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04085 3月7日 晴 稍重 （3阪神1） 第8日 第1競走 1，400�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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

12 メイショウツワブキ 牝3栗 54 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 赤田牧場 482＋221：26．0 3．0�
816 トーホウジュナール 牝3青鹿54 岩田 望来東豊物産� 高橋 亮 日高 竹島 幸治 458＋ 41：26．32 4．3�
815 ウォーターパフィン 牝3鹿 54 森 裕太朗山岡 正人氏 岡田 稲男 日高 佐々木 康治 490＋ 61：26．5� 10．7�
23 トレサイーユ 牝3鹿 54

50 ★古川 奈穂前田 幸治氏 �島 一歩 新冠 株式会社
ノースヒルズ 420± 01：26．82 111．5�

35 フクノシーサー 牝3栗 54 川須 栄彦佐藤 範夫氏 新谷 功一 日高 モリナガファーム 450± 01：26．9� 22．6�
11 センショウライツ 牝3栗 54 武 豊川勝 裕之氏 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 468＋ 61：27．0� 14．3	
24 イマジンヨウコ 牝3鹿 54

53 ☆富田 暁薪浦 亨氏 武 英智 新冠 松浦牧場 454－ 81：27．21� 36．5

59 レイワプリンセス 牝3栗 54 柴山 雄一菅藤 宗一氏 木原 一良 平取 清水牧場 490± 0 〃 クビ 7．1�
48 バライロノキセキ 牝3鹿 54 松若 風馬岡 浩二氏 中竹 和也 日高 オリオンファーム 462＋ 81：27．41 34．8�
510 サザークブリッジ 牝3鹿 54 藤懸 貴志下河辺牧場 奥村 豊 日高 下河辺牧場 436－ 6 〃 ハナ 197．8�
714 ジューンビアンカ 牝3鹿 54 幸 英明吉川 潤氏 杉山 佳明 浦河 ヒダカフアーム 450－101：27．72 108．4�
47 マテンロウルビー 牝3鹿 54

51 ▲西谷 凜寺田千代乃氏 野中 賢二 安平 ノーザンファーム 444－ 21：27．8クビ 12．1�
611 メイショウハマユウ 牝3鹿 54

51 ▲角田 大和松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 448＋ 61：27．9� 153．8�
36 インビジブルサリー 牝3鹿 54 国分 恭介中辻 明氏 大根田裕之 浦河 藤春 修二 482－ 61：28．21� 355．8�
612 メイショウサチヒメ 牝3栗 54

51 ▲小沢 大仁松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 林 孝輝 432－ 81：31．3大差 152．1�
713 リオンジャック 牝3黒鹿 54

53 ☆団野 大成�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 468± 01：36．1大差 6．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 36，830，200円 複勝： 52，834，800円 枠連： 14，917，600円
馬連： 70，529，200円 馬単： 27，974，800円 ワイド： 59，857，200円
3連複： 111，168，700円 3連単： 111，231，600円 計： 485，344，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 140円 � 250円 枠 連（1－8） 430円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，240円

ワ イ ド �� 320円 �� 760円 �� 710円

3 連 複 ��� 2，730円 3 連 単 ��� 8，780円

票 数

単勝票数 計 368302 的中 � 98047（1番人気）
複勝票数 計 528348 的中 � 133960（1番人気）� 103224（2番人気）� 38128（6番人気）
枠連票数 計 149176 的中 （1－8） 26402（1番人気）
馬連票数 計 705292 的中 �� 69394（1番人気）
馬単票数 計 279748 的中 �� 16795（1番人気）
ワイド票数 計 598572 的中 �� 53171（1番人気）�� 19006（11番人気）�� 20536（9番人気）
3連複票数 計1111687 的中 ��� 30537（6番人気）
3連単票数 計1112316 的中 ��� 9181（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．6―35．3―47．9―1：00．3―1：12．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウツワブキ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 オレハマッテルゼ デビュー 2020．10．18 京都3着

2018．4．9生 牝3栗 母 メイショウイザヨイ 母母 シャコービクトリア 4戦1勝 賞金 9，410，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔その他〕 リオンジャック号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウサチヒメ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年4月7日まで平地競

走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 リオンジャック号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年4月7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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ベラジオエガオン号・ラブリボーン号

04086 3月7日 晴 稍重 （3阪神1） 第8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

66 ミステリーウェイ �3黒鹿56 中井 裕二 �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム B474－ 62：07．8 6．4�
11 アスターナランハ 牡3黒鹿56 国分 優作加藤 久枝氏 南井 克巳 浦河 高村牧場 B472± 02：08．01� 1．8�
88 � ジョイアスチャント 牡3栗 56 岩田 望来ゴドルフィン 藤原 英昭 米

Teneri Farm, Bernardo A. Cal-
deron, Kenneth L. Ramsey &
Sarah K. Ramsey

528－102：08．85 3．6�
33 ノーブルキャニオン 牡3鹿 56

55 ☆団野 大成吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 B474＋ 42：09．33� 9．8�
22 フレディアーノ 牡3鹿 56 松若 風馬吉田 晴哉氏 高橋 義忠 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 528－ 22：10．15 90．3�
77 ヴ ォ ル ガ 牝3栗 54

50 ★古川 奈穂 �サンデーレーシング 松下 武士 安平 ノーザンファーム 466－ 42：10．42 11．8	
55 スマートレガシー 牡3鹿 56 幸 英明大川 徹氏 寺島 良 浦河 杵臼牧場 B524－ 42：12．3大差 16．1

