
3連複： 48，656，300円 3連単： 127，757，400円 計： 410，880，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 100円 � 150円 � 130円 枠 連（4－5） 560円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 710円

ワ イ ド �� 210円 �� 160円 �� 370円

3 連 複 ��� 510円 3 連 単 ��� 1，790円

票 数

単勝票数 計 308878 的中 � 176019（1番人気）
複勝票数 計1051602 的中 � 855266（1番人気）� 38000（4番人気）� 49257（2番人気）
枠連票数 計 62630 的中 （4－5） 8652（3番人気）
馬連票数 計 338024 的中 �� 43856（3番人気）
馬単票数 計 270766 的中 �� 28321（3番人気）
ワイド票数 計 312766 的中 �� 37587（3番人気）�� 56936（1番人気）�� 17268（6番人気）
3連複票数 計 486563 的中 ��� 70520（1番人気）
3連単票数 計1277574 的中 ��� 51542（3番人気）

ハロンタイム 13．0―11．6―12．0―14．0―13．3―12．6―12．8―12．6―12．5―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．6―36．6―50．6―1：03．9―1：16．5―1：29．3―1：41．9―1：54．4

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

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

勝馬の
紹 介

サンライズゴラッソ �
�
父 エピファネイア �

�
母父 Victory Gallop デビュー 2020．10．25 京都3着

2018．4．19生 牡3鹿 母 ケトルワンアップ 母母 Bugs Rabbit 5戦1勝 賞金 11，500，000円

第１回 阪神競馬 第１０日



04111 3月14日 晴 重 （3阪神1） 第10日 第3競走 ��1，400�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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

48 ロ ー ウ ェ ル 牡3黒鹿56 団野 大成 �シルクレーシング 斉藤 崇史 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 544＋ 61：24．9 4．7�

47 バ シ レ ウ ス 牡3鹿 56 藤岡 佑介 �カナヤマホール
ディングス 飯田 祐史 日高 新井 昭二 470－ 21：25．32� 55．5�

611 ガビーズスピリット 牡3鹿 56 岩田 望来長島 和彦氏 牧田 和弥 新ひだか 前田牧場 500－141：25．72� 8．5�
36 メ ル テ ミ ア 牡3鹿 56 和田 竜二武田 茂男氏 鈴木 孝志 浦河 中神牧場 452± 01：25．8� 7．7�
714 ミッキーフランケル 牡3芦 56 中井 裕二野田みづき氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 482± 01：25．9アタマ 5．0	
816 エアーズロック 牡3鹿 56 池添 謙一西村 健氏 橋口 慎介 新ひだか 坂本 智広 452－ 2 〃 クビ 2．5

23 � アイファーリンクス 牝3栗 54 藤井勘一郎中島 稔氏 �島 一歩 米 David G.

Campbell 478－ 4 〃 クビ 38．8�
24 ヴァロワール 牡3黒鹿56 国分 優作奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 藤沢牧場 512－ 81：26．0クビ 88．8�
510 タガノタイリン 牝3鹿 54 国分 恭介八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 492－ 21：26．42� 103．8
11 � トニーヒアロ 牝3栗 54

51 ▲松本 大輝トニー倶楽部 森 秀行 米 Saddle Creek
Farms Inc. 508 ― 〃 アタマ 32．1�

59 ミ ケ ー レ 牡3青鹿56 松田 大作村田 博司氏 飯田 祐史 むかわ 上水牧場 432＋ 41：26．5� 35．0�
612 タカノアメージング 牡3芦 56 岡田 祥嗣山口多賀司氏 北出 成人 浦河 斉藤 政志 492－ 8 〃 アタマ 325．0�
12 ノーブルアイランド 牡3青鹿56 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 日高 白井牧場 468－ 61：26．6アタマ 124．5�
815 ファイヤービート 牡3鹿 56 吉田 隼人長谷川守正氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 440＋ 81：26．81	 16．5�
35 サンライズアクター 牡3栗 56 松若 風馬松岡 隆雄氏 平田 修 日高 ヤナガワ牧場 468 ―1：27．12 231．0�
713 メイショウケイゼン 牡3栗 56 幸 英明松本 和子氏 藤沢 則雄 浦河 まるとみ冨岡牧場 452－ 61：28．9大差 228．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，435，200円 複勝： 55，553，500円 枠連： 10，398，000円
馬連： 60，128，900円 馬単： 25，347，500円 ワイド： 51，099，700円
3連複： 88，491，300円 3連単： 95，533，300円 計： 424，987，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 290円 � 1，280円 � 260円 枠 連（4－4） 12，370円

