
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

09001 3月27日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （3阪神2） 第1日 第1競走 ��2，970�障害4歳以上未勝利

発走10時00分 （芝・ダート）

負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，900，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 790，000円� コースレコード3：15．7良・良

33 � ジ ゲ ン 牡4鹿 59 森 一馬林 正道氏 浅見 秀一 米 Diamond A
Racing Corp. 460＋ 63：19．2 3．6�

55 � モズエロイコ 牡5鹿 60 平沢 健治 �キャピタル・システム 矢作 芳人 米 Don Alberto
Corporation 492＋ 8 〃 クビ 3．3�

44 � ペ ガ ー ズ 牡7鹿 60 白浜 雄造 �カナヤマホール
ディングス 中尾 秀正 新冠 ヒカル牧場 510－ 23：19．83� 4．0�

56 トキノハヤテ 牡4鹿 59 蓑島 靖典田畑 富子氏 南田美知雄 浦河 秋場牧場 502－123：21．28 21．8�
11 ビーオールアイズ 	4黒鹿59 植野 貴也吉田 照哉氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 456＋ 6 〃 クビ 4．4�
68 � コトブキアゲート 牡5栗 60 草野 太郎尾上 松壽氏 田島 俊明 森 笹川大晃牧場 472－ 23：22．37 34．7	
811 ヨ シ オ 牡8鹿 60 熊沢 重文岩見 裕輔氏 森 秀行 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 494＋ 23：22．4� 12．3

22 � ビッグスコール 牡5鹿 60 五十嵐雄祐木村 廣太氏 天間 昭一 新ひだか 桜井牧場 558－123：22．61 151．6�
67 マグニフィクス 	4栗 59 黒岩 悠 �社台レースホース茶木 太樹 千歳 社台ファーム 480＋ 23：24．4大差 55．2
710� ブックウエスト 牝4鹿 57 田村 太雅西本 資史氏 杉山 佳明 新冠 佐藤 静子 428－ 63：24．5� 183．3�
812� ウイングエンペラー 牡8栗 60 三津谷隼人池田 實氏 服部 利之 新冠 村上 欽哉 484－ 23：24．71� 177．4�
79 � シゲルアメジスト 牡5鹿 60 上野 翔森中 蕃氏 石毛 善彦 浦河 王蔵牧場 492－ 43：26．29 51．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 16，411，400円 複勝： 21，623，300円 枠連： 5，755，600円
馬連： 28，899，800円 馬単： 15，306，400円 ワイド： 21，788，000円
3連複： 49，081，800円 3連単： 61，976，900円 計： 220，843，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 130円 � 110円 � 120円 枠 連（3－5） 590円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 1，170円

ワ イ ド �� 250円 �� 260円 �� 260円

3 連 複 ��� 610円 3 連 単 ��� 3，010円

票 数

単勝票数 計 164114 的中 � 35688（2番人気）
複勝票数 計 216233 的中 � 41972（3番人気）� 52839（1番人気）� 42701（2番人気）
枠連票数 計 57556 的中 （3－5） 7489（1番人気）
馬連票数 計 288998 的中 �� 35254（1番人気）
馬単票数 計 153064 的中 �� 9767（1番人気）
ワイド票数 計 217880 的中 �� 22594（1番人気）�� 20986（3番人気）�� 21263（2番人気）
3連複票数 計 490818 的中 ��� 60065（1番人気）
3連単票数 計 619769 的中 ��� 14906（3番人気）
上り 1マイル 1：46．7 4F 52．7－3F 39．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
5－3－（6，4）（12，11）－9，2，1－（10，8）－7
5－3＝4－6－11（12，1）－2，8，9－10＝7

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

勝馬の
紹 介

�ジ ゲ ン �
�
父 Into Mischief �

�
母父 Dixie Union デビュー 2019．10．20 京都8着

2017．3．20生 牡4鹿 母 Under Wraps 母母 Unacloud 障害：4戦1勝 賞金 11，890，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔制裁〕 ブックウエスト号の騎手田村太雅は，5号障害を外側に斜飛したことについて過怠金10，000円。（被害馬：8番）

09002 3月27日 晴 良 （3阪神2） 第1日 第2競走 ��1，600�3歳未勝利
発走10時35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

714 リッケンバッカー 牡3鹿 56 C．ルメール 安原 浩司氏 西村 真幸 新ひだか 岡田牧場 466＋ 41：34．5 1．5�
611 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± 01：34．6� 6．5�
48 メイショウサイウン 牝3鹿 54 高倉 稜松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 436＋ 21：35．45 29．1�
713 オーマイリーベ 牝3鹿 54 和田 翼薪浦 亨氏 石橋 守 新冠 松浦牧場 462－ 21：35．51 266．3�
816 ダノンターキッシュ 牡3鹿 56 岩田 康誠�ダノックス 寺島 良 日高 下河辺牧場 456－ 61：35．6� 9．7�
510 エルファシル 牡3青鹿56 団野 大成山口 裕介氏 吉岡 辰弥 新ひだか タイヘイ牧場 464＋ 2 〃 アタマ 11．5	
35 オールマイフレンズ 牝3青鹿54 川島 信二松田 整二氏 新谷 功一 浦河 富塚ファーム 434 ―1：35．7クビ 115．3

817 ファンタジーライツ �3鹿 56 福永 祐一 �社台レースホース四位 洋文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 510－ 4 〃 ハナ 8．4�
815 グランキティ 牝3鹿 54 加藤 祥太間宮 秀直氏 新谷 功一 新ひだか 今 牧場 406＋ 21：35．91� 245．2
36 マ ラ ッ カ 牝3鹿 54