44 � ディオアルバ 牡3栗 56

55 ☆富田 暁松岡 隆雄氏 河内 洋 仏
Earl Haras du Logis,
Mr Julian Ince, Mr
Georges Sandor

B474－ 62：13．910 74．9�
（8頭）

売 得 金
単勝： 29，399，700円 複勝： 70，799，600円 枠連： 発売なし
馬連： 39，411，700円 馬単： 25，986，000円 ワイド： 31，449，400円
3連複： 52，346，000円 3連単： 126，748，100円 計： 376，140，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 130円 � 110円 � 120円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 1，380円

ワ イ ド �� 170円 �� 310円 �� 150円

3 連 複 ��� 450円 3 連 単 ��� 4，730円

票 数

単勝票数 計 293997 的中 � 36509（3番人気）
複勝票数 計 707996 的中 � 47329（3番人気）� 505435（1番人気）� 56649（2番人気）
馬連票数 計 394117 的中 �� 59665（2番人気）
馬単票数 計 259860 的中 �� 14024（7番人気）
ワイド票数 計 314494 的中 �� 46602（2番人気）�� 19939（6番人気）�� 64439（1番人気）
3連複票数 計 523460 的中 ��� 86029（1番人気）
3連単票数 計1267481 的中 ��� 19410（18番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．3―35．8―49．4―1：02．7―1：15．7―1：28．6―1：41．8―1：54．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．1―3F39．2
1
3
6，5（1，3，8）－（4，7）－2・（6，5）8（1，3，7）2＝4

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

勝馬の
紹 介

ミステリーウェイ �

父 ジャスタウェイ �


母父 High Chaparral デビュー 2021．1．5 中京5着

2018．3．12生 �3黒鹿 母 ジプシーハイウェイ 母母 Rose Gypsy 3戦1勝 賞金 6，210，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ディオアルバ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年4月7日まで平地競走に

出走できない。

第１回 阪神競馬 第８日



04087 3月7日 晴 稍重 （3阪神1） 第8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 ウインアキレウス 牡3鹿 56 松山 弘平�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 478－ 61：25．9 4．9�
815 スカリーワグ 牡3栗 56 北村 友一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤原 英昭 新冠 長浜牧場 504－ 21：26．22 9．4�
611 ラ ウ デ ィ 牡3鹿 56

55 ☆団野 大成 �京都ホースレーシング 笹田 和秀 浦河 鎌田 正嗣 456± 01：26．62� 3．3�
816 ヨロシオスナ 牡3黒鹿 56

53 ▲角田 大和岡 浩二氏 角田 晃一 浦河 田中スタッド 502－ 61：26．7� 9．0�
23 インテグラルシチー 牡3栗 56 国分 恭介 �友駿ホースクラブ 牧田 和弥 浦河 中村 雅明 512± 01：27．12� 24．1�
713 アルメイダミノル 牡3芦 56 幸 英明吉岡 實氏 北出 成人 洞�湖 レイクヴィラファーム 526＋101：27．2� 38．1	
59 カ ー デ ィ フ 牡3鹿 56 藤井勘一郎広尾レース� 小崎 憲 新ひだか 木村 秀則 482 ― 〃 クビ 240．1

47 スマートブリーズ 牡3鹿 56 池添 謙一大川 徹氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 534＋ 61：27．62 3．9�
510 タマモバニラ 牡3芦 56

55 ☆富田 暁タマモ� 木原 一良 新ひだか 曾我 博 472－ 81：27．81� 5．9�
12 スペシャルサンデー 牡3鹿 56 和田 竜二宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 474－ 21：28．0� 97．7�
612 シンゼングレート 牡3青鹿56 川島 信二原 司郎氏 荒川 義之 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 472 ―1：28．1� 54．4�
714 メイショウマシフ 牡3栗 56 和田 翼松本 好雄氏 石橋 守 浦河 松栄牧場 478－ 21：28．73� 208．6�
11 イサチルソッリーソ 牡3鹿 56 国分 優作小坂 功氏 坂口 智康 新冠 安達 洋生 484 ―1：29．33� 333．8�
36 スズカサウスボーイ 牡3鹿 56 長岡 禎仁永井 啓弍氏 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 504 ―1：29．83 284．8�
24 マサノムサシ �3鹿 56

52 ★古川 奈穂猪野毛雅人氏 五十嵐忠男 新ひだか 猪野毛牧場 440－ 41：30．01� 272．3�
35 テイエムオリンピア 牝3黒鹿 54

51 ▲西谷 凜竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 ハシモトフアーム 482 ―1：30．21� 207．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 46，400，100円 複勝： 65，725，800円 枠連： 13，619，800円
馬連： 69，352，700円 馬単： 29，567，400円 ワイド： 56，946，100円
3連複： 94，090，900円 3連単： 103，592，400円 計： 479，295，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 170円 � 200円 � 130円 枠 連（4－8） 440円

馬 連 �� 2，280円 馬 単 �� 3，960円

ワ イ ド �� 700円 �� 330円 �� 420円

3 連 複 ��� 2，090円 3 連 単 ��� 13，520円

票 数

単勝票数 計 464001 的中 � 74917（3番人気）
複勝票数 計 657258 的中 � 95702（3番人気）� 71996（5番人気）� 154559（1番人気）
枠連票数 計 136198 的中 （4－8） 23670（1番人気）
馬連票数 計 693527 的中 �� 23554（11番人気）
馬単票数 計 295674 的中 �� 5595（18番人気）
ワイド票数 計 569461 的中 �� 19271（9番人気）�� 47352（2番人気）�� 34405（4番人気）
3連複票数 計 940909 的中 ��� 33614（5番人気）
3連単票数 計1035924 的中 ��� 5555（41番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．0―34．9―47．6―1：00．3―1：12．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．0―3F38．3
3 10（7，8）16（3，15）12（2，13）11＝9，1－14－5，6，4 4 ・（10，7）（8，16）（3，15）13（2，12，11）－9－（1，14）＝（5，4）6