馬 連 �� 13，080円 馬 単 �� 19，040円

ワ イ ド �� 4，330円 �� 1，160円 �� 5，720円

3 連 複 ��� 37，430円 3 連 単 ��� 201，340円

票 数

単勝票数 計 384352 的中 � 64500（2番人気）
複勝票数 計 555535 的中 � 52829（5番人気）� 9528（10番人気）� 63520（4番人気）
枠連票数 計 103980 的中 （4－4） 651（27番人気）
馬連票数 計 601289 的中 �� 3560（28番人気）
馬単票数 計 253475 的中 �� 998（45番人気）
ワイド票数 計 510997 的中 �� 2996（35番人気）�� 11782（11番人気）�� 2259（39番人気）
3連複票数 計 884913 的中 ��� 1773（81番人気）
3連単票数 計 955333 的中 ��� 344（418番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．1―11．7―12．1―13．0―14．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．6―33．7―45．4―57．5―1：10．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．2―3F39．5
3 8（3，15）16，6（11，7）－9，4，14（5，1）－（2，10）12＝13 4 8－（3，15）16（6，7）11，4（9，14）－（1，10）－2（5，12）＝13

勝馬の
紹 介

ロ ー ウ ェ ル �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Songandaprayer デビュー 2020．12．19 阪神11着

2018．5．4生 牡3黒鹿 母 アンティフォナ 母母 Snatched 2戦1勝 賞金 5，100，000円

04112 3月14日 晴 重 （3阪神1） 第10日 第4競走 1，800�3歳未勝利
発走11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
1：48．5
1：47．6

重
重

33 ミッキーヌチバナ 牡3鹿 56 太宰 啓介野田みづき氏 高橋 亮 安平 追分ファーム 530－ 81：53．0 5．3�
66 ト ウ リ ュ ウ 牡3栗 56 小崎 綾也甘糟 麗子氏 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 442－ 61：53．1クビ 2．2�
44 グリンブルスティ 牡3鹿 56 団野 大成�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ B464－ 61：53．73� 3．2�
55 ウインメイキット 牡3鹿 56 高倉 稜�ウイン 新谷 功一 新ひだか 田中 裕之 464－ 21：55．8大差 145．4�
77 ゴットウェーブ 牡3鹿 56

55 ☆富田 暁後藤 進氏 武 英智 浦河 林 孝輝 B492－ 41：56．01� 5．4�
11 サンライズシリウス 牡3鹿 56 �島 克駿松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 530－101：57．59 21．0	
22 リュクスマジェスタ 牡3栗 56 藤懸 貴志田畑 憲士氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 B462－ 21：58．03 79．6

88 フレンドリーエース 牝3鹿 54

51 ▲松本 大輝増山 武志氏 新谷 功一 新冠 石郷岡 五月 398＋ 41：59．27 53．0�
89 ハイパーソニック 牡3鹿 56 吉田 隼人前田 晋二氏 中竹 和也 日高 奥山 博 512 ―2：15．1大差 19．6�

（9頭）

売 得 金
単勝： 29，607，300円 複勝： 35，927，400円 枠連： 6，770，000円
馬連： 40，429，700円 馬単： 24，798，400円 ワイド： 30，867，200円
3連複： 61，115，600円 3連単： 126，582，100円 計： 356，097，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 130円 � 110円 � 110円 枠 連（3－6） 640円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 1，420円

ワ イ ド �� 200円 �� 210円 �� 140円

3 連 複 ��� 330円 3 連 単 ��� 2，880円

票 数

単勝票数 計 296073 的中 � 44472（3番人気）
複勝票数 計 359274 的中 � 46461（3番人気）� 145594（1番人気）� 78094（2番人気）
枠連票数 計 67700 的中 （3－6） 8121（3番人気）
馬連票数 計 404297 的中 �� 54485（2番人気）
馬単票数 計 247984 的中 �� 13018（6番人気）
ワイド票数 計 308672 的中 �� 35568（2番人気）�� 32293（3番人気）�� 65455（1番人気）
3連複票数 計 611156 的中 ��� 135040（1番人気）
3連単票数 計1265821 的中 ��� 31792（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．3―37．8―50．6―1：02．5―1：15．0―1：27．6―1：40．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F38．0
1
3
・（2，4）－（5，6）7，3，1－8＝9・（2，4）7（6，3）－5－1－8＝9

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

勝馬の
紹 介

ミッキーヌチバナ 
�
父 ダノンレジェンド 

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．12．20 中京6着

2018．3．13生 牡3鹿 母 ヌ チ バ ナ 母母 ラバヤデール 2戦1勝 賞金 5，100，000円
〔制裁〕 トウリュウ号の騎手小崎綾也は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて令和3年3月27日から令和3年4月4日ま

で騎乗停止。（被害馬：7番・3番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フレンドリーエース号・ハイパーソニック号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年

4月14日まで平地競走に出走できない。



04113 3月14日 晴 稍重 （3阪神1） 第10日 第5競走 1，600�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
1：31．9
1：30．3