51 ▲西谷 凜福田 光博氏 上村 洋行 千歳 社台ファーム 428± 0 〃 クビ 150．9�
11 ルーチェビアンカ 牝3鹿 54 国分 恭介 �グリーンファーム今野 貞一 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 434－ 41：36．0� 172．8�
47 ゴールドジャーニー 牝3鹿 54 川又 賢治吉田 和美氏 平田 修 安平 ノーザンファーム B456＋101：36．21� 38．4�
24 ヤマニンミレニアム 牡3黒鹿 56

53 ▲松本 大輝土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 454± 01：36．41 385．9�
23 レリキアアスール 牝3黒鹿54 川須 栄彦�アスール 鈴木 孝志 新ひだか 石川 栄一 458＋ 61：36．61� 233．0�
612 ドーターオブナイル 牝3栗 54 岡田 祥嗣 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム 414± 01：36．81� 160．2�
12 クリストバウム 牡3黒鹿56 池添 謙一�G1レーシング 渡辺 薫彦 千歳 社台ファーム 442－ 61：36．9� 28．5�
59 エバースカーレット 牝3鹿 54 藤岡 佑介宇田 豊氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 474＋ 61：38．07 43．1�

（17頭）

売 得 金
単勝： 35，896，400円 複勝： 148，029，100円 枠連： 11，247，500円
馬連： 51，493，100円 馬単： 33，138，900円 ワイド： 45，718，900円
3連複： 76，109，500円 3連単： 120，166，300円 計： 521，799，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 160円 � 320円 枠 連（6－7） 430円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 610円

ワ イ ド �� 230円 �� 580円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 2，740円 3 連 単 ��� 5，550円

票 数

単勝票数 計 358964 的中 � 180866（1番人気）
複勝票数 計1480291 的中 � 1093064（1番人気）� 84944（2番人気）� 29669（6番人気）
枠連票数 計 112475 的中 （6－7） 19863（2番人気）
馬連票数 計 514931 的中 �� 87119（1番人気）
馬単票数 計 331389 的中 �� 40448（1番人気）
ワイド票数 計 457189 的中 �� 60649（1番人気）�� 18721（5番人気）�� 8718（15番人気）
3連複票数 計 761095 的中 ��� 20776（8番人気）
3連単票数 計1201663 的中 ��� 15673（13番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．7―36．4―49．2―1：01．1―1：12．3―1：22．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．3―3F33．4
3 1（5，10）（3，12）7（8，14）（2，6）（4，15）11（13，17）－16－9 4 14（1，5，10）（8，12）（3，7，11）（6，15）4，2（13，17）－16－9

勝馬の
紹 介

リッケンバッカー �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 City Zip デビュー 2020．6．6 阪神4着

2018．4．7生 牡3鹿 母 シティウェルズ 母母 Meteor Wells 6戦1勝 賞金 10，970，000円

第２回 阪神競馬 第１日



09003 3月27日 晴 良 （3阪神2） 第1日 第3競走 1，200�3歳未勝利
発走11時05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

47 クローズネスト 牝3芦 54 福永 祐一飯田 正剛氏 安田 翔伍 新ひだか 千代田牧場 434＋ 21：13．6 1．9�
36 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 456－ 41：13．81� 9．1�
510 アラタマリスト 牝3栗 54 藤井勘一郎荒木 謙次氏 浜田多実雄 日高 槇本牧場 438＋ 21：14．65 185．3�
612 メイショウミズモ 牝3黒鹿54 池添 謙一松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 岡部牧場 426 ― 〃 クビ 7．8�
611 センショウライツ 牝3栗 54 C．ルメール 川勝 裕之氏 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 468± 01：14．81� 9．6�
816 メルティング 牝3鹿 54 団野 大成安原 浩司氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 416＋ 41：14．9� 6．3�
713 ジュンコーハク 牝3鹿 54 川島 信二八木 光博氏 川村 禎彦 新冠 アラキフアーム 468－ 61：15．11� 16．3	
23 テーオーディエス 牝3鹿 54 川須 栄彦小笹 公也氏 宮 徹 浦河 チェスナット

ファーム 438＋ 6 〃 クビ 19．0

12 クリノプリンシス 牝3黒鹿54 和田 翼栗本 博晴氏 橋田 満 日高 日西牧場 416 ―1：15．31� 317．3�
59 カ シ ェ ル 牝3鹿 54 岩田 康誠�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 平山牧場 456＋ 21：15．51� 14．7
35 オマツリサンバ 牝3鹿 54 古川 吉洋上山 牧氏 高橋 康之 浦河 高昭牧場 426－14 〃 アタマ 55．0�
815 カレンピルエット 牝3栗 54

51 ▲松本 大輝鈴木 隆司氏 安田 翔伍 日高 高柳 隆男 428 ―1：15．7� 158．4�
714 アンドロイド 牝3鹿 54 浜中 俊髙嶋 祐子氏 寺島 良 浦河 有限会社

吉田ファーム 416＋ 2 〃 クビ 84．5�
24 セゾンデフルール 牝3鹿 54 川又 賢治名古屋友豊� 宮本 博 日高 白井牧場 438－ 2 〃 クビ 401．3�
48 ネ ッ ダ 牝3鹿 54 高倉 稜門野 重雄氏 田中 克典 新ひだか フジワラフアーム 422 ―1：16．76 137．8�
11 シ ュ ピ カ 牝3栗 54 竹之下智昭平山 靖氏 千田 輝彦 新冠 協和牧場 468 ―1：18．9大差 251．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，918，100円 複勝： 54，146，800円 枠連： 9，112，600円
馬連： 49，097，100円 馬単： 23，292，100円 ワイド： 42，436，900円
3連複： 73，502，800円 3連単： 85，205，500円 計： 370，711，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 210円 � 2，010円 枠 連（3－4） 650円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，050円