勝馬の
紹 介

ウインアキレウス �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 コンデュイット デビュー 2020．12．19 阪神2着

2018．3．14生 牡3鹿 母 ウインアキレア 母母 コスモヴァレンチ 3戦1勝 賞金 8，670，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マサノムサシ号・テイエムオリンピア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年4月

7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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ファイヤービート号・マックスウォリアー号

04088 3月7日 晴 稍重 （3阪神1） 第8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

78 シンゼンミラクル 牡3鹿 56 太宰 啓介原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大
作ステーブル 518－ 21：56．5 38．5�

11 ヨリクンロード 牡3鹿 56 松山 弘平辻子 依旦氏 上村 洋行 日高 ヤナガワ牧場 510－ 61：57．03 3．8�
66 ペダンクルアーチ 牡3栗 56 岩田 望来谷掛 龍夫氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム B506＋ 2 〃 クビ 3．0�
44 マテンロウドリーム 牡3黒鹿 56

53 ▲角田 大和寺田千代乃氏 角田 晃一 新冠 川島牧場 494－121：57．1クビ 4．1�
810 ボニンブルー 牡3鹿 56 小崎 綾也渡辺公美子氏 小崎 憲 浦河 富田牧場 450－ 6 〃 クビ 8．3�
89 シルヴェスター 牡3栗 56 幸 英明�G1レーシング 松下 武士 安平 追分ファーム 496－ 41：58．05 13．0	
55 ハ ヌ マ ー ン �3青鹿56 中井 裕二小林 昌子氏 安田 隆行 新ひだか 矢野牧場 466－ 21：58．1� 14．6

22 スナークタイカン 牡3鹿 56 酒井 学杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 462－ 61：58．31� 216．1�
77 オースミキャスト 牡3鹿 56 川須 栄彦�オースミ 中尾 秀正 日高 沖田牧場 498＋ 41：58．72� 18．0�
33 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 464－121：59．12� 14．6

（10頭）

売 得 金
単勝： 31，715，300円 複勝： 41，126，900円 枠連： 8，261，300円
馬連： 51，187，300円 馬単： 26，221，400円 ワイド： 39，547，600円
3連複： 68，687，400円 3連単： 104，952，400円 計： 371，699，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，850円 複 勝 � 710円 � 160円 � 150円 枠 連（1－7） 2，840円

馬 連 �� 6，840円 馬 単 �� 19，560円

ワ イ ド �� 1，620円 �� 1，900円 �� 250円

3 連 複 ��� 7，570円 3 連 単 ��� 95，830円

票 数

単勝票数 計 317153 的中 � 6578（9番人気）
複勝票数 計 411269 的中 � 10023（9番人気）� 73641（3番人気）� 87617（1番人気）
枠連票数 計 82613 的中 （1－7） 2254（14番人気）
馬連票数 計 511873 的中 �� 5795（23番人気）
馬単票数 計 262214 的中 �� 1005（54番人気）
ワイド票数 計 395476 的中 �� 5625（23番人気）�� 4743（25番人気）�� 48750（1番人気）
3連複票数 計 686874 的中 ��� 6800（26番人気）
3連単票数 計1049524 的中 ��� 794（293番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―14．3―13．4―12．7―12．7―12．7―13．0―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―38．5―51．9―1：04．6―1：17．3―1：30．0―1：43．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シンゼンミラクル �
�
父 ホッコータルマエ �

�
母父 トーヨーレインボー デビュー 2021．2．21 阪神13着

2018．4．18生 牡3鹿 母 ジーエスレインボー 母母 ハッピーマドンナ 2戦1勝 賞金 5，100，000円



04089 3月7日 晴 良 （3阪神1） 第8日 第5競走 2，200�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
2：10．1
2：09．7

良
良

44 アルバーシャ 牡3栗 56 幸 英明ゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 506＋ 42：14．3 2．6�

68 ネビーイーム 牡3黒鹿 56
55 ☆団野 大成前田 幸貴氏 佐々木晶三 新ひだか 木村 秀則 522± 02：14．4� 2．9�

79 マケルナマサムネ 牡3鹿 56 北村 友一塩澤 正樹氏 杉山 佳明 洞�湖 レイクヴィラファーム 446－ 82：14．5� 8．6�
55 ワセダハーツ 牡3栗 56 武 豊大冨 智弘氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 426＋ 22：14．71� 8．5�
67 マッソニアーナ 牡3黒鹿56 国分 優作水野 淳氏 松下 武士 日高 中前牧場 462± 0 〃 ハナ 77．9�
22 ミッキーレイナ 牝3鹿 54 松山 弘平野田みづき氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 496 ―2：15．02 12．8�
812 ソナトリーチェ 牝3鹿 54 和田 竜二 DMMドリームクラブ	 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 478＋ 2 〃 クビ 10．4

33 メ ル カ デ オ 牡3青鹿56 岩田 望来	G1レーシング 中内田充正 安平 追分ファーム 488 ―2：15．1� 11．1�
11 フ ィ ー ビ ー 牝3鹿 54 森 裕太朗吉田 和美氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム B414－ 82：15．95 115．2�
710 インヴァルナブル 牡3鹿 56

53 ▲小沢 大仁加藤 誠氏 中竹 和也 日高 白井牧場 508－ 62：16．22 135．4
811 ゴッドリヴァプール 牡3鹿 56

53 ▲角田 大和中西 憲治氏 角田 晃一 平取 二風谷ファーム 470 ―2：16．94 88．7�
56 スターインザスカイ 牡3鹿 56 藤懸 貴志ライオンレースホース	 本田 優 浦河 鎌田 正嗣 B458－ 22：17．42� 340．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 37，339，200円 複勝： 46，176，500円 枠連： 7，163，500円
馬連： 55，921，400円 馬単： 25，562，400円 ワイド： 43，018，800円
3連複： 76，645，800円 3連単： 101，975，000円 計： 393，802，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 110円 � 120円 � 160円 枠 連（4－6） 370円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 670円