良
良

59 サトノラムセス 牡3鹿 56 岩田 康誠 �サトミホースカンパニー 橋口 慎介 日高 下河辺牧場 462－ 41：34．2 3．1�
35 マイネルエニグマ 牡3栗 56 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム 454－ 6 〃 クビ 69．1�
36 メイショウホシアイ 牝3栗 54 国分 恭介松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 富田牧場 460± 01：34．3� 7．7�
12 ダノンターキッシュ 牡3鹿 56 和田 竜二�ダノックス 寺島 良 日高 下河辺牧場 462－121：34．83 13．8�
713 ゴールドフライト 牡3鹿 56 池添 謙一加藤 充彦氏 坂口 智康 浦河 笹島 政信 476－ 81：35．01� 3．2�
816 ヴィトーリア 牡3黒鹿56 藤岡 佑介寺田 寿男氏 武 英智 新ひだか 矢野牧場 428－ 2 〃 ハナ 16．7	
11 エーティーツヨシ 牡3鹿 56 小崎 綾也荒木 徹氏 四位 洋文 新ひだか 米田牧場 482－ 4 〃 ハナ 447．6

611 シュルレアリスト 牡3鹿 56 団野 大成�G1レーシング 清水 久詞 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436± 01：35．1クビ 15．0�
510 クラウディベイ 牝3黒鹿54 吉田 隼人丸山 担氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 476＋ 4 〃 クビ 30．3�
48 アレレブルー 牡3黒鹿56 �島 克駿程田 真司氏 杉山 晴紀 浦河 有限会社

吉田ファーム 446＋ 21：35．3� 17．5
815 ヘネラルカレーラ 牝3鹿 54 武 豊�ノースヒルズ 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 462－ 61：35．51� 6．8�
714 フェアリーバローズ 牝3鹿 54 岩田 望来猪熊 広次氏 辻野 泰之 平取 二風谷ファーム 406－101：35．6� 33．9�
24 シゲルビンジャー 牝3鹿 54

53 ☆富田 暁森中 蕃氏 高橋 康之 浦河 谷川牧場 424－ 61：35．92 423．0�
23 ダンツタイフーン 牡3黒鹿56 松若 風馬山元 哲二氏 本田 優 浦河 丸幸小林牧場 434＋ 41：36．0クビ 136．6�
612 オペラムーン 牝3鹿 54 古川 吉洋ゴドルフィン 昆 貢 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 458－181：36．21� 246．5�
47 ヤサカターラ 牝3黒鹿 54

51 ▲小沢 大仁志邑 宣彦氏 松永 昌博 日高 日高大洋牧場 404 ―1：38．3大差 288．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 34，635，100円 複勝： 56，626，300円 枠連： 11，493，600円
馬連： 64，295，800円 馬単： 26，690，600円 ワイド： 56，742，600円
3連複： 99，987，300円 3連単： 104，141，500円 計： 454，612，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 150円 � 880円 � 260円 枠 連（3－5） 970円

馬 連 �� 6，800円 馬 単 �� 11，320円

ワ イ ド �� 1，550円 �� 350円 �� 2，690円

3 連 複 ��� 10，200円 3 連 単 ��� 55，270円

票 数

単勝票数 計 346351 的中 � 88403（1番人気）
複勝票数 計 566263 的中 � 136248（1番人気）� 12049（11番人気）� 52481（4番人気）
枠連票数 計 114936 的中 （3－5） 9177（4番人気）
馬連票数 計 642958 的中 �� 7320（23番人気）
馬単票数 計 266906 的中 �� 1767（39番人気）
ワイド票数 計 567426 的中 �� 8882（18番人気）�� 47114（2番人気）�� 5006（31番人気）
3連複票数 計 999873 的中 ��� 7348（35番人気）
3連単票数 計1041415 的中 ��� 1366（175番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．9―35．6―47．3―58．9―1：10．2―1：21．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サトノラムセス �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．12．26 阪神2着

2018．5．1生 牡3鹿 母 サトノエカテリーナ 母母 ロンドンブリッジ 4戦1勝 賞金 10，410，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヤサカターラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年4月14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〕 シゲルビンジャー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3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。
（非当選馬） 1頭 シンシアリダーリン号

04114 3月14日 晴 稍重 （3阪神1） 第10日 第6競走 1，800�4歳以上1勝クラス
発走12時50分（番組第7競走を順序変更） （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
1：48．5
1：47．6

重
重

66 テイエムホイッスル 牡4栗 57 岩田 康誠竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか グランド牧場 486－101：52．8 2．4�
44 サンライズシェリー 牡4鹿 57 松若 風馬松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 ヤナガワ牧場 486± 01：53．12 5．6�
77 � ワンダーアマルフィ 牡4鹿 57 長岡 禎仁山本 能成氏 石橋 守 浦河 高昭牧場 496－ 51：54．05 13．4�
33 ロードグリュック 牡4鹿 57 和田 竜二 �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 464－ 4 〃 クビ 4．3�
55 � フェブタイズ 牡5鹿 57 �島 克駿釘田 義広氏 川村 禎彦 浦河 中村 雅明 520＋ 21：55．06 17．3�
11 ラボンダンス 牝4栗 55 池添 謙一�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 500＋ 41：55．1� 3．5	
22 ラヴベローナ 牝6鹿 55 丸山 元気菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 新冠橋本牧場 498－ 41：55．74 63．0


（7頭）

売 得 金
単勝： 28，372，000円 複勝： 26，272，500円 枠連： 発売なし
馬連： 41，733，900円 馬単： 23，573，300円 ワイド： 26，803，900円
3連複： 48，672，500円 3連単： 115，452，000円 計： 310，880，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 170円 � 280円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，020円