ワ イ ド �� 300円 �� 3，650円 �� 7，340円

3 連 複 ��� 18，780円 3 連 単 ��� 50，260円

票 数

単勝票数 計 339181 的中 � 139057（1番人気）
複勝票数 計 541468 的中 � 214534（1番人気）� 53599（3番人気）� 3725（12番人気）
枠連票数 計 91126 的中 （3－4） 10786（3番人気）
馬連票数 計 490971 的中 �� 50334（2番人気）
馬単票数 計 232921 的中 �� 16542（1番人気）
ワイド票数 計 424369 的中 �� 42739（1番人気）�� 2728（35番人気）�� 1343（46番人気）
3連複票数 計 735028 的中 ��� 2935（56番人気）
3連単票数 計 852055 的中 ��� 1229（157番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―12．3―12．5―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―24．1―36．4―48．9―1：01．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クローズネスト �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2020．12．12 阪神3着

2018．5．17生 牝3芦 母 ロイヤルペルラ 母母 スターマイライフ 5戦1勝 賞金 10，010，000円
〔発走状況〕 シュピカ号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シュピカ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年4月27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。
（非当選馬） 1頭 タツリュウオー号
（非抽選馬） 1頭 ゴールドフィンガー号

09004 3月27日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （3阪神2） 第1日 第4競走 ��3，110�障害4歳以上オープン

発走11時35分 （芝・ダート）
負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金400万円超過馬は超過額300
万円毎1�増
本 賞 13，500，000円 5，400，000円 3，400，000円 2，000，000円 1，350，000円� コースレコード3：25．0良・良

44 マイネルオフィール 牡9鹿 60 白浜 雄造 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 飯田 雄三 安平 ノーザンファーム 524＋123：30．2 5．1�

67 ホッコーメヴィウス �5鹿 60 黒岩 悠北幸商事� 清水 久詞 浦河 高昭牧場 464＋103：30．62� 17．4�
22 メイショウウチデ 牡5鹿 60 小坂 忠士松本 和子氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 458± 03：31．34 10．9�
11 ナムラミラクル 牡8芦 60 平沢 健治奈村 信重氏 杉山 晴紀 日高 ナカノファーム 492＋ 63：31．4クビ 8．4�
79 プリカジュール 牝5鹿 58 森 一馬�ノースヒルズ 寺島 良 新冠 株式会社

ノースヒルズ 520＋ 43：31．61 3．6�
810 ビルジキール 牡5黒鹿60 中村 将之玉井 宏和氏 安達 昭夫 新ひだか 和田牧場 502＋ 2 〃 アタマ 7．6	
33 アドマイヤアゼリ 牡7鹿 60 熊沢 重文近藤 旬子氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 470＋103：32．87 13．9

66 ナイトジュレップ 牡6栗 60 北沢 伸也 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 石坂 公一 新ひだか 岡田スタツド 500＋ 43：33．54 107．3�
78 コ ー ン ス ス 牡6鹿 60 植野 貴也加藤 誠氏 森田 直行 日高 沖田牧場 532＋123：33．71� 30．8�
55 モ サ 牡5鹿 60 西谷 誠岡 浩二氏 角田 晃一 新冠 有限会社 大

作ステーブル 512＋203：34．33� 5．0
811 テイエムグッドマン 牡7鹿 60 高田 潤竹園 正繼氏 武 英智 新ひだか 本桐牧場 B498± 03：37．8大差 13．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 18，678，900円 複勝： 26，977，800円 枠連： 7，029，400円
馬連： 34，029，800円 馬単： 16，568，200円 ワイド： 27，166，000円
3連複： 57，708，800円 3連単： 67，490，600円 計： 255，649，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 170円 � 570円 � 290円 枠 連（4－6） 3，000円

馬 連 �� 4，690円 馬 単 �� 7，810円

ワ イ ド �� 1，420円 �� 910円 �� 2，300円

3 連 複 ��� 11，740円 3 連 単 ��� 54，670円

票 数

単勝票数 計 186789 的中 � 29028（3番人気）
複勝票数 計 269778 的中 � 50698（1番人気）� 9991（9番人気）� 23335（6番人気）
枠連票数 計 70294 的中 （4－6） 1812（14番人気）
馬連票数 計 340298 的中 �� 5614（24番人気）
馬単票数 計 165682 的中 �� 1591（41番人気）
ワイド票数 計 271660 的中 �� 4904（24番人気）�� 7885（10番人気）�� 2965（31番人気）
3連複票数 計 577088 的中 ��� 3686（55番人気）
3連単票数 計 674906 的中 ��� 895（241番人気）
上り 1マイル 1：47．2 4F 52．9－3F 40．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→→�→	」
�
�
7，11＝4，6－9－10（8，2）3，1－5
7＝4，1（11，9，10）－6－（2，3）－8－5

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マイネルオフィール �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2014．7．27 札幌2着

2012．4．17生 牡9鹿 母 ア ガ ル タ 母母 ブロードアピール 障害：7戦2勝 賞金 33，942，000円
〔制裁〕 プリカジュール号の騎手森一馬は，1周目3コーナーで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：4番・2番）

ナムラミラクル号の騎手平沢健治は，2周目3コーナーで内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：10番）
〔その他〕 テイエムグッドマン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 テイエムグッドマン号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年4月27日まで出走できない。



09005 3月27日 晴 良 （3阪神2） 第1日 第5競走 1，400�3歳未勝利
発走12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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

47 ラ ル フ 牡3栗 56 川島 信二�GET NEXT 荒川 義之 新冠 須崎牧場 488＋ 41：26．0 23．2�
48 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 468－ 21：26．32 3．0�
611 ビシャモンテン 牡3青 56 福永 祐一市川義美ホール