ワ イ ド �� 160円 �� 310円 �� 400円

3 連 複 ��� 820円 3 連 単 ��� 3，090円

票 数

単勝票数 計 373392 的中 � 110703（1番人気）
複勝票数 計 461765 的中 � 127363（1番人気）� 105082（2番人気）� 55170（3番人気）
枠連票数 計 71635 的中 （4－6） 15003（1番人気）
馬連票数 計 559214 的中 �� 117857（1番人気）
馬単票数 計 255624 的中 �� 28562（1番人気）
ワイド票数 計 430188 的中 �� 85075（1番人気）�� 31074（3番人気）�� 23199（5番人気）
3連複票数 計 766458 的中 ��� 69907（1番人気）
3連単票数 計1019750 的中 ��� 23861（2番人気）

ハロンタイム 12．6―10．7―11．5―13．1―13．3―12．5―12．2―12．2―12．0―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―23．3―34．8―47．9―1：01．2―1：13．7―1：25．9―1：38．1―1：50．1―2：02．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アルバーシャ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2020．10．31 京都2着

2018．3．3生 牡3栗 母 ポップアイコン 母母 ピンクタートル 5戦1勝 賞金 9，900，000円
〔制裁〕 ネビーイーム号の騎手団野大成は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

04090 3月7日 晴 稍重 （3阪神1） 第8日 第6競走 1，800�3歳1勝クラス
発走12時50分 （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

78 ユアヒストリー 牡3鹿 56
55 ☆団野 大成ユアストーリー 池添 学 安平 ノーザンファーム 460＋ 81：53．1 6．9�

67 � サハラヴァンクール 牡3鹿 56 藤井勘一郎首藤 徳氏 村山 明 新冠 シンユウフアーム 480± 01：54．27 11．8�
79 ウェルドーン 牝3鹿 54

51 ▲角田 大和安原 浩司氏 角田 晃一 日高 浜本牧場 490＋ 21：54．41 5．6�
66 マルモルーラー 牡3黒鹿56 幸 英明まるも組合 木原 一良 浦河 岡本 昌市 514＋ 4 〃 クビ 8．6�
22 クールファイブ 牡3鹿 56 岩田 望来大塚 亮一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 484－121：54．5� 18．5�
810 アスクスタイルマン 牡3黒鹿 56

52 ★古川 奈穂廣崎利洋HD� 矢作 芳人 新ひだか チャンピオンズファーム 460＋ 61：54．71� 6．9	
11 イツカハシャチョウ 牡3鹿 56 岡田 祥嗣 �ミキハウスHKサービス 吉田 直弘 新冠 村上 欽哉 496± 01：54．8クビ 16．2

811 メイショウマントル 牡3鹿 56 田中 健松本 和子氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 508± 01：55．54 26．6�
44 ダンツトレノ 牡3青鹿56 和田 竜二山元 哲二氏 本田 優 浦河 市川フアーム 462± 01：55．92� 6．2�
55 ゼ ニ ス 牡3芦 56 松山 弘平 �カナヤマホール

ディングス 鈴木 孝志 新冠 佐藤牧場 474＋ 21：56．53� 3．9
33 リキサントライ 牡3栗 56 池添 謙一 �ハイパワー商事 池添 兼雄 新冠 大栄牧場 500＋ 21：57．45 47．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 40，763，000円 複勝： 61，522，000円 枠連： 10，662，600円
馬連： 72，544，200円 馬単： 28，694，100円 ワイド： 60，492，000円
3連複： 101，964，900円 3連単： 115，194，200円 計： 491，837，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 220円 � 340円 � 220円 枠 連（6－7） 910円

馬 連 �� 6，220円 馬 単 �� 12，670円

ワ イ ド �� 1，760円 �� 960円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 10，840円 3 連 単 ��� 78，780円

票 数

単勝票数 計 407630 的中 � 46681（5番人気）
複勝票数 計 615220 的中 � 77576（4番人気）� 41943（7番人気）� 78653（3番人気）
枠連票数 計 106626 的中 （6－7） 9040（3番人気）
馬連票数 計 725442 的中 �� 9033（29番人気）
馬単票数 計 286941 的中 �� 1698（62番人気）
ワイド票数 計 604920 的中 �� 8691（25番人気）�� 16552（11番人気）�� 13538（18番人気）
3連複票数 計1019649 的中 ��� 7052（49番人気）
3連単票数 計1151942 的中 ��� 1060（363番人気）

ハロンタイム 12．6―10．7―12．5―12．2―12．7―13．1―13．3―12．4―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．3―35．8―48．0―1：00．7―1：13．8―1：27．1―1：39．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ユアヒストリー �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2020．12．5 阪神2着

2018．4．18生 牡3鹿 母 アイムユアドリーム 母母 ビオンドパンテーラ 4戦2勝 賞金 15，200，000円



04091 3月7日 晴 稍重 （3阪神1） 第8日 第7競走 1，200�4歳以上1勝クラス
発走13時20分 （ダート・右）

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
1：08．8
1：08．5

重
重

610 レッドモアナ 牝5栗 55 森 裕太朗 �東京ホースレーシング 坂口 智康 安平 ノーザンファーム 448－ 41：13．2 3．3�
58 � メイショウミチノク 牝5芦 55 太宰 啓介松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 大島牧場 482＋ 21：13．41� 33．3�
57 � クリノクノイチ 牝6黒鹿55 川須 栄彦栗本 博晴氏 中尾 秀正 日高 日西牧場 464± 01：13．51 30．8�
712 トレッファー 牝4栗 55