ワ イ ド �� 330円 �� 540円 �� 760円

3 連 複 ��� 1，540円 3 連 単 ��� 5，990円

票 数

単勝票数 計 283720 的中 � 93216（1番人気）
複勝票数 計 262725 的中 � 65920（2番人気）� 32066（4番人気）
馬連票数 計 417339 的中 �� 47232（4番人気）
馬単票数 計 235733 的中 �� 17315（3番人気）
ワイド票数 計 268039 的中 �� 22674（5番人気）�� 12282（8番人気）�� 8489（11番人気）
3連複票数 計 486725 的中 ��� 23622（6番人気）
3連単票数 計1154520 的中 ��� 13953（23番人気）

ハロンタイム 13．1―12．1―13．8―12．6―12．4―12．1―11．9―11．8―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．2―39．0―51．6―1：04．0―1：16．1―1：28．0―1：39．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

テイエムホイッスル �
�
父 スズカコーズウェイ �

�
母父 シアトルスズカ デビュー 2019．12．1 阪神中止

2017．3．13生 牡4栗 母 グランドホイッスル 母母 ク チ ブ エ 8戦2勝 賞金 13，470，000円



04115 3月14日 晴 稍重 （3阪神1） 第10日 第7競走 ��1，400�3歳1勝クラス
発走13時20分（番組第6競走を順序変更） （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 ワーズワース 牡3黒鹿56 武 豊 �カナヤマホール
ディングス 清水 久詞 新ひだか 谷岡牧場 498－101：23．7 3．9�

714 フ ク ウ ン 牡3黒鹿56 横山 典弘西村 專次氏 鈴木 伸尋 新ひだか 静内フジカワ牧場 464＋ 41：23．8クビ 6．8�
816 メディーヴァル 牡3鹿 56 幸 英明�ターフ・スポート寺島 良 新冠 村田牧場 446－ 41：24．22� 4．6�
36 カズカポレイ 牡3鹿 56 池添 謙一合同会社雅苑興業 安田 隆行 新冠 新冠橋本牧場 500－16 〃 クビ 24．3�
35 ワイズマンハート 牡3鹿 56

53 ▲小沢 大仁吉岡 泰治氏 松永 昌博 森 笹川大晃牧場 468－ 61：24．52 21．8	
612 メイショウサトワ 牡3黒鹿56 藤岡 佑介松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 三嶋牧場 514＋ 61：24．81� 43．9

815 ケイサンフリーゼ 牝3青 54 松若 風馬中西 桂子氏 杉山 晴紀 新冠 村上 欽哉 478－ 2 〃 クビ 9．9�
47 ダイシンピスケス 牡3鹿 56

53 ▲松本 大輝大八木信行氏 森 秀行 日高 中原牧場 484－ 21：25．01� 70．2�
611 ユイノチャッキー 牡3栗 56 �島 克駿由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 新冠橋本牧場 492－ 8 〃 クビ 14．0
48 タイセイエクセル 牝3栗 54 小崎 綾也田中 成奉氏 西村 真幸 浦河 富田牧場 B452－ 41：25．1クビ 91．4�
59 サイファーシチー 牡3栗 56 柴田 大知 �友駿ホースクラブ 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 480－ 61：25．31� 64．5�
12 メイショウヒューマ 牡3鹿 56 藤岡 康太松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 472－ 21：25．51� 4．4�
510 マ ヤ ロ ー ザ 牝3栗 54 国分 優作�まの 大橋 勇樹 日高 高山 博 430－ 21：25．92� 231．9�
23 グランスエーニョ 牡3鹿 56 団野 大成 DMMドリームクラブ� 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 494－ 81：26．21� 21．0�
24 シャルマンシェリー 牝3鹿 54

53 ☆斎藤 新 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか カタオカフアーム 460－ 61：26．3� 186．7�
713 マイグレーション 牡3黒鹿56 丸山 元気野村 茂雄氏 水野 貴広 新ひだか 藤原牧場 492－ 21：26．4� 32．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，983，500円 複勝： 67，482，600円 枠連： 18，596，200円
馬連： 74，781，100円 馬単： 26，533，900円 ワイド： 63，410，000円
3連複： 116，094，800円 3連単： 111，115，700円 計： 521，997，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 180円 � 200円 � 170円 枠 連（1－7） 670円

馬 連 �� 2，120円 馬 単 �� 2，790円

ワ イ ド �� 950円 �� 580円 �� 620円

3 連 複 ��� 3，250円 3 連 単 ��� 14，620円

票 数

単勝票数 計 439835 的中 � 89350（1番人気）
複勝票数 計 674826 的中 � 95993（3番人気）� 82063（4番人気）� 106768（2番人気）
枠連票数 計 185962 的中 （1－7） 21463（2番人気）
馬連票数 計 747811 的中 �� 27303（8番人気）
馬単票数 計 265339 的中 �� 7120（7番人気）
ワイド票数 計 634100 的中 �� 16540（9番人気）�� 28749（3番人気）�� 26481（5番人気）
3連複票数 計1160948 的中 ��� 26779（6番人気）
3連単票数 計1111157 的中 ��� 5507（21番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．4―12．0―12．2―12．5―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
11．9―22．5―33．9―45．9―58．1―1：10．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワーズワース �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 Dylan Thomas デビュー 2021．2．13 東京1着

