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09121 5月1日 晴 稍重 （3阪神2） 第11日 第1競走 1，800�3歳未勝利
発走10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

22 ウ ラ エ ウ ス 牡3青 56 武 豊吉田 照哉氏 本田 優 千歳 社台ファーム 468± 01：55．2 4．3�
33 エイシンイルハーン 牡3鹿 56 福永 祐一平井 淑郎氏 大久保龍志 浦河 栄進牧場 470＋ 21：55．62� 3．2�
79 パーティーモード 牡3栗 56 岡田 祥嗣竹下 浩一氏 安田 翔伍 新ひだか 上野 正恵 B452－10 〃 ハナ 125．8�
67 クリノアンビシャス 牡3青鹿56 川島 信二栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 488－ 21：55．91� 29．6�
811 アローテソーロ �3黒鹿 56

55 ☆富田 暁了德寺健二ホール
ディングス� 高橋 康之 熊本 本田 土寿 444± 01：56．11� 10．3�

812 メイショウメイスイ 牡3黒鹿56 幸 英明松本 好雄氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 440－ 41：56．63 17．4	
56 キクノトーヴァー 牡3青 56 岩田 望来菊池 五郎氏 牧田 和弥 新冠 村上牧場 460＋ 21：56．81� 60．5

11 ハンサムハーリー 牡3黒鹿56 藤懸 貴志藤井聡一郎氏 平田 修 新ひだか チャンピオンズファーム 482－ 61：56．9クビ 155．0�
710 アンクルダッシュ 牡3栗 56

53 ▲小沢 大仁塚本 能交氏 高橋 亮 日高 竹島 幸治 482＋ 61：57．43� 38．3�
44 エルプシオン 牡3黒鹿56 酒井 学 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 羽月 友彦 新ひだか 岡田スタツド 470－102：00．9大差 143．7
68 マ ー テ ル 牝3黒鹿54 柴山 雄一広尾レース� 武 幸四郎 浦河 三嶋牧場 464± 02：01．53� 71．3�
55 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 510－ 2 （競走中止） 2．2�
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売 得 金
単勝： 28，432，800円 複勝： 40，725，100円 枠連： 7，880，800円
馬連： 44，185，900円 馬単： 24，375，900円 ワイド： 44，179，400円
3連複： 80，143，800円 3連単： 107，414，400円 計： 377，338，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 190円 � 150円 � 2，170円 枠 連（2－3） 750円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 1，300円

ワ イ ド �� 290円 �� 5，960円 �� 5，200円

3 連 複 ��� 17，650円 3 連 単 ��� 59，130円

票 数

単勝票数 計 284328 的中 � 51983（3番人気）
複勝票数 計 407251 的中 � 60153（3番人気）� 93069（2番人気）� 3191（12番人気）
枠連票数 計 78808 的中 （2－3） 8093（4番人気）
馬連票数 計 441859 的中 �� 53233（3番人気）
馬単票数 計 243759 的中 �� 13976（6番人気）
ワイド票数 計 441794 的中 �� 46191（2番人気）�� 1721（34番人気）�� 1973（31番人気）
3連複票数 計 801438 的中 ��� 3404（40番人気）
3連単票数 計1074144 的中 ��� 1317（150番人気）

ハロンタイム 12．8―10．7―13．0―12．3―12．9―13．3―13．2―13．0―14．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．5―36．5―48．8―1：01．7―1：15．0―1：28．2―1：41．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．5―3F40．2
1
3
・（2，3）4，12（9，11）－（10，5，6）＝8－（7，1）・（3，2，12）（9，11）－6（10，4，1）（7，5）－8

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

勝馬の
紹 介

ウ ラ エ ウ ス �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Mt. Livermore デビュー 2020．11．14 阪神2着

2018．5．13生 牡3青 母 マウントコブラ 母母 Kobla 7戦1勝 賞金 11，440，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔競走中止〕 ヴァロワール号は，競走中に疾病〔左第1指骨開放骨折〕を発症したため4コーナーで競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エルプシオン号・マーテル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年6月1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〕 エルプシオン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年7月1日まで平地競走に出走できな