54 ☆団野 大成 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 430－ 2 〃 ハナ 17．4�
34 フ ィ ロ ス 牝4鹿 55 中井 裕二�高橋ファーム 長谷川浩大 日高 クリアファーム B450± 01：13．71 7．1	
46 ウォーターウキウキ 牝4青鹿 55

54 ☆富田 暁山岡 正人氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 B454± 01：13．81 4．8

22 � ア マ ー ビ レ 牝4黒鹿55 松山 弘平安原 浩司氏 西村 真幸 新ひだか 岡田牧場 490－161：13．9クビ 3．3�
69 � コハルビヨリ 牝5鹿 55 国分 恭介飯田 良枝氏 牧浦 充徳 新ひだか 千代田牧場 506＋28 〃 クビ 149．6�
45 ルンルンキャット 牝5黒鹿55 �島 良太�髙昭牧場 高柳 大輔 浦河 高昭牧場 448－ 61：14．11� 37．9
11 ミラクルチューン 牝5黒鹿55 国分 優作ロイヤルパーク 大根田裕之 新ひだか 武 牧場 482－ 2 〃 ハナ 12．2�
33 サーストンネイジュ 牝5芦 55 和田 翼玉置 潔氏 橋田 満 新ひだか 三石川上牧場 482± 01：14．31� 49．6�
814 メイショウゼッケイ 牝5栗 55 幸 英明松本 好雄氏 梅田 智之 浦河 岡部牧場 422＋ 61：14．72� 25．4�
813� メイショウウグイス 牝5鹿 55 松若 風馬松本 好雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 472± 01：14．91� 87．0�
711 フ ィ ニ ア ル 牝4栗 55 酒井 学水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 448－ 41：15．11� 172．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 36，432，500円 複勝： 46，599，900円 枠連： 12，137，800円
馬連： 73，972，700円 馬単： 26，156，400円 ワイド： 59，006，700円
3連複： 101，853，200円 3連単： 109，843，300円 計： 466，002，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 160円 � 640円 � 520円 枠 連（5－6） 2，070円

馬 連 �� 4，840円 馬 単 �� 7，120円

ワ イ ド �� 1，530円 �� 1，200円 �� 4，010円

3 連 複 ��� 18，250円 3 連 単 ��� 80，680円

票 数

単勝票数 計 364325 的中 � 86874（1番人気）
複勝票数 計 465999 的中 � 101273（1番人気）� 15546（9番人気）� 19595（8番人気）
枠連票数 計 121378 的中 （5－6） 4532（10番人気）
馬連票数 計 739727 的中 �� 11838（15番人気）
馬単票数 計 261564 的中 �� 2754（25番人気）
ワイド票数 計 590067 的中 �� 9966（16番人気）�� 12911（11番人気）�� 3694（42番人気）
3連複票数 計1018532 的中 ��� 4184（63番人気）
3連単票数 計1098433 的中 ��� 987（257番人気）

ハロンタイム 12．4―11．6―12．0―12．3―11．9―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―24．0―36．0―48．3―1：00．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドモアナ �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2019．3．24 阪神1着

2016．2．17生 牝5栗 母 ワ イ オ ラ 母母 Rubies From Burma 15戦2勝 賞金 16，700，000円
※ルンルンキャット号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

04092 3月7日 晴 稍重 （3阪神1） 第8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）

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

33 トゥルブレンシア 牡4栗 57 武 豊岡田 牧雄氏 藤沢 則雄 浦河 山下 恭茂 466± 01：53．7 3．5�
89 ナムラゴロフキン 牡4鹿 57 和田 竜二奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 浦河 王蔵牧場 490＋ 21：54．23 6．6�
88 ヒミノブルー 牡5青鹿57 幸 英明佐々木八郎氏 寺島 良 平取 原田 新治 536－ 41：54．51� 2．6�
77 スズカキング 牡4鹿 57 福永 祐一永井 啓弍氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 460－ 41：54．81� 5．7�
55 トモジャチャーリー 牡5鹿 57 国分 優作吉冨 学氏 大根田裕之 新ひだか 三石川上牧場 506－ 4 〃 ハナ 47．7�
66 イーベンホルツ 牡4青鹿57 北村 友一 �社台レースホース村山 明 千歳 社台ファーム B488＋ 21：55．01� 19．5	
11 ダノンフォーチュン 牡6鹿 57 松山 弘平
ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 526＋ 81：56．59 5．4�
44 クラウンクラシック 牡6芦 57 柴山 雄一矢野 恭裕氏 菊川 正達 日高 クラウン日高牧場 B484－ 61：57．45 130．7�
22 � メイショウイヤサカ 牝5鹿 55

54 ☆富田 暁松本 和子氏 藤沢 則雄 様似 中脇 一幸 442－ 21：57．61 149．3
（9頭）

売 得 金
単勝： 41，195，200円 複勝： 40，127，900円 枠連： 10，736，800円
馬連： 63，839，100円 馬単： 29，737，800円 ワイド： 43，552，700円
3連複： 82，692，100円 3連単： 150，029，500円 計： 461，911，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 130円 � 160円 � 110円 枠 連（3－8） 360円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 1，630円