ディングス� 吉村 圭司 平取 坂東牧場 486－ 2 〃 ハナ 3．7�
35 スカイドゥエラー 牡3青鹿56 高倉 稜 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 杉山 晴紀 日高 広富牧場 B464－ 61：26．4クビ 12．8�
612 カスターニョ 牡3栗 56 川須 栄彦 �京都ホースレーシング 佐々木晶三 浦河 川越ファーム 478 ―1：26．5� 74．9�
510 ウォーターボンボン 牡3鹿 56 国分 恭介山岡 正人氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 458－ 81：26．6� 10．5	
12 ギ レ ル モ 牡3鹿 56 岡田 祥嗣吉田 勝己氏 畑端 省吾 安平 ノーザンファーム 496－ 21：26．7� 245．3

713 ワンダースキル 牡3鹿 56

53 ▲西谷 凜山本 能成氏 斉藤 崇史 新ひだか フクダファーム 438 ―1：26．8� 262．7�
59 ラ ウ デ ィ 牡3鹿 56 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± 01：27．01� 3．3�
11 ショウネンジダイ 牡3鹿 56 岩田 康誠原 �子氏 安田 翔伍 新冠 長浜牧場 464－ 41：27．21 34．6
816 サイモンギザ 牡3黒鹿56 古川 吉洋澤田 昭紀氏 上村 洋行 浦河 三嶋牧場 430－ 81：28．26 447．4�
815 メイショウシロガネ 牡3鹿 56

53 ▲小沢 大仁松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 多田 善弘 458± 01：28．31 78．5�
714 ビービージェニファ 牝3芦 54 和田 翼�坂東牧場 加用 正 浦河 絵笛牧場 446＋ 41：28．4クビ 475．3�
24 ハ ヤ ブ サ 牡3黒鹿56 浜中 俊寺田 寿男氏 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 510 ― 〃 クビ 15．6�
23 トーホウジョーカー 牡3鹿 56 国分 優作東豊物産� 石坂 公一 浦河 笠松牧場 482－ 21：28．5� 132．6�
36 ハ ヌ マ ー ン �3青鹿56 加藤 祥太小林 昌子氏 安田 隆行 新ひだか 矢野牧場 460－ 61：28．92 124．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 52，348，400円 複勝： 55，760，400円 枠連： 10，002，000円
馬連： 63，595，800円 馬単： 30，868，100円 ワイド： 51，758，800円
3連複： 90，608，000円 3連単： 107，433，400円 計： 462，374，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，320円 複 勝 � 440円 � 150円 � 180円 枠 連（4－4） 4，770円

馬 連 �� 4，680円 馬 単 �� 8，220円

ワ イ ド �� 1，560円 �� 1，110円 �� 380円

3 連 複 ��� 5，470円 3 連 単 ��� 55，080円

票 数

単勝票数 計 523484 的中 � 18020（7番人気）
複勝票数 計 557604 的中 � 24490（8番人気）� 113581（2番人気）� 83100（3番人気）
枠連票数 計 100020 的中 （4－4） 1623（13番人気）
馬連票数 計 635958 的中 �� 10515（17番人気）
馬単票数 計 308681 的中 �� 2816（32番人気）
ワイド票数 計 517588 的中 �� 7993（18番人気）�� 11412（15番人気）�� 38758（3番人気）
3連複票数 計 906080 的中 ��� 12408（16番人気）
3連単票数 計1074334 的中 ��� 1414（175番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．8―12．4―12．4―13．0―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．0―34．8―47．2―59．6―1：12．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラ ル フ �
�
父 アジアエクスプレス �

�
母父 ヴィクトワールピサ デビュー 2020．8．22 小倉8着

2018．3．17生 牡3栗 母 ロサモスカータ 母母 ローザロバータ 4戦1勝 賞金 5，870，000円
〔3走成績による出走制限〕 サイモンギザ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年5月27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。
（非当選馬） 2頭 サンライズアイガー号・スマートブリーズ号

09006 3月27日 晴 良 （3阪神2） 第1日 第6競走 1，800�3歳未勝利
発走12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
1：48．5
1：47．6

重
重

58 サ ル マ ン 牡3芦 56 川須 栄彦吉田 晴哉氏 中尾 秀正 安平 追分ファーム 494－141：55．9 7．8�
813 エイシンイルハーン 牡3鹿 56 藤井勘一郎平井 淑郎氏 大久保龍志 浦河 栄進牧場 470－ 41：56．22 19．1�
22 フランコイメル 牡3黒鹿56 藤岡 佑介ケーエスHD 武 英智 むかわ ヤマイチ牧場 512＋ 21：56．41� 6．1�
57 エルディアブロ 牡3黒鹿56 団野 大成 �社台レースホース佐々木晶三 千歳 社台ファーム 446＋ 6 〃 クビ 40．5�
814 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 514＋ 21：56．71� 5．6	
34 ゲストプリンシパル 牡3鹿 56 福永 祐一松村 真司氏 四位 洋文 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 504＋ 41：56．8� 3．4

11 サフランポケット 牡3鹿 56

53 ▲西谷 凜海原 聖一氏 谷 潔 浦河 林農場 462＋ 41：56．9クビ 49．5�
711 ジョウショーモード 牡3栗 56 国分 優作熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 五丸農場 488－ 41：57．32� 203．4�
610 インバシオン 牡3鹿 56 �島 良太田島 政光氏 �島 一歩 日高 モリナガファーム B482－ 61：57．41 270．6
46 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 466＋ 21：58．25 52．0�
33 セ イ カ リ ス 牡3黒鹿 56

53 ▲松本 大輝金田 成基氏 加用 正 伊達 高橋農場 464＋ 21：58．3クビ 171．3�
69 キングヴァンドーム 牡3芦 56 C．ルメール �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 520 ― 〃 クビ 2．8�
712 アヴェニルールー 牡3黒鹿 56