い。

09122 5月1日 晴 稍重 （3阪神2） 第11日 第2競走 ��1，400�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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

815 ミセスバローズ 牝3栗 54 松若 風馬猪熊 広次氏 上村 洋行 浦河 三嶋牧場 418－ 21：25．8 3．7�
59 レ ー ニ ア 牝3黒鹿54 幸 英明�ノースヒルズ 河内 洋 新冠 株式会社

ノースヒルズ 446± 01：26．22� 6．1�
611� デリカテッセン 牡3鹿 56 団野 大成ゴドルフィン 吉村 圭司 愛 Godolphin B482＋ 21：26．41� 10．9�
714� ローズファラオ 牝3鹿 52 藤岡 康太 �ニッシンホール

ディングス 藤岡 健一 豪 Go Blood-
stock 426 ―1：27．14 15．7�

24 � ファインハッピー 牝3鹿 54 岩田 望来飯田 正剛氏 杉山 晴紀 米 John R. Penn
& Frank Penn 458－ 41：27．41� 97．8�

35 メイショウナリヒラ 牡3栗 56
55 ☆富田 暁松本 好	氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 470－ 4 〃 クビ 2．2


36 ク ラ ー ヴ ォ 牝3鹿 54 川島 信二�ノースヒルズ 新谷 功一 新冠 株式会社
ノースヒルズ 464＋161：27．5クビ 72．4�

612 フ ー ジ ャ オ 牝3栗 54 福永 祐一�ノースヒルズ 安田 翔伍 新冠 株式会社
ノースヒルズ B472－ 6 〃 ハナ 25．6�

816 ブラウンレニウム 牡3栗 56 川須 栄彦キャピタルクラブ 佐々木晶三 新ひだか 上村 清志 486－ 81：28．13� 71．7
47 スペシャリティ 牝3青鹿54 国分 優作中村 智幸氏 坂口 智康 新ひだか ケイアイファーム 408－ 21：28．2� 133．7�
23 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± 01：28．51� 22．8�
12 ベラジオエガオン 牝3黒鹿54 太宰 啓介林田 祥来氏 上村 洋行 浦河 辻 牧場 508－161：28．81� 282．2�
510 メ リ ス 牝3栗 54

51 ▲松本 大輝 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 吉村 圭司 新ひだか 岡田スタツド 454± 01：29．33 240．6�

11 � コウエイブレイヴ 牡3鹿 56 浜中 俊伊東 政清氏 新谷 功一 米 Jack Owens &
Barbara Owens 472＋ 4 〃 アタマ 10．8�

48 ハローチュース 牡3鹿 56
53 ▲小沢 大仁薪浦 亨氏 中竹 和也 新冠 松浦牧場 462－ 21：29．51� 399．4�
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713 オーミジルベール 牡3黒鹿56 酒井 学岩﨑 僖澄氏 大橋 勇樹 新冠 松木 加代 510 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 39，098，500円 複勝： 51，971，900円 枠連： 9，917，200円
馬連： 55，133，100円 馬単： 26，050，900円 ワイド： 52，129，000円
3連複： 86，551，900円 3連単： 94，379，100円 計： 415，231，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 200円 � 290円 枠 連（5－8） 1，030円