ワ イ ド �� 340円 �� 190円 �� 240円

3 連 複 ��� 640円 3 連 単 ��� 4，020円

票 数

単勝票数 計 411952 的中 � 92831（2番人気）
複勝票数 計 401279 的中 � 76632（2番人気）� 47234（4番人気）� 119653（1番人気）
枠連票数 計 107368 的中 （3－8） 22740（1番人気）
馬連票数 計 638391 的中 �� 48443（7番人気）
馬単票数 計 297378 的中 �� 13621（5番人気）
ワイド票数 計 435527 的中 �� 28275（6番人気）�� 65452（1番人気）�� 46082（2番人気）
3連複票数 計 826921 的中 ��� 96034（1番人気）
3連単票数 計1500295 的中 ��� 27014（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．3―37．6―50．5―1：03．4―1：16．2―1：29．0―1：41．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トゥルブレンシア �
�
父 フ リ オ ー ソ �

�
母父 アドマイヤジャパン デビュー 2020．2．8 京都2着

2017．3．8生 牡4栗 母 エルシェロアスール 母母 フォレストキティ 9戦2勝 賞金 23，100，000円



04093 3月7日 曇 良 （3阪神1） 第8日 第9競走 ��
��1，800�ア ル メ リ ア 賞

発走14時25分 （芝・右・外）
3歳，1勝クラス；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 182，000円 52，000円 26，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．4
1：43．9

良
良

77 オ ヌ ー ル 牝3黒鹿54 武 豊 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム 412－ 61：49．8 1．9�
66 ジャスティンカフェ 牡3鹿 56 北村 友一三木 正浩氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 486＋ 41：49．9� 3．6�
44 ギャラントウォリア 牡3青鹿56 池添 謙一 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 494± 0 〃 クビ 12．6�
55 ロックオンエイム 牝3黒鹿54 古川 吉洋 �京都ホースレーシング 奥村 武 新ひだか 飛野牧場 448－ 41：50．11� 38．2�
11 ダノンジェネラル 牡3黒鹿56 岩田 望来�ダノックス 中内田充正 安平 ノーザンファーム 490－ 21：50．2� 5．0	
22 グルーヴビート 牡3鹿 56 松山 弘平 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 460± 0 〃 クビ 6．5

33 コートダルジャン 牝3鹿 54 幸 英明 �キャロットファーム 牧田 和弥 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462－141：50．41� 62．3�
（7頭）

売 得 金
単勝： 71，878，600円 複勝： 46，573，100円 枠連： 発売なし
馬連： 87，391，200円 馬単： 52，169，900円 ワイド： 52，175，700円
3連複： 96，553，700円 3連単： 286，870，600円 計： 693，612，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 130円 � 170円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 530円

ワ イ ド �� 200円 �� 350円 �� 410円

3 連 複 ��� 960円 3 連 単 ��� 2，990円

票 数

単勝票数 計 718786 的中 � 289408（1番人気）
複勝票数 計 465731 的中 � 162149（1番人気）� 89156（3番人気）
馬連票数 計 873912 的中 �� 177422（1番人気）
馬単票数 計 521699 的中 �� 73653（1番人気）
ワイド票数 計 521757 的中 �� 75887（2番人気）�� 35342（6番人気）�� 29263（8番人気）
3連複票数 計 965537 的中 ��� 74964（4番人気）
3連単票数 計2868706 的中 ��� 69484（7番人気）

ハロンタイム 12．8―12．0―13．1―13．5―12．9―12．4―10．9―10．6―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．8―37．9―51．4―1：04．3―1：16．7―1：27．6―1：38．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．5―3F33．1
3 5，4（2，7）（1，6）3 4 5，4（2，7）（1，6）3

勝馬の
紹 介

オ ヌ ー ル �

父 ディープインパクト �


母父 Le Havre デビュー 2020．11．8 阪神1着

2018．5．10生 牝3黒鹿 母 アヴニールセルタン 母母 Puggy 2戦2勝 賞金 17，282，000円

04094 3月7日 曇 良 （3阪神1） 第8日 第10競走 ��
��1，600�うずしおステークス

発走15時00分 （芝・右・外）
牝，4歳以上，3勝クラス；負担重量は，55�

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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．9
1：30．3

良
良

69 ソシアルクラブ 牝6栗 55 松山 弘平 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B492＋101：33．1 4．2�
57 ジュランビル 牝5黒鹿55 松若 風馬村上 稔氏 寺島 良 新冠 松浦牧場 466－ 21：33．31� 20．5�
22 メサルティム 牝6鹿 55 池添 謙一 �キャロットファーム 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 464－ 2 〃 クビ 13．1�
44 イズジョーノキセキ 牝4鹿 55 福永 祐一泉 一郎氏 石坂 公一 新ひだか 沖田 哲夫 452＋ 2 〃 アタマ 2．3�
11 ボンオムトゥック 牝4芦 55 和田 竜二窪田 芳郎氏 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 460－ 2 〃 アタマ 14．0�
33 ネ リ ッ サ 牝5鹿 55 酒井 学木村 廣太氏 勢司 和浩 浦河 大島牧場 450－ 41：33．51 59．3	
711 ノーブルカリナン 牝6黒鹿55 岩田 望来 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム 456－121：33．6クビ 24．5

56 ムーンチャイム 牝6栗 55 富田 暁ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 462± 0 〃 クビ 11．9�
813 アクアミラビリス 牝5鹿 55 団野 大成 �社台レースホース吉村 圭司 千歳 社台ファーム 420－101：33．7	 8．1�
45 ダ ン サ ー ル 牝6黒鹿55 武 豊G1レーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 520＋ 21：33．8
 25．1�
68 シトラスノート 牝5鹿 55 幸 英明吉田 勝己氏 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム 456＋ 21：33．9
 26．7�
812 メイショウラビエ 牝6鹿 55 国分 優作松本 好雄氏 池添 兼雄 新ひだか 三石川上牧場 490± 01：34．11� 184．9�
710 ハッシュゴーゴー 牝5鹿 55 北村 友一吉田 千津氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 458＋ 21：34．41
 24．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 59，631，900円 複勝： 88，158，100円 枠連： 25，905，100円
馬連： 155，490，600円 馬単： 58，386，600円 ワイド： 105，597，300円
3連複： 243，019，200円 3連単： 279，254，800円 計： 1，015，443，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 190円 � 520円 � 400円 枠 連（5－6） 1，480円