53 ▲小沢 大仁加藤 誠氏 中竹 和也 浦河 高昭牧場 478－ 61：58．72� 333．3�
45 ブラーブサージュ 牡3鹿 56 古川 吉洋岩﨑 僖澄氏 宮 徹 新冠 松木 加代 450－ 41：59．01� 387．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 38，165，200円 複勝： 41，189，300円 枠連： 10，077，800円
馬連： 49，836，100円 馬単： 22，263，100円 ワイド： 39，888，800円
3連複： 64，503，600円 3連単： 80，243，300円 計： 346，167，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 260円 � 390円 � 180円 枠 連（5－8） 880円

馬 連 �� 4，270円 馬 単 �� 7，620円

ワ イ ド �� 1，200円 �� 660円 �� 1，410円

3 連 複 ��� 7，970円 3 連 単 ��� 37，030円

票 数

単勝票数 計 381652 的中 � 38785（5番人気）
複勝票数 計 411893 的中 � 39699（5番人気）� 23584（6番人気）� 69168（3番人気）
枠連票数 計 100778 的中 （5－8） 8821（5番人気）
馬連票数 計 498361 的中 �� 9042（14番人気）
馬単票数 計 222631 的中 �� 2189（27番人気）
ワイド票数 計 398888 的中 �� 8422（14番人気）�� 16189（9番人気）�� 7100（17番人気）
3連複票数 計 645036 的中 ��� 6067（27番人気）
3連単票数 計 802433 的中 ��� 1571（119番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―13．2―12．2―13．1―13．7―13．3―13．0―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―37．3―49．5―1：02．6―1：16．3―1：29．6―1：42．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．3―3F39．6
1
3
5（1，14）（3，4，13）（8，12）6（9，10）（11，7）2
5，4（1，14，13）8（3，10）（12，2）（6，11）（9，7）

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

勝馬の
紹 介

サ ル マ ン �
�
父 フェノーメノ �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード デビュー 2020．6．6 阪神7着

2018．2．2生 牡3芦 母 リングジアラーム 母母 ターンバックジアラーム 5戦1勝 賞金 5，100，000円
〔3走成績による出走制限〕 セイカリス号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年5月27日まで平地競走に出走できない。
※ジョウショーモード号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



09007 3月27日 晴 良 （3阪神2） 第1日 第7競走 ��
��1，400�3歳1勝クラス

発走13時25分 （芝・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
1：19．2
1：19．0

良
良

33 ショウリュウレーヴ 牡3黒鹿56 団野 大成上田 芳枝氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 506＋ 61：20．6 1．7�
67 メイショウツワブキ 牝3栗 54 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 赤田牧場 482± 01：20．81� 54．1�
79 ウインミニヨン 牝3栗 54 藤岡 佑介�ウイン 長谷川浩大 新冠 コスモヴューファーム 404± 0 〃 アタマ 34．1�
78 ス ン リ 牝3鹿 54 福永 祐一白 日光氏 清水 久詞 新冠 石郷岡 五月 B466＋ 6 〃 アタマ 5．5�
55 グアドループ 牡3栗 56 C．ルメール 平井 裕氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 536－ 21：20．9� 4．7�
66 サ ト ノ ア イ 牝3青鹿54 川島 信二 �サトミホースカンパニー 須貝 尚介 浦河 三嶋牧場 420＋ 61：21．21	 8．0	
44 メイショウヒゾッコ 牝3鹿 54 国分 優作松本 好雄氏 石橋 守 浦河 太陽牧場 398＋ 21：21．73 62．5

22 ティフォーザ 牝3鹿 54 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム 410－ 21：22．44 26．7�
810
 リターンギフト 牝3青鹿 54

51 ▲小沢 大仁�辻牧場 長谷川浩大 浦河 辻 牧場 376± 01：22．82	 150．5
811 メイショウイチヒメ 牝3青鹿54 浜中 俊松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 426± 01：23．22	 102．8�
11 ライクマジック 牝3黒鹿54 池添 謙一下河辺隆行氏 上村 洋行 日高 下河辺牧場 414－141：24．15 25．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 44，023，700円 複勝： 81，253，700円 枠連： 7，962，400円
馬連： 55，195，100円 馬単： 32，120，500円 ワイド： 46，585，400円
3連複： 76，365，900円 3連単： 133，366，500円 計： 476，873，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 840円 � 450円 枠 連（3－6） 380円

馬 連 �� 4，070円 馬 単 �� 4，800円

ワ イ ド �� 1，490円 �� 800円 �� 11，160円

3 連 複 ��� 15，280円 3 連 単 ��� 59，130円

票 数

単勝票数 計 440237 的中 � 203249（1番人気）
複勝票数 計 812537 的中 � 430504（1番人気）� 11972（8番人気）� 24787（5番人気）
枠連票数 計 79624 的中 （3－6） 16053（1番人気）
馬連票数 計 551951 的中 �� 10495（11番人気）
馬単票数 計 321205 的中 �� 5014（17番人気）
ワイド票数 計 465854 的中 �� 8041（11番人気）�� 15674（8番人気）�� 1028（47番人気）
3連複票数 計 763659 的中 ��� 3748（39番人気）
3連単票数 計1333665 的中 ��� 1635（152番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―22．9―33．9―45．4―57．0―1：08．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショウリュウレーヴ �
�
父 ミッキーアイル �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．11．8 阪神4着

2018．2．22生 牡3黒鹿 母 ショウリュウムーン 母母 ムーンザドリーム 3戦2勝 賞金 13，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ライクマジック号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年4月27日まで平地競走