馬 連 �� 1，300円 馬 単 �� 2，370円

ワ イ ド �� 450円 �� 770円 �� 740円

3 連 複 ��� 3，440円 3 連 単 ��� 16，420円

票 数

単勝票数 差引計 390985（返還計 804） 的中 � 82946（2番人気）
複勝票数 差引計 519719（返還計 1420） 的中 � 108959（2番人気）� 63458（3番人気）� 38158（5番人気）
枠連票数 差引計 99172（返還計 104） 的中 （5－8） 7394（4番人気）
馬連票数 差引計 551331（返還計 3266） 的中 �� 32670（4番人気）
馬単票数 差引計 260509（返還計 1346） 的中 �� 8225（7番人気）
ワイド票数 差引計 521290（返還計 3442） 的中 �� 31419（3番人気）�� 16966（9番人気）�� 17742（8番人気）
3連複票数 差引計 865519（返還計 8838） 的中 ��� 18851（11番人気）
3連単票数 差引計 943791（返還計 8411） 的中 ��� 4165（45番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．5―12．5―12．5―12．7―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．0―34．5―47．0―59．5―1：12．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミセスバローズ �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2020．11．15 阪神3着

2018．4．3生 牝3栗 母 ニコールバローズ 母母 ブーケドレーヌ 5戦1勝 賞金 9，670，000円
〔競走除外〕 オーミジルベール号は，馬場入場後に疾病〔左後肢跛行〕を発症したため競走除外。
※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 プロサングエ号

第２回 阪神競馬 第１１日



09123 5月1日 晴 良 （3阪神2） 第11日 第3競走 1，600�3歳未勝利
発走11時00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
1：31．1
1：30．3

良
良

510 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± 01：33．5 3．4�

36 ユキノフラッシュ 牡3黒鹿56 幸 英明嶋田 賢氏 牧田 和弥 新ひだか 服部 牧場 484＋10 〃 アタマ 16．1�
817 ルヴァンノワール 牝3鹿 54 酒井 学 Viridian Keiba Club 庄野 靖志 様似 富田 恭司 430＋ 21：33．81� 4．4�
47 シャイニングフジ 牝3鹿 54 岩田 望来林 進氏 笹田 和秀 新冠 協和牧場 488± 01：33．9� 164．7�
35 ジューンブルーム 牝3栗 54 団野 大成吉川 潤氏 宮本 博 浦河 高昭牧場 462± 01：34．0クビ 5．3�
715 メイショウシンタケ 牡3鹿 56 浜中 俊松本 好雄氏 千田 輝彦 浦河 辻 牧場 462＋ 61：34．21� 5．8	
59 レッツゴーアスク 牝3鹿 54 川須 栄彦廣崎利洋HD� 梅田 智之 千歳 社台ファーム 468＋ 2 〃 ハナ 21．6

24 シーニックウェイ 牝3鹿 54 柴山 雄一ゴドルフィン 武 幸四郎 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 474 ―1：34．41� 37．8�
713 ミリタリータンゴ 牡3黒鹿56 松若 風馬 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 456－ 21：34．5� 315．2
612 パラッツォレジーナ 牝3鹿 54 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 406－ 21：34．71� 8．2�
818 バライロノキセキ 牝3鹿 54

51 ▲小沢 大仁岡 浩二氏 中竹 和也 日高 オリオンファーム 466＋101：34．8� 140．5�
23 テーオーステラ 牝3青鹿54 藤岡 康太小笹 公也氏 宮 徹 新冠 オリエント牧場 410－ 4 〃 クビ 43．5�
714 ラヴインザチャーム 牝3栗 54 北村 友一 DMMドリームクラブ� 矢作 芳人 新冠 パカパカ

ファーム 450 ―1：34．9� 20．2�
816 ブーゲンビリア 牝3黒鹿54 藤懸 貴志飯田 良枝氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 B420＋ 21：35．0クビ 351．6�
12 ヘヴンリーレイン 牝3鹿 54

53 ☆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 454± 0 〃 アタマ 427．2�

48 メイショウフウカ 牝3鹿 54 国分 恭介松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 村下 明博 460 ―1：35．63� 231．9�
11 タイキフロリゼル 牡3芦 56 藤岡 佑介�大樹ファーム 橋田 満 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 470－ 21：36．02� 48．9�
611 ラストアプローズ 牝3鹿 54