馬 連 �� 4，830円 馬 単 �� 8，470円

ワ イ ド �� 1，430円 �� 1，300円 �� 3，630円

3 連 複 ��� 18，800円 3 連 単 ��� 90，660円

票 数

単勝票数 計 596319 的中 � 112314（2番人気）
複勝票数 計 881581 的中 � 149555（2番人気）� 38068（9番人気）� 52575（6番人気）
枠連票数 計 259051 的中 （5－6） 13490（6番人気）
馬連票数 計1554906 的中 �� 24934（19番人気）
馬単票数 計 583866 的中 �� 5170（30番人気）
ワイド票数 計1055973 的中 �� 19137（17番人気）�� 21176（14番人気）�� 7331（42番人気）
3連複票数 計2430192 的中 ��� 9694（71番人気）
3連単票数 計2792548 的中 ��� 2233（301番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―11．8―11．8―11．6―11．0―10．9―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．2―36．0―47．8―59．4―1：10．4―1：21．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．3―3F33．7
3 2（7，9）（1，10）（4，8）（3，6，11）（5，13）12 4 ・（2，7，9）（1，4，8，10）（3，6，11）13，5，12

勝馬の
紹 介

ソシアルクラブ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2017．10．9 京都1着

2015．1．26生 牝6栗 母 ブエナビスタ 母母 ビ ワ ハ イ ジ 19戦4勝 賞金 78，890，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※メイショウラビエ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

１レース目



04095 3月7日 曇 良 （3阪神1） 第8日 第11競走 ��
��1，800�

おおさかじょう

大阪城ステークス（Ｌ）
発走15時35分 （芝・右・外）
4歳以上，2．3．7以降3．2．28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 26，000，000円 10，000，000円 6，500，000円 3，900，000円 2，600，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．4
1：43．9

良
良

48 ヒンドゥタイムズ 牡5鹿 56 福永 祐一 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 478＋ 81：46．1 2．7�
11 アーデントリー 牡5鹿 54 川島 信二巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 456＋ 61：46．21 70．2�
35 マイネルフラップ 牡5黒鹿54 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 新冠 ビッグレッドファーム 484－ 81：46．3クビ 82．9�
59 ロードマイウェイ 牡5鹿 57 岩田 望来 �ロードホースクラブ 杉山 晴紀 新ひだか ケイアイファーム 476± 0 〃 クビ 24．9�
714 マイラプソディ 牡4青鹿56 武 豊�キーファーズ 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 504－ 6 〃 アタマ 10．7	
612 インビジブルレイズ 牡7鹿 56 幸 英明 �シルクレーシング 吉村 圭司 浦河 アイオイファーム 476＋ 61：46．61� 40．4

816 テーオービクトリー 牝7鹿 52 太宰 啓介小笹 公也氏 岡田 稲男 日高 ヤナガワ牧場 482－ 21：46．7� 35．4�
23 アバルラータ 牝7鹿 52 富田 暁安原 浩司氏 	島 一歩 新ひだか 岡田牧場 460＋ 4 〃 クビ 53．5�
36 レッドジェニアル 牡5黒鹿57 酒井 学 �東京ホースレーシング 高橋 義忠 千歳 社台ファーム 494＋10 〃 ハナ 7．8
611 アフリカンゴールド 
6栗 55 藤井勘一郎ゴドルフィン 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476＋ 61：46．9� 25．1�
510� レイホーロマンス 牝8鹿 51 松若 風馬永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 424＋ 2 〃 クビ 21．5�
12 エアウィンザー 
7黒鹿56 北村 友一 �ラッキーフィールド新谷 功一 千歳 社台ファーム B508－ 61：47．11� 23．0�
24 � スズカディープ 
9青鹿51 和田 翼永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 B428－ 21：47．31� 224．3�
815 ブレステイキング 牡6鹿 55 松山 弘平 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B492－101：47．4� 12．9�
713 マンオブスピリット 牡4鹿 55 団野 大成ホシノレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム B488－ 81：47．5� 15．6�
47 サトノフェイバー 牡6黒鹿57 古川 吉洋 �サトミホースカンパニー 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム B510± 01：48．45 3．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 109，296，600円 複勝： 159，501，200円 枠連： 81，976，200円
馬連： 388，556，200円 馬単： 130，748，400円 ワイド： 254，186，800円
3連複： 720，793，700円 3連単： 810，011，500円 計： 2，655，070，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 150円 � 1，390円 � 1，430円 枠 連（1－4） 1，680円

馬 連 �� 8，520円 馬 単 �� 11，840円

ワ イ ド �� 2，890円 �� 3，380円 �� 28，140円

3 連 複 ��� 108，920円 3 連 単 ��� 427，710円

票 数

単勝票数 計1092966 的中 � 315080（1番人気）
複勝票数 計1595012 的中 � 419561（1番人気）� 22874（14番人気）� 22316（15番人気）
枠連票数 計 819762 的中 （1－4） 37679（7番人気）
馬連票数 計3885562 的中 �� 35311（29番人気）
馬単票数 計1307484 的中 �� 8278（39番人気）
ワイド票数 計2541868 的中 �� 22926（32番人気）�� 19519（39番人気）�� 2298（109番人気）
3連複票数 計7207937 的中 ��� 4963（238番人気）
3連単票数 計8100115 的中 ��� 1373（1063番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―11．7―12．1―12．3―11．9―11．3―11．0―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．0―35．7―47．8―1：00．1―1：12．0―1：23．3―1：34．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．1
3 ・（2，7）11（5，15）14（1，8，16）9（4，12）6（3，10）13 4 ・（2，7）（5，11）15（1，14）（8，16）9（4，12）（3，6，13）10