2018．4．1生 牡3黒鹿 母 ラブディラン 母母 ゴンチャローワ 2戦2勝 賞金 13，300，000円

04116 3月14日 晴 良 （3阪神1） 第10日 第8競走 ��2，000�4歳以上1勝クラス
発走13時50分 （芝・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
1：57．2
1：56．1

良
良

66 エールブラーヴ 牡4黒鹿57 松若 風馬佐伯由加理氏 橋口 慎介 新冠 中本 隆志 472＋ 82：00．7 7．4�
88 ウインサンフラワー 牡4鹿 57 藤岡 佑介�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 454＋ 22：00．81 5．6�
44 � アルスラーン 牡6黒鹿57 丸山 元気小泉 修氏 小西 一男 新ひだか 前谷 武志 504－ 62：00．9クビ 19．8�
55 サンライズヘルメス 牡4鹿 57 �島 克駿松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 478－ 22：01．43 4．5�
22 ディープハーモニー 牡4黒鹿57 松田 大作深見 敏男氏 本田 優 新ひだか 前田牧場 490－ 2 〃 ハナ 13．8�
33 ウィズダイヤモンズ 牝4鹿 55 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 410＋ 22：01．82� 2．0	
89 ブルベアカロリー 牡4鹿 57 国分 恭介森中 蕃氏 五十嵐忠男 新冠 若林牧場 B490＋ 82：01．9	 15．6

77 � サンデーパームス 牡4鹿 57 団野 大成杉野 公彦氏 清水 久詞 浦河 ガーベラパー

クスタツド 484＋ 62：02．53� 41．7�
11 スズカワークシップ 牡6鹿 57 吉田 隼人永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 高昭牧場 B482± 02：03．45 60．3�

（9頭）

売 得 金
単勝： 28，872，200円 複勝： 37，130，900円 枠連： 7，332，800円
馬連： 45，248，100円 馬単： 24，241，400円 ワイド： 35，945，000円
3連複： 59，599，600円 3連単： 118，325，500円 計： 356，695，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 260円 � 210円 � 390円 枠 連（6－8） 1，310円

馬 連 �� 1，830円 馬 単 �� 4，120円

ワ イ ド �� 640円 �� 1，510円 �� 920円

3 連 複 ��� 7，180円 3 連 単 ��� 41，140円

票 数

単勝票数 計 288722 的中 � 30888（4番人気）
複勝票数 計 371309 的中 � 37103（4番人気）� 53095（3番人気）� 21899（6番人気）
枠連票数 計 73328 的中 （6－8） 4323（5番人気）
馬連票数 計 452481 的中 �� 19137（8番人気）
馬単票数 計 242414 的中 �� 4407（16番人気）
ワイド票数 計 359450 的中 �� 14895（9番人気）�� 5901（19番人気）�� 9984（11番人気）
3連複票数 計 595996 的中 ��� 6225（26番人気）
3連単票数 計1183255 的中 ��� 2085（133番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―12．8―12．7―12．5―12．5―12．3―11．3―11．3―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―22．9―35．7―48．4―1：00．9―1：13．4―1：25．7―1：37．0―1：48．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エールブラーヴ 
�
父 エスポワールシチー 

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2019．12．15 中京6着

2017．4．1生 牡4黒鹿 母 ヒミノオトヒメ 母母 ワンモアギャル 11戦2勝 賞金 15，340，000円



04117 3月14日 晴 良 （3阪神1） 第10日 第9競走 ��
��1，800�

か す が

春 日 特 別
発走14時25分 （芝・右・外）
4歳以上，2勝クラス；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 168，000円 48，000円 24，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．4
1：43．9

良
良

22 ファルコニア 牡4鹿 57 吉田 隼人 �社台レースホース高野 友和 千歳 社台ファーム 454＋ 41：45．6 2．9�
11 ヒルノダカール 牡5青鹿57 池添 謙一�ヒルノ 北出 成人 新冠 新冠橋本牧場 510－ 41：46．02 7．9�
55 セウラサーリ 牝4鹿 55 和田 竜二�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 462－ 2 〃 クビ 7．6�
77 ニホンピロスクーロ �4青鹿57 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 496± 01：46．1	 19．3�
44 スペードエース 牡4鹿 57 武 豊 �シルクレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 454－101：46．3	 4．5	
33 ハローユニコーン 牝7鹿 55 岩田 望来 �CHEVAL AT-

TACHE 
島 一歩 浦河 村下 明博 482＋101：46．61	 60．5

66 ル リ ア ン 牡4鹿 57 団野 大成 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 532＋201：47．13� 2．7�

（7頭）

売 得 金
単勝： 48，992，200円 複勝： 43，682，500円 枠連： 発売なし
馬連： 76，987，400円 馬単： 37，625，300円 ワイド： 45，770，600円
3連複： 81，003，400円 3連単： 190，363，100円 計： 524，424，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 260円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 1，640円

ワ イ ド �� 300円 �� 310円 �� 500円

3 連 複 ��� 1，580円 3 連 単 ��� 6，580円

票 数

単勝票数 計 489922 的中 � 132619（2番人気）
複勝票数 計 436825 的中 � 130222（1番人気）� 53692（4番人気）
馬連票数 計 769874 的中 �� 57662（6番人気）
馬単票数 計 376253 的中 �� 17185（7番人気）
ワイド票数 計 457706 的中 �� 40876（3番人気）�� 38197（4番人気）�� 21390（10番人気）
3連複票数 計 810034 的中 ��� 38413（8番人気）
3連単票数 計1903631 的中 ��� 20953（25番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．4―36．2―48．4―1：00．3―1：11．6―1：22．3―1：33．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．3―3F34．0
3 2，5（1，6）（3，7）4 4 ・（2，5）6，1（3，7）4

勝馬の
紹 介

ファルコニア �

父 ディープインパクト �


母父 Hawk Wing デビュー 2019．11．2 京都2着

2017．2．10生 牡4鹿 母 カ ン ビ ー ナ 母母 Await 9戦3勝 賞金 63，737，000円

04118 3月14日 晴 稍重 （3阪神1） 第10日 第10競走 ��1，800�
い た み

伊丹ステークス
発走15時00分 （ダート・右）
4歳以上，3勝クラス，2．3．14以降3．3．7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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

69 タマモサンシーロ 牡5鹿 54 藤岡 康太タマモ� 大橋 勇樹 新冠 守矢牧場 520－ 21：51．4 9．6�
44 ダンツキャッスル 牡5鹿 54 団野 大成山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 折手牧場 B476－ 4 〃 クビ 14．8�
813 キーフラッシュ 牡6栗 56 小牧 太北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 浜口牧場 490± 01：51．5� 7．6�
45 � エイシンアメンラー 牡4栗 55 武 豊�栄進堂 野中 賢二 米 Team Block 494－ 41：51．92� 4．3�
57 クレスコブレイブ 牡7栗 54 岩田 康誠堀川 三郎氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム B524－ 21：52．0クビ 13．5�
22 ペ ガ サ ス 牡5青鹿55 和田 竜二中辻 明氏 大久保龍志 新ひだか 織田 正敏 B458＋ 41：52．21� 11．6	
56 メイショウダジン 牡4栗 56 幸 英明松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 476＋ 21：52．3クビ 2．5

11 スズカフューラー 牡7栗 53 �島 克駿永井 啓弍氏 茶木 太樹 平取 びらとり牧場 434－ 21：52．4	 67．6�
711 パキュートハート 牡6鹿 53 小沢 大仁中野 和子氏 石橋 守 むかわ 桑原牧場 518－141：53．03� 52．2�
812 ソングオブザハート 牝4鹿 52 松若 風馬幅田 昌伸氏 杉山 佳明 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 414－141：53．32 50．0
33 ミスズフリオーソ 牡6栗 52 富田 暁永井 啓弍氏 木原 一良 日高 前野牧場 492± 01：53．4� 112．9�
68 シールドヴォルト 牡5鹿 55 国分 恭介飯田 正剛氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 444＋ 21：55．110 26．4�
710 ストーンリッジ 牡4鹿 55 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 470＋181：57．1大差 16．6�
（13頭）

売 得 金
単勝： 50，946，700円 複勝： 65，013，500円 枠連： 21，362，900円
馬連： 132，027，400円 馬単： 45，809，300円 ワイド： 87，382，000円
3連複： 193，712，500円 3連単： 216，583，600円 計： 812，837，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 960円 複 勝 � 280円 � 410円 � 250円 枠 連（4－6） 1，030円

馬 連 �� 7，190円 馬 単 �� 12，840円

ワ イ ド �� 2，070円 �� 1，140円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 13，800円 3 連 単 ��� 80，030円

票 数

単勝票数 計 509467 的中 � 42186（4番人気）
複勝票数 計 650135 的中 � 63436（5番人気）� 37786（7番人気）� 71069（3番人気）
枠連票数 計 213629 的中 （4－6） 15965（4番人気）
馬連票数 計1320274 的中 �� 14216（26番人気）
馬単票数 計 458093 的中 �� 2674（45番人気）
ワイド票数 計 873820 的中 �� 10693（27番人気）�� 20079（13番人気）�� 16429（18番人気）
3連複票数 計1937125 的中 ��� 10526（48番人気）
3連単票数 計2165836 的中 ��� 1962（271番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―13．5―12．4―12．5―12．1―12．2―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．4―37．9―50．3―1：02．8―1：14．9―1：27．1―1：38．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タマモサンシーロ �
�
父 アッミラーレ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2019．2．2 京都11着

2016．4．26生 牡5鹿 母 チャームドリーム 母母 ドリーミーアイ 19戦4勝 賞金 60，374，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ストーンリッジ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年4月14日まで平地競走