51 ▲松本 大輝 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 490 ―1：37．48 410．4�
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売 得 金
単勝： 36，526，300円 複勝： 62，644，700円 枠連： 10，724，100円
馬連： 56，648，300円 馬単： 23，810，600円 ワイド： 51，029，100円
3連複： 84，845，800円 3連単： 81，612，000円 計： 407，840，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 140円 � 330円 � 150円 枠 連（3－5） 790円

馬 連 �� 2，870円 馬 単 �� 5，080円

ワ イ ド �� 850円 �� 280円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 4，050円 3 連 単 ��� 22，700円

票 数

単勝票数 計 365263 的中 � 85774（1番人気）
複勝票数 計 626447 的中 � 130704（1番人気）� 35814（6番人気）� 120210（2番人気）
枠連票数 計 107241 的中 （3－5） 10456（3番人気）
馬連票数 計 566483 的中 �� 15244（11番人気）
馬単票数 計 238106 的中 �� 3511（20番人気）
ワイド票数 計 510291 的中 �� 14398（10番人気）�� 54239（1番人気）�� 10982（13番人気）
3連複票数 計 848458 的中 ��� 15712（11番人気）
3連単票数 計 816120 的中 ��� 2606（60番人気）

ハロンタイム 12．6―10．5―11．6―12．2―12．1―11．2―11．2―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．1―34．7―46．9―59．0―1：10．2―1：21．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F34．5
3 1，5（7，13）14（6，17）－（3，9）18（2，10）－16－12－4－11，8，15 4 ・（1，5）（13，10）7（6，14）17（3，9）（2，16，12，18，4）8，15，11

勝馬の
紹 介

マイネルエニグマ �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 ステイゴールド デビュー 2021．1．16 中京6着

2018．5．3生 牡3栗 母 マイネレーツェル 母母 ケイアイベール 7戦1勝 賞金 9，610，000円
※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 ニューアリオン号

09124 5月1日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（3阪神2） 第11日 第4競走 2，970�障害4歳以上未勝利

発走11時30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

811 スズカフューラー 牡7栗 60 森 一馬永井 啓弍氏 茶木 太樹 平取 びらとり牧場 442＋ 23：21．7 1．5�
810 メイショウヤシャ 牡5栗 60 熊沢 重文松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 466＋ 4 〃 アタマ 4．4�
79 ルヴァンギラ �4青鹿59 金子 光希辻 高史氏 伊坂 重信 浦河 有限会社

吉田ファーム 536－12 〃 クビ 53．4�
67 ブライトアイズ 牝4栗 57 五十嵐雄祐飯田 正剛氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 468－123：22．12� 6．1�
55 サンライズアキレス 牡5芦 60 白浜 雄造松岡 隆雄氏 新谷 功一 日高 ヤナガワ牧場 510－ 23：23．37 15．5�
11 クリノニキータ 牝4鹿 57 北沢 伸也栗本 博晴氏 大根田裕之 新冠 村上牧場 474－ 43：23．4� 103．2�
66 グリニッチヴィレジ 牝8黒鹿58 伴 啓太 	コロンバスサークル 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド 430－123：24．99 119．5

78 ア キ ン ド 牡5鹿 60 上野 翔小田切有一氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 496± 03：25．85 45．1�
44 ジョーカーワイルド 牡6鹿 60 小野寺祐太 TURH 浅野洋一郎 浦河 王蔵牧場 516－ 63：26．33 47．1�
22 グランドビクトリー 牡5栗 60 小坂 忠士田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 502＋123：26．51� 18．2
33 エ イ リ ア ス �4鹿 59 中村 将之 �サンデーレーシング 浅見 秀一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480－103：28．210 27．9�
（11頭）

売 得 金
単勝： 20，413，000円 複勝： 45，432，600円 枠連： 7，734，200円
馬連： 30，855，000円 馬単： 22，078，500円 ワイド： 26，521，400円
3連複： 55，530，800円 3連単： 105，001，400円 計： 313，566，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 140円 � 700円 枠 連（8－8） 260円