に出走できない。

09008 3月27日 晴 良 （3阪神2） 第1日 第8競走 1，800�4歳以上1勝クラス
発走13時55分 （ダート・右）

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

22 � フェブタイズ 牡5鹿 57 団野 大成釘田 義広氏 川村 禎彦 浦河 中村 雅明 508－121：53．5 24．5�
68 クリアショット 牡4芦 57 C．ルメール 今村 明浩氏 上村 洋行 日高 高山牧場 502＋ 21：54．45 2．6�
67 スマイルガール 牝4鹿 55 古川 吉洋首藤 徳氏 宮 徹 新冠 シンユウフアーム 434＋ 41：54．61� 19．1�
79 スマートウィザード 牡4栗 57 福永 祐一大川 徹氏 吉田 直弘 浦河 杵臼牧場 474＋12 〃 アタマ 7．8�
811� ブライトパス 牝6鹿 55 岩田 康誠 �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 480－ 61：54．92 4．1�
812� ワンダーアマルフィ 牡4鹿 57 国分 優作山本 能成氏 石橋 守 浦河 高昭牧場 496± 01：55．0クビ 5．3	
44 アンサンブル 牝4青鹿 55

52 ▲小沢 大仁 
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 B468－ 41：55．85 25．0�
11 ハニーエンパイア 牝5黒鹿55 川又 賢治松岡 隆雄氏 平田 修 平取 雅 牧場 B458－101：55．9クビ 60．4�
56 � ネルソンタッチ 牡5芦 57 高倉 稜谷掛 龍夫氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム B502＋161：56．0� 53．5
33 ラ デ ツ キ ー 牡5栗 57

54 ▲松本 大輝中辻 明氏 寺島 良 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 500－ 41：56．21� 7．8�

55 フ ィ ニ ア ル 牝4栗 55 川須 栄彦水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 446－ 21：56．4� 206．3�
710 メイショウアゴニカ 牝4鹿 55 熊沢 重文松本 好雄氏 河内 洋 浦河 赤田牧場 496＋ 41：58．9大差 75．4�
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売 得 金
単勝： 31，285，400円 複勝： 40，634，000円 枠連： 10，011，400円
馬連： 52，698，600円 馬単： 22，450，900円 ワイド： 41，066，100円
3連複： 73，985，500円 3連単： 92，863，500円 計： 364，995，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，450円 複 勝 � 410円 � 170円 � 440円 枠 連（2－6） 3，050円

馬 連 �� 3，410円 馬 単 �� 9，890円

ワ イ ド �� 1，280円 �� 3，510円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 19，020円 3 連 単 ��� 143，850円

票 数

単勝票数 計 312854 的中 � 10194（7番人気）
複勝票数 計 406340 的中 � 22660（7番人気）� 80992（2番人気）� 20678（8番人気）
枠連票数 計 100114 的中 （2－6） 2542（9番人気）
馬連票数 計 526986 的中 �� 11968（13番人気）
馬単票数 計 224509 的中 �� 1702（36番人気）
ワイド票数 計 410661 的中 �� 8317（16番人気）�� 2934（36番人気）�� 9540（15番人気）
3連複票数 計 739855 的中 ��� 2916（62番人気）
3連単票数 計 928635 的中 ��� 468（402番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―13．3―12．3―12．4―12．5―12．8―12．7―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．9―37．2―49．5―1：01．9―1：14．4―1：27．2―1：39．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�フェブタイズ �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 マンハッタンカフェ

2016．3．9生 牡5鹿 母 ヒシマンハッタン 母母 ヒシアイドル 15戦1勝 賞金 10，610，000円
初出走 JRA ［他本会外：1戦0勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウアゴニカ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年4月27日まで平地
競走に出走できない。

追 加 記 事（第 1回阪神競馬第 11 日第 1競走）
〔その他〕　　シホノコプント号は，競走中に疾病〔右第３中手骨罅裂骨折〕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。



09009 3月27日 晴 良 （3阪神2） 第1日 第9競走 ��1，800�
く ん し ら ん

君 子 蘭 賞
発走14時25分 （芝・右・外）

牝，3歳，1勝クラス；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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．4
1：43．9

良
良

55 ニーナドレス 牝3鹿 54 川田 将雅平井 裕氏 友道 康夫 日高 白井牧場 508＋ 21：47．6 3．2�
33 テーオーラフィット 牝3黒鹿54 池添 謙一小笹 公也氏 上村 洋行 日高 ヤナガワ牧場 490＋ 6 〃 アタマ 18．1�
89 マリアエレーナ 牝3芦 54 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 日高 日高大洋牧場 410± 01：47．71 5．1�
78 パ タ ゴ ニ ア 牝3鹿 54 C．ルメール �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 496＋121：47．8クビ 3．6�
66 ハッピーオーサム 牝3黒鹿54 福永 祐一馬場 幸夫氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 472± 01：48．22� 3．9	
77 ダノンシュネラ 牝3鹿 54 団野 大成�ダノックス 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 490＋ 2 〃 クビ 14．5

22 メイショウハボタン 牝3鹿 54 国分 優作松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 林 孝輝 450＋ 61：48．3クビ 71．8�
810 エイシンピクセル 牝3栗 54 藤井勘一郎�栄進堂 小崎 憲 浦河 栄進牧場 444－ 21：48．4� 130．3�
44 バリコノユメ 牝3栗 54 小沢 大仁大田 恭充氏 松永 昌博 青森 荒谷牧場 458＋ 2 〃 ハナ 64．2
11 ルージュアリュール 牝3鹿 54 浜中 俊 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 416－ 41：48．82� 16．1�
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売 得 金
単勝： 55，160，500円 複勝： 65，633，500円 枠連： 9，218，400円
馬連： 79，722，400円 馬単： 35，687，800円 ワイド： 53，714，800円
3連複： 100，246，300円 3連単： 155，742，200円 計： 555，125，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 390円 � 180円 枠 連（3－5） 3，310円

馬 連 �� 3，430円 馬 単 �� 5，380円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 370円 �� 980円