に出走できない。

１レース目



04119 3月14日 晴 良 （3阪神1） 第10日 第11競走 ��
��1，400�第55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 1，288，000円 368，000円 184，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．2
1：19．0

良
良

35 シゲルピンクルビー 牝3栗 54 和田 竜二森中 蕃氏 渡辺 薫彦 日高 天羽牧場 464－ 61：20．7 13．9�
48 ヨ カ ヨ カ 牝3黒鹿54 幸 英明岡 浩二氏 谷 潔 熊本 本田 土寿 458＋ 41：20．8クビ 4．9�
713 ミニーアイル 牝3芦 54 藤岡 康太大野 剛嗣氏 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 480－ 81：20．91 23．4�
24 アンブレラデート 牝3鹿 54 池添 謙一吉田 千津氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 454－ 61：21．0� 11．3�
23 エルカスティージョ 牝3鹿 54 岩田 康誠 �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 452－ 2 〃 クビ 7．5�
36 クープドクール 牝3栗 54 斎藤 新 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 義忠 新ひだか 畠山牧場 460－ 41：21．2� 65．2

818 ス テ ィ ク ス 牝3鹿 54 吉田 隼人 �シルクレーシング 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 474± 01：21．3� 16．4�
12 テ リ ー ヌ 牝3鹿 54 富田 暁三木 久史氏 長谷川浩大 新ひだか フジワラフアーム 410－ 4 〃 アタマ 67．8�
816 オパールムーン 牝3鹿 54 横山 典弘	NICKS 昆 貢 日高 前野牧場 436＋ 6 〃 ハナ 3．9
59 ラ ヴ ケ リ ー 牝3鹿 54 松若 風馬水谷 昌晃氏 高柳 大輔 新冠 オリエント牧場 432－ 61：21．4� 13．0�
715 エイシンヒテン 牝3栗 54 団野 大成	栄進堂 渡辺 薫彦 浦河 栄進牧場 440± 01：21．5� 10．5�
11 ゴールドチャリス 牝3鹿 54 浜中 俊フィールドレーシング 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 414± 0 〃 アタマ 29．6�
510 ヴァーチャリティ 牝3鹿 54 松田 大作�桑田牧場 庄野 靖志 浦河 桑田牧場 446－ 81：21．71	 88．5�

611 ララクリスティーヌ 牝3青鹿54 中井 裕二フジイ興産	 斉藤 崇史 新冠 土井牧場 444± 01：21．8クビ 12．1�
（法942）

612 ブルーバード 牝3鹿 54 柴田 大知 	サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 祥泰 新ひだか 水丸牧場 430＋101：21．9� 79．4�

714 ラストリージョ 牝3鹿 54 藤井勘一郎 	ブルースターズファーム 蛯名 利弘 新冠 株式会社ブルー
スターズファーム 446－ 81：22．0� 247．2�

817
 フ リ ー ド 牝3鹿 54 国分 優作岡田 繁幸氏 西園 正都 愛 Lynch
Bages Ltd 494＋ 8 〃 ハナ 198．1�

47 ポールネイロン 牝3鹿 54 藤岡 佑介前田 幸治氏 矢作 芳人 新冠 株式会社
ノースヒルズ 432± 01：22．11 22．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 193，543，300円 複勝： 256，830，600円 枠連： 117，463，700円
馬連： 690，725，200円 馬単： 197，756，000円 ワイド： 407，011，800円
3連複： 1，291，281，400円 3連単： 1，306，540，900円 計： 4，461，152，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，390円 複 勝 � 340円 � 200円 � 510円 枠 連（3－4） 2，710円

馬 連 �� 4，070円 馬 単 �� 7，950円

ワ イ ド �� 1，260円 �� 3，960円 �� 1，950円

3 連 複 ��� 22，730円 3 連 単 ��� 109，810円

票 数

単勝票数 計1935433 的中 � 111145（8番人気）
複勝票数 計2568306 的中 � 187913（5番人気）� 405396（2番人気）� 114689（9番人気）
枠連票数 計1174637 的中 （3－4） 33540（13番人気）
馬連票数 計6907252 的中 �� 139496（14番人気）
馬単票数 計1977560 的中 �� 18643（26番人気）
ワイド票数 計4070118 的中 �� 85151（12番人気）�� 25955（55番人気）�� 53697（24番人気）
3連複票数 計12912814 的中 ��� 42592（88番人気）
3連単票数 計13065409 的中 ��� 8626（380番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．1―11．5―11．5―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．6―33．7―45．2―56．7―1：08．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シゲルピンクルビー �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 High Chaparral デビュー 2020．11．15 阪神1着

2018．1．26生 牝3栗 母 ムーンライトベイ 母母 ムーンライトダンス 3戦2勝 賞金 60，288，000円
〔制裁〕 エイシンヒテン号の騎手団野大成は，発馬機内での御法（突進された）について戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 エイボンクリフ号・エコロデイジー号・スマイルアモーレ号・フォティノース号・ベッラノーヴァ号・