馬 連 �� 240円 馬 単 �� 330円

ワ イ ド �� 170円 �� 1，680円 �� 2，090円

3 連 複 ��� 4，120円 3 連 単 ��� 9，400円

票 数

単勝票数 計 204130 的中 � 102497（1番人気）
複勝票数 計 454326 的中 � 302768（1番人気）� 42282（2番人気）� 4463（9番人気）
枠連票数 計 77342 的中 （8－8） 22563（1番人気）
馬連票数 計 308550 的中 �� 96100（1番人気）
馬単票数 計 220785 的中 �� 49563（1番人気）
ワイド票数 計 265214 的中 �� 54975（1番人気）�� 3277（18番人気）�� 2620（22番人気）
3連複票数 計 555308 的中 ��� 10089（12番人気）
3連単票数 計1050014 的中 ��� 8092（26番人気）
上り 1マイル 1：47．1 4F 53．2－3F 40．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スズカフューラー �
�
父 スズカフェニックス �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．7．30 小倉7着

2014．3．15生 牡7栗 母 スズカフローラ 母母 ブリイジースズカ 障害：2戦1勝 賞金 11，100，000円



09125 5月1日 晴 良 （3阪神2） 第11日 第5競走 ��1，800�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
1：43．9
1：43．9

良
良

34 コーディアル 牝3青鹿54 北村 友一 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 488＋141：45．7 2．2�
611 ウインリブルマン 牡3栗 56 松若 風馬�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 492＋ 41：45．8� 6．8�
815 ヴァジュランダ 牡3黒鹿56 岩田 望来高原 将浩氏 宮本 博 新ひだか 千代田牧場 490± 0 〃 クビ 3．9�
47 � ドンナセレーノ 牝3鹿 54 武 豊原 �子氏 安田 翔伍 英 Hara Reiko

Racing Co. Ltd B410± 01：46．01� 7．5�
35 � アメリカンマッハ 牡3鹿 56 幸 英明 �吉澤ホールディングス 藤岡 健一 米

Kenneth L.
Ramsey & Sarah
K. Ramsey

502＋ 41：46．1� 12．9	
59 メイショウミカワ 牡3栗 56 太宰 啓介松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 林 孝輝 480± 01：46．42 13．7

814 シュトゥルーデル 牝3芦 54 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 422± 0 〃 ハナ 10．7�
46 キクノディーン 牡3鹿 56 団野 大成菊池 五郎氏 吉田 直弘 新ひだか 本桐牧場 490－ 61：46．92� 223．3�
610 ミスハイローラー 牝3鹿 54 川須 栄彦 �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム 498－ 41：47．0	 170．9
58 フォルツァーレ 
3鹿 56 国分 優作ライオンレースホース� 松下 武士 浦河 杵臼牧場 454 ―1：47．31	 407．0�
712 シゲルリジチョウ 牡3黒鹿 56

55 ☆富田 暁森中 蕃氏 千田 輝彦 新ひだか 田中 裕之 470＋ 21：48．47 440．5�
11 アイトネテーラー 牝3鹿 54 酒井 学中西 浩一氏 石橋 守 新冠 パカパカ

ファーム 438－ 21：48．61� 318．3�
23 ランスオブソウル 牡3栗 56

53 ▲小沢 大仁五影 隆則氏 石橋 守 日高 加藤牧場 452＋ 81：49．77 309．8�
713 クインズユーカリ 牝3黒鹿54 藤懸 貴志 �ケイアイスタリオン 小林 真也 新ひだか 佐竹 学 480－ 41：50．34 575．4�
22 ディクテオン 
3黒鹿56 岡田 祥嗣�G1レーシング 藤原 英昭 安平 追分ファーム 510 ―1：51．04 70．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 43，449，600円 複勝： 67，323，600円 枠連： 11，662，900円
馬連： 58，808，400円 馬単： 28，775，900円 ワイド： 55，944，700円
3連複： 88，589，900円 3連単： 111，247，800円 計： 465，802，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 160円 � 130円 枠 連（3－6） 670円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 1，320円