3 連 複 ��� 4，260円 3 連 単 ��� 22，400円

票 数

単勝票数 計 551605 的中 � 137543（1番人気）
複勝票数 計 656335 的中 � 145243（1番人気）� 32304（7番人気）� 99164（4番人気）
枠連票数 計 92184 的中 （3－5） 2155（14番人気）
馬連票数 計 797224 的中 �� 17978（14番人気）
馬単票数 計 356878 的中 �� 4973（20番人気）
ワイド票数 計 537148 的中 �� 12415（16番人気）�� 40970（5番人気）�� 13400（14番人気）
3連複票数 計1002463 的中 ��� 17636（20番人気）
3連単票数 計1557422 的中 ��� 5040（78番人気）

ハロンタイム 12．9―11．6―11．9―12．3―12．8―12．4―11．5―10．8―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．5―36．4―48．7―1：01．5―1：13．9―1：25．4―1：36．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F33．7
3 3，9（1，4，5）8，6（2，10）7 4 ・（3，9）8（1，5，6）（2，10）（4，7）

勝馬の
紹 介

ニーナドレス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2021．2．28 小倉1着

2018．1．19生 牝3鹿 母 サ ラ ト ガ 母母 スイングバイ 2戦2勝 賞金 15，466，000円

09010 3月27日 晴 良 （3阪神2） 第1日 第10競走 ��1，600�
て ん じ ん ば し

天 神 橋 特 別
発走15時00分 （芝・右・外）
4歳以上，2勝クラス，2．3．28以降3．3．21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 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．9
1：30．3

良
良

79 グランデマーレ 牡4芦 55 藤岡 佑介 �キャロットファーム 藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 510＋141：32．4 2．7�

78 サトノフォース �5黒鹿55 C．ルメール �サトミホースカンパニー 藤沢 和雄 新ひだか 桜井牧場 460＋ 41：32．93 4．9�
810 リメンバーメモリー 牡4鹿 54 団野 大成前田 晋二氏 佐々木晶三 千歳 社台ファーム 478＋ 21：33．11� 9．8�
55 ブレイニーラン 牡6鹿 54 福永 祐一 �シルクレーシング 畑端 省吾 安平 ノーザンファーム 474＋12 〃 ハナ 10．3�
66 アナザーラブソング 牡5栗 55 岩田 康誠市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 新ひだか フジワラフアーム 492＋ 4 〃 アタマ 5．6	
22 リュクスポケット 牡6栗 54 浜中 俊田畑 憲士氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 522－ 6 〃 ハナ 11．6

44 ユウチェンジ �8黒鹿52 松本 大輝�アイテツ 森 秀行 浦河 鎌田 正嗣 B514－101：33．41� 63．5�
11 セグレドスペリオル 牡5鹿 54 川又 賢治名古屋友豊� 宮本 博 安平 ノーザンファーム 486－ 21：33．5� 22．4�
811 サンディレクション 牡5鹿 54 古川 吉洋 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 千田 輝彦 新ひだか 岡田スタツド 488－ 21：33．6� 14．0
33 スズカフェラリー 牝6鹿 52 加藤 祥太永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 432＋ 41：33．91� 18．3�
67 トロイメント 牝5青 52 池添 謙一�G1レーシング 四位 洋文 安平 追分ファーム 470＋241：34．32� 22．3�
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売 得 金
単勝： 45，657，600円 複勝： 59，507，600円 枠連： 17，395，500円
馬連： 99，603，700円 馬単： 38，587，900円 ワイド： 72，247，300円
3連複： 137，649，600円 3連単： 166，894，600円 計： 637，543，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 150円 � 170円 � 240円 枠 連（7－7） 860円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 1，620円

ワ イ ド �� 390円 �� 730円 �� 970円

3 連 複 ��� 2，360円 3 連 単 ��� 7，180円

票 数

単勝票数 計 456576 的中 � 131122（1番人気）
複勝票数 計 595076 的中 � 116601（1番人気）� 90411（3番人気）� 52640（4番人気）
枠連票数 計 173955 的中 （7－7） 15527（3番人気）
馬連票数 計 996037 的中 �� 83441（1番人気）
馬単票数 計 385879 的中 �� 17818（2番人気）
ワイド票数 計 722473 的中 �� 50775（1番人気）�� 24869（6番人気）�� 18051（13番人気）
3連複票数 計1376496 的中 ��� 43624（2番人気）
3連単票数 計1668946 的中 ��� 16836（3番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．8―11．9―11．7―11．4―10．7―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．4―35．2―47．1―58．8―1：10．2―1：20．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グランデマーレ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2019．11．10 京都1着

2017．2．7生 牡4芦 母 グランデアモーレ 母母 ヒカルアモーレ 5戦3勝 賞金 32，490，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



09011 3月27日 晴 良 （3阪神2） 第1日 第11競走 ��
��1，800�第68回毎 日 杯（ＧⅢ）

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

毎日新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．4
1：43．9

良
良

66 シャフリヤール 牡3黒鹿56 川田 将雅 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 448± 01：43．9レコード 2．9�
77 グレートマジシャン 牡3青鹿56 C．ルメール �サンデーレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 474－ 8 〃 クビ 1．9�
11 プログノーシス 牡3鹿 56 藤岡 佑介 �社台レースホース中内田充正 千歳 社台ファーム 474－ 61：44．21	 11．8�
44 ルペルカーリア 牡3鹿 56 福永 祐一 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 500± 01：44．41 5．4�
33 レヴェッツァ 牡3鹿 56 池添 謙一早野 誠氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 470＋ 61：45．14 32．7�
88 ウエストンバート 牡3鹿 56 国分 優作�ターフ・スポート吉岡 辰弥 浦河 谷川牧場 528－ 61：45．95 77．3	
55 ダディーズビビッド 牡3鹿 56 浜中 俊田島 大史氏 千田 輝彦 むかわ 上水牧場 486－ 61：46．32
 39．3