勝馬の
紹 介

ヒンドゥタイムズ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2018．12．2 阪神1着

2016．4．4生 牡5鹿 母 マハーバーラタ 母母 マ ハ ー ブ 13戦5勝 賞金 124，937，000円
〔発走状況〕 マンオブスピリット号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔調教再審査〕 マンオブスピリット号は，発走調教再審査。

04096 3月7日 曇 稍重 （3阪神1） 第8日 第12競走 ��1，200�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
1：08．8
1：08．5

重
重

48 � ピ ア シ ッ ク 牡5鹿 57 武 豊�キーファーズ 森 秀行 米
McMahon of
Saratoga Thor-
oughbreds, LLC

500＋ 21：11．8 3．2�
816 ジ オ ラ マ 牡8栗 57 福永 祐一�G1レーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 534－ 21：12．01� 24．8�
510 ショウゲッコウ 牝4鹿 55 中井 裕二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 杉山 佳明 浦河 ヒダカフアーム 468－ 21：12．1クビ 17．1�
24 パ ド カ ト ル 牡5鹿 57 岩田 望来今村 明浩氏 野中 賢二 新ひだか 山際牧場 478－ 21：12．21 7．4�
815 メイショウヒバリ 牝4栗 55

52 ▲角田 大和松本 好雄氏 本田 優 浦河 村下 明博 450－141：12．4� 53．8�
59 	 レ ヴ ァ ン テ 牡6栗 57 松山 弘平寺田 寿男氏 萩原 清 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490－ 8 〃 クビ 19．6	
47 エンプティチェア 牡4鹿 57 和田 竜二江馬 由将氏 音無 秀孝 浦河 帰山 清貴 B476－ 8 〃 クビ 9．2

612 ゴールデンチョイス 牡5青鹿57 酒井 学田島榮二郎氏 武藤 善則 新ひだか 元茂牧場 B472± 01：12．71� 191．4�
23 � プリモダルク 牝4鹿 55 北村 友一�グランド牧場 藤原 英昭 米 Estate of Wil-

liam L. Currin 454＋ 81：12．8クビ 7．7
12 	 スズカユース 牝5栗 55 長岡 禎仁永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか グランド牧場 B448± 0 〃 
 91．1�
713 オーシャンズ 牝4鹿 55

54 ☆団野 大成 �カナヤマホール
ディングス 岡田 稲男 浦河 金成吉田牧場 494＋ 21：13．32
 73．4�

611 テンテキセンセキ 牡4黒鹿57 幸 英明岡田 牧雄氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 472－ 6 〃 アタマ 3．4�
714 メイショウソウビ �7鹿 57 古川 吉洋松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 482± 01：13．4
 156．0�
36 ラブリーハッチ 牝4栗 55 川須 栄彦濵田 吉通氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 470－ 61：13．61� 81．0�
35 	 ルールダーマ 牡6栗 57

54 ▲小沢 大仁儀賀 好子氏 北出 成人 新ひだか 斉藤スタッド 472－ 41：14．23
 158．5�
11 ファイヤーテーラー 牝4栗 55 松若 風馬中西 浩一氏 河内 洋 日高 浜本牧場 480－ 61：14．3
 17．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 71，353，900円 複勝： 89，062，900円 枠連： 38，381，700円
馬連： 176，838，500円 馬単： 58，844，600円 ワイド： 126，299，200円
3連複： 271，510，600円 3連単： 293，849，100円 計： 1，126，140，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 170円 � 430円 � 320円 枠 連（4－8） 1，880円

馬 連 �� 3，440円 馬 単 �� 5，300円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 650円 �� 3，510円

3 連 複 ��� 10，130円 3 連 単 ��� 38，980円

票 数

単勝票数 計 713539 的中 � 174919（1番人気）
複勝票数 計 890629 的中 � 177524（1番人気）� 45336（9番人気）� 64770（6番人気）
枠連票数 計 383817 的中 （4－8） 15815（8番人気）
馬連票数 計1768385 的中 �� 39746（13番人気）
馬単票数 計 588446 的中 �� 8312（19番人気）
ワイド票数 計1262992 的中 �� 31385（11番人気）�� 51984（5番人気）�� 8788（35番人気）
3連複票数 計2715106 的中 ��� 20085（35番人気）
3連単票数 計2938491 的中 ��� 5465（124番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．5―11．9―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．3―34．8―46．7―59．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．5―3F37．0
3 ・（3，6）15（2，11，12）1，4－9，7，16，14（5，8）（10，13） 4 ・（3，6）15（11，12）2－（1，4）－9（7，16）14，8，5（10，13）

勝馬の
紹 介

�ピ ア シ ッ ク �
�
父 Central Banker �

�
母父 Alphabet Soup デビュー 2018．9．2 小倉16着

2016．4．24生 牡5鹿 母 Our Miss Jones 母母 Charity Country 16戦3勝 賞金 44，610，000円
〔制裁〕 パドカトル号の騎手岩田望来は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：12番）
※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 コスモビスティー号

４レース目



（3阪神1）第8日 3月7日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 148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

214，680，000円
3，020，000円
23，850，000円
1，190，000円
24，410，000円
62，539，000円
4，070，000円
1，420，800円

勝馬投票券売得金
612，236，200円
808，208，700円
223，762，400円
1，305，034，800円
520，049，800円
932，129，500円
2，021，326，200円
2，593，552，500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 9，016，300，100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8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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