ワ イ ド �� 290円 �� 230円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，090円 3 連 単 ��� 4，360円

票 数

単勝票数 計 434496 的中 � 151670（1番人気）
複勝票数 計 673236 的中 � 205619（1番人気）� 78698（3番人気）� 129197（2番人気）
枠連票数 計 116629 的中 （3－6） 13397（2番人気）
馬連票数 計 588084 的中 �� 52389（2番人気）
馬単票数 計 287759 的中 �� 16333（3番人気）
ワイド票数 計 559447 的中 �� 48787（2番人気）�� 66893（1番人気）�� 33896（4番人気）
3連複票数 計 885899 的中 ��� 60843（2番人気）
3連単票数 計1112478 的中 ��� 18462（4番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―11．1―11．8―12．2―12．1―11．1―11．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．7―34．8―46．6―58．8―1：10．9―1：22．0―1：33．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コーディアル �
�
父 エピファネイア �

�
母父 リ ン カ ー ン デビュー 2020．11．8 阪神2着

2018．4．23生 牝3青鹿 母 ボンジュールココロ 母母 レ デ ィ ネ ス 3戦1勝 賞金 9，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クインズユーカリ号・ディクテオン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年6月

1日まで平地競走に出走できない。
※キクノディーン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

09126 5月1日 晴 稍重 （3阪神2） 第11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

810 ナリタフォルテ 牡3鹿 56
55 ☆富田 暁�オースミ 木原 一良 日高 白井牧場 570－ 21：53．8 11．6�

811 トーホウスザク 牡3栗 56 幸 英明東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 486－ 41：53．9� 2．6�
44 クリノクラール 牡3鹿 56 酒井 学栗本 博晴氏 武 英智 日高 永村 侑 490± 0 〃 アタマ 8．9�
33 ヤマニンビオローネ 牝3栗 54 岩田 望来土井 肇氏 奥村 豊 新冠 錦岡牧場 476＋ 21：54．64 4．6�
55 ケイアイシェルビー 牡3鹿 56 藤懸 貴志亀田 和弘氏 平田 修 新冠 隆栄牧場 B474－ 21：54．81� 4．4�
11 タイセイヴィーナス 牝3鹿 54 秋山真一郎田中 成奉氏 大橋 勇樹 浦河 酒井牧場 456－ 61：55．01� 80．4	
22 メイショウクシナダ 牝3黒鹿 54

51 ▲小沢 大仁松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 498－ 4 〃 クビ 113．1

78 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 496＋ 41：55．2� 75．8�
67 ワンダースティング 牡3鹿 56 高倉 稜山本 能成氏 渡辺 薫彦 新ひだか 米田牧場 508± 01：56．26 9．5�
79 タマモヒップホップ 牡3鹿 56 松若 風馬タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 534± 01：56．52 13．0
66 � ア ク イ ー ル 牝3栗 54 団野 大成�ノースヒルズ 高橋 康之 米 North Hills

Co. Limited 462＋ 21：56．71 43．4�
（11頭）

売 得 金
単勝： 34，018，300円 複勝： 47，733，800円 枠連： 8，124，800円
馬連： 56，183，400円 馬単： 25，281，400円 ワイド： 49，867，000円
3連複： 86，715，200円 3連単： 105，323，500円 計： 413，247，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，160円 複 勝 � 230円 � 130円 � 220円 枠 連（8－8） 1，170円