メイショウツツジ号・ヤマニンルリュール号
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりシゲルピンクルビー号・ヨカヨカ号・ミニーアイル号は，桜花賞（GⅠ）競走に優先出走できる。

04120 3月14日 晴 稍重 （3阪神1） 第10日 第12競走 ��1，400�4歳以上2勝クラス
発走16時10分 （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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

59 � オーロラテソーロ 牡4栗 57 �島 克駿了德寺健二ホール
ディングス� 畠山 吉宏 米 John R. Penn &

Spendthift Farm 490－101：23．7 5．3�
36 サンライズラポール 牡4栗 57

56 ☆斎藤 新松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 B510＋141：24．01� 12．7�
510	 スズカクローカス 牝5黒鹿55 中井 裕二永井 宏明氏 杉山 佳明 むかわ 新井牧場 448－201：24．21 135．9�
611 ダイシンイナリ 牡4鹿 57 岩田 康誠大八木信行氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 526－ 41：24．41
 4．9�
815 ヤ ウ ガ ウ 牡4鹿 57 幸 英明 �Gリビエール・

レーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B484＋181：24．61
 24．1�
24 タイガーサイレンス 牡4青鹿57 柴山 雄一伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 日高 門別 敏朗 452－ 21：24．7� 23．7	
713	 ハードカウント �6栗 57 小崎 綾也前田 幸治氏 小崎 憲 新冠 株式会社

ノースヒルズ 454± 0 〃 クビ 17．8

816 ド ラ セ ナ �6黒鹿57 藤井勘一郎林 正道氏 奥村 豊 新冠 秋田牧場 486－ 61：24．9� 56．8�
47 スラッシュメタル �6鹿 57 丸山 元気吉田 勝己氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム B464－ 8 〃 クビ 58．4�
714 ル モ ン ド 牡5鹿 57 藤岡 佑介�山紫水明 坂口 智康 日高 下河辺牧場 474－ 21：25．11
 4．6
12 シ メ イ 牡6青鹿 57

54 ▲松本 大輝岩見 裕輔氏 森 秀行 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 524＋141：25．2クビ 262．9�

11 ア イ タ イ 牡5栗 57 森 裕太朗平井 裕氏 辻野 泰之 新ひだか グランド牧場 B526± 0 〃 アタマ 38．7�
48 リュクスウォリアー 牡4鹿 57 藤懸 貴志田畑 憲士氏 平田 修 日高 庄野牧場 B504± 01：25．3� 9．5�
35 クラサーヴィツァ 牝5栗 55 松田 大作椎名 節氏 武 英智 洞湖 レイクヴィラファーム B456－ 61：27．2大差 162．4�
23 ファイアーボーラー �5黒鹿57 浜中 俊 �シルクレーシング 武 幸四郎 日高 浜本 幸雄 460－ 6 〃 アタマ 8．4�
612 ダンケシェーン �6栗 57 横山 典弘 �ローレルレーシング 昆 貢 新冠 村田牧場 B482＋ 4 （競走中止） 7．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 75，454，400円 複勝： 114，754，500円 枠連： 39，136，200円
馬連： 171，986，900円 馬単： 56，627，900円 ワイド： 130，705，300円
3連複： 282，588，100円 3連単： 285，189，800円 計： 1，156，443，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 240円 � 400円 � 2，850円 枠 連（3－5） 3，860円

馬 連 �� 3，620円 馬 単 �� 6，730円

ワ イ ド �� 1，580円 �� 9，720円 �� 19，700円

3 連 複 ��� 133，970円 3 連 単 ��� 477，510円

票 数

単勝票数 計 754544 的中 � 113465（3番人気）
複勝票数 計1147545 的中 � 151192（3番人気）� 75899（7番人気）� 8756（14番人気）
枠連票数 計 391362 的中 （3－5） 7856（17番人気）
馬連票数 計1719869 的中 �� 36746（15番人気）
馬単票数 計 566279 的中 �� 6302（29番人気）
ワイド票数 計1307053 的中 �� 21976（18番人気）�� 3427（73番人気）�� 1685（90番人気）
3連複票数 計2825881 的中 ��� 1582（255番人気）
3連単票数 計2851898 的中 ��� 433（1168番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．1―34．5―46．4―58．7―1：10．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�オーロラテソーロ �
�
父 Malibu Moon �

�
母父 Not For Love デビュー 2019．6．23 東京4着

2017．3．29生 牡4栗 母 For Passion 母母 Short Time 17戦3勝 賞金 42，300，000円
〔競走中止〕 ダンケシェーン号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 コンクエストシチー号・デンコウリジエール号

４レース目



（3阪神1）第10日 3月14日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 152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

274，170，000円
2，870，000円
24，960，000円
2，530，000円
30，490，000円
65，227，000円
4，458，500円
1，459，200円

勝馬投票券売得金
637，005，100円
923，055，900円
250，067，300円
1，495，323，600円
541，292，600円
1，020，944，900円
2，463，823，000円
2，890，158，600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 10，221，671，000円

総入場人員 2，828名 （有料入場人員 2，645名）
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