89 ロ ジ ロ ー ズ 牡3黒鹿56 団野 大成久米田正明氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 454－ 61：46．61	 23．5�
22 ディープリッチ 牡3黒鹿56 藤井勘一郎宇田 豊氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 496－ 21：46．7アタマ 134．5�
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売 得 金
単勝： 185，486，000円 複勝： 215，856，100円 枠連： 32，415，400円
馬連： 344，161，800円 馬単： 163，712，200円 ワイド： 168，214，500円
3連複： 418，978，400円 3連単： 1，066，790，000円 計： 2，595，614，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 110円 � 110円 � 200円 枠 連（6－7） 230円

馬 連 �� 260円 馬 単 �� 580円

ワ イ ド �� 140円 �� 430円 �� 380円

3 連 複 ��� 710円 3 連 単 ��� 2，550円

票 数

単勝票数 計1854860 的中 � 507771（2番人気）
複勝票数 計2158561 的中 � 652297（2番人気）� 945700（1番人気）� 98723（4番人気）
枠連票数 計 324154 的中 （6－7） 108926（1番人気）
馬連票数 計3441618 的中 �� 1063422（1番人気）
馬単票数 計1637122 的中 �� 208538（2番人気）
ワイド票数 計1682145 的中 �� 407532（1番人気）�� 79601（5番人気）�� 92596（4番人気）
3連複票数 計4189784 的中 ��� 441963（2番人気）
3連単票数 計10667900 的中 ��� 302232（6番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―10．9―11．4―11．7―11．9―11．5―11．2―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．6―34．5―45．9―57．6―1：09．5―1：21．0―1：32．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シャフリヤール 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 Essence of Dubai デビュー 2020．10．25 京都1着

2018．4．13生 牡3黒鹿 母 ドバイマジェスティ 母母 Great Majesty 3戦2勝 賞金 54，897，000円

09012 3月27日 晴 良 （3阪神2） 第1日 第12競走 1，200�4歳以上1勝クラス
発走16時10分 （ダート・右）

負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．5

重
重

57 シ ョ ウ ブ 牡5鹿 57 岩田 康誠�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 490± 01：12．1 3．6�
58 アシャカリアン 牡7栗 57 国分 優作吉冨 学氏 大根田裕之 日高 豊洋牧場 488＋ 21：12．31 41．7�
22 ロードエクスプレス 牡4鹿 57 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 坂口 智康 新ひだか 松田牧場 466－ 21：12．62 4．4�
610 ティートラップ 牡4鹿 57 C．ルメール 深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 456＋ 21：13．13 4．1�
34 � メイショウニタボウ 牡4鹿 57 川島 信二松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 522± 01：13．2� 31．9�
33 � ムーンレース �4栗 57 団野 大成�レッドマジック高柳 大輔 日高 下河辺牧場 498－ 21：13．3� 47．1	
813 ヘ ル メ ッ ト 牝5栗 55 古川 吉洋
飛野牧場 岡田 稲男 新ひだか 飛野牧場 522± 0 〃 ハナ 4．5�
69 � メイショウミチノク 牝5芦 55

52 ▲小沢 大仁松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 大島牧場 488＋ 61：13．51� 12．7�
814� ジャックオレンジ �4栗 57 藤井勘一郎 �YGGホースクラブ 武井 亮 日高 サンバマウン

テンファーム B476± 01：13．6� 43．4
45 エ ル ピ ド 牡5青鹿57 川又 賢治ディアレストクラブ� 清水 英克 浦河 ディアレスト

クラブ 476＋ 41：14．02� 204．6�
11 アドマイヤレオ �5鹿 57

54 ▲服部 寿希近藤 旬子氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 490－ 41：14．21� 132．5�
46 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 450＋ 21：14．51� 94．7�
711 キョシンタンカイ 牡4黒鹿57 池添 謙一國分 純氏 武市 康男 日高 スマイルファーム 508－121：14．81� 13．8�
712 ス ト レ ガ 牝4栗 55

52 ▲西谷 凜清川 信弘氏 浅野洋一郎 新冠 佐藤 静子 454－ 21：15．33 67．5�
（14頭）

売 得 金
単勝： 53，550，200円 複勝： 66，015，100円 枠連： 20，431，000円
馬連： 118，190，500円 馬単： 42，549，800円 ワイド： 81，197，900円
3連複： 170，160，000円 3連単： 197，553，300円 計： 749，647，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 150円 � 570円 � 190円 枠 連（5－5） 5，290円

馬 連 �� 5，740円 馬 単 �� 8，440円

ワ イ ド �� 1，400円 �� 440円 �� 1，920円

3 連 複 ��� 6，470円 3 連 単 ��� 41，650円

票 数

単勝票数 計 535502 的中 � 117504（1番人気）
複勝票数 計 660151 的中 � 136358（1番人気）� 21926（9番人気）� 97570（3番人気）
枠連票数 計 204310 的中 （5－5） 2988（17番人気）
馬連票数 計1181905 的中 �� 15939（18番人気）
馬単票数 計 425498 的中 �� 3779（29番人気）
ワイド票数 計 811979 的中 �� 14330（17番人気）�� 52050（3番人気）�� 10265（21番人気）
3連複票数 計1701600 的中 ��� 19714（20番人気）
3連単票数 計1975533 的中 ��� 3438（134番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．8―11．8―12．1―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．3―35．1―46．9―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シ ョ ウ ブ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2018．7．7 函館3着

2016．5．1生 牡5鹿 母 メイマドンナ 母母 ローズサッシュ 22戦2勝 賞金 31，100，000円



（3阪神2）第1日 3月27日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 153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

241，720，000円
21，330，000円
1，190，000円
27，940，000円
64，124，500円
5，717，500円
1，468，800円

勝馬投票券売得金
610，581，800円
876，626，700円
150，659，000円
1，026，523，800円
476，545，900円
691，783，400円
1，388，900，200円
2，335，726，100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 7，557，346，900円

総入場人員 2，297名 （有料入場人員 2，142名）
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