馬 連 �� 1，220円 馬 単 �� 3，250円

ワ イ ド �� 480円 �� 1，530円 �� 410円

3 連 複 ��� 2，950円 3 連 単 ��� 20，170円

票 数

単勝票数 計 340183 的中 � 23323（6番人気）
複勝票数 計 477338 的中 � 43712（6番人気）� 125131（1番人気）� 48566（4番人気）
枠連票数 計 81248 的中 （8－8） 5352（5番人気）
馬連票数 計 561834 的中 �� 35604（6番人気）
馬単票数 計 252814 的中 �� 5832（13番人気）
ワイド票数 計 498670 的中 �� 27462（6番人気）�� 7607（20番人気）�� 33258（3番人気）
3連複票数 計 867152 的中 ��� 22024（11番人気）
3連単票数 計1053235 的中 ��� 3784（76番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―12．9―12．7―13．0―12．8―12．8―12．5―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．7―36．6―49．3―1：02．3―1：15．1―1：27．9―1：40．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F38．7
1
3

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

勝馬の
紹 介

ナリタフォルテ �
�
父 ベルシャザール �

�
母父 Woodman デビュー 2020．10．18 新潟3着

2018．4．13生 牡3鹿 母 オースミリンド 母母 ダンシングアウンティー 4戦2勝 賞金 16，200，000円
※タマモヒップホップ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



09127 5月1日 晴 稍重 （3阪神2） 第11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）

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

814� エスケーアタランタ 牝5黒鹿 55
54 ☆富田 暁菅藤 宗一氏 木原 一良 森 笹川大晃牧場 470＋ 21：12．0 4．5�

58 フ ィ ロ ス 牝4鹿 55 藤岡 佑介�高橋ファーム 長谷川浩大 日高 クリアファーム B456＋ 4 〃 アタマ 2．2�
35 サウンドプリズム 牡4青鹿57 幸 英明増田 雄一氏 武 英智 日高 本間牧場 B442－ 81：12．74 22．2�
815 ゴルトファルベン 牡4鹿 57 団野 大成 �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 500＋101：13．23 53．0�
713� ス テ ラ ー タ 牝4栗 55

52 ▲松本 大輝小菅 定雄氏 森 秀行 安平 ノーザンファーム 472＋ 4 〃 ハナ 18．3�
712 シゲルキンセイ 牡4鹿 57 国分 恭介森中 蕃氏 五十嵐忠男 新冠 カミイスタット 476± 01：13．3クビ 8．0	
59 ラ イ ト マ ン 牡4鹿 57 岩田 望来 
吉澤ホールディングス 宮本 博 日高 新井 昭二 B508＋ 61：13．4� 128．4�
611� メイショウカリスマ 牡4黒鹿57 太宰 啓介松本 和子氏 高橋 亮 青森 諏訪牧場 B516＋ 8 〃 ハナ 109．3�
23 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 492－ 21：13．5� 7．2
46 トウケイココノエ 牝5芦 55 藤岡 康太木村 信彦氏 森田 直行 新ひだか タガミファーム 542＋12 〃 アタマ 35．6�
11 � コンゴウレイワ 牝4栗 55

52 ▲小沢 大仁飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 460＋ 21：13．6� 127．3�
47 エンペラーズパレス 牡4栗 57 水口 優也山上 和良氏 羽月 友彦 新ひだか 片岡 博 512＋ 2 〃 ハナ 72．1�
34 コーラルティアラ 牝4栗 55 北村 友一 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 和田 勇介 浦河 猿橋 義昭 460－ 41：13．8� 17．8�
22 ノーセキュリティ 牡4鹿 57 秋山真一郎竹中 一彰氏 飯田 祐史 浦河 赤田牧場 514＋ 61：14．11� 23．8�
610	 コウエイバクシン 牡4鹿 57 小崎 綾也伊東 政清氏 新谷 功一 米 Don Mattox &

Pam Mattox 456± 0 〃 クビ 26．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 33，426，000円 複勝： 54，723，600円 枠連： 11，751，200円
馬連： 65，841，800円 馬単： 28，891，600円 ワイド： 62，750，900円
3連複： 100，023，300円 3連単： 112，842，500円 計： 470，250，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 160円 � 120円 � 400円 枠 連（5－8） 430円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 1，160円

ワ イ ド �� 250円 �� 1，450円 �� 680円

3 連 複 ��� 2，620円 3 連 単 ��� 11，810円

票 数

単勝票数 計 334260 的中 � 59123（2番人気）
複勝票数 計 547236 的中 � 84472（2番人気）� 155510（1番人気）� 23574（7番人気）
枠連票数 計 117512 的中 （5－8） 20751（1番人気）
馬連票数 計 658418 的中 �� 102713（1番人気）
馬単票数 計 288916 的中 �� 18675（3番人気）
ワイド票数 計 627509 的中 �� 77028（1番人気）�� 9716（16番人気）�� 22177（7番人気）
3連複票数 計1000233 的中 ��� 28619（5番人気）
3連単票数 計1128425 的中 ��� 6926（24番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．7―12．2―11．8―13．0

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エスケーアタランタ �
�
父 サムライハート �

�
母父 ボストンハーバー

2016．4．5生 牝5黒鹿 母 ハ ナ ム ケ 母母 アイマイミー 18戦1勝 賞金 22，620，000円
地方デビュー 2018．5．9 門別

09128 5月1日 曇 稍重 （3阪神2） 第11日 第8競走 ��1，400�4歳以上2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 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

35 ニホンピロランド 牡5鹿 57 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 498＋ 21：24．4 4．8�
815 サンライズラポール 牡4栗 57 福永 祐一松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 B510± 0 〃 アタマ 1．8�
814� ヘイセイメジャー 牡4黒鹿57 柴山 雄一菅藤 宗一氏 木原 一良 平取 清水牧場 488＋ 81：24．92� 59．9�
59 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 B478－ 4 〃 クビ 27．1�
34 カ ム カ ム 牡7鹿 57 団野 大成共田 義夫氏 浜田多実雄 新冠 松浦牧場 470－ 21：25．11 17．7�
47 � シュアゲイト 牡4鹿 57 国分 恭介 �グリーンファーム宮本 博 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 B502± 01：25．2� 17．2	
713 サウンドサンビーム 牡4黒鹿57 川須 栄彦増田 雄一氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 488－ 4 〃 クビ 70．5

611� 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± 01：25．3� 18．8�
58 グランセノーテ 牡8栗 57

56 ☆富田 暁安原 浩司氏 	島 一歩 新ひだか 岡田牧場 528＋ 21：25．5
 83．9�
23 � パープルヒビキ 牡6栗 57 松若 風馬中野 銀十氏 飯田 雄三 浦河 高岸 順一 520－ 21：25．6
 81．8
22 � タイミングナウ �5鹿 57 武 豊�キーファーズ 四位 洋文 米 KatieRich

Farms 484＋141：26．23� 6．0�
610� メートルムナール 牡4鹿 57 岡田 祥嗣�ラ・メール 安田 隆行 愛 Kenilworth

House Stud B494＋ 21：26．3� 206．3�
11 タガノカルラ 牡5鹿 57 酒井 学八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 450＋ 21：26．51� 47．4�
46 � リュウシンベガス 牡7黒鹿57 長岡 禎仁桑畑 �信氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム B510＋ 81：27．03 37．0�
712 ケイアイワイプ 牡4栗 57 藤岡 康太 �ケイアイスタリオン 西村 真幸 浦河 高昭牧場 B474－ 41：28．17 34．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 42，603，300円 複勝： 106，355，100円 枠連： 13，791，800円
馬連： 77，614，400円 馬単： 39，793，500円 ワイド： 68，538，200円
3連複： 125，561，500円 3連単： 170，200，800円 計： 644，458，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 180円 � 110円 � 880円 枠 連（3－8） 370円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 1，510円

ワ イ ド �� 260円 �� 2，630円 �� 1，710円

3 連 複 ��� 5，250円 3 連 単 ��� 27，450円

票 数

単勝票数 計 426033 的中 � 69698（2番人気）
複勝票数 計1063551 的中 � 89075（2番人気）� 620493（1番人気）� 11375（12番人気）
枠連票数 計 137918 的中 （3－8） 28678（1番人気）
馬連票数 計 776144 的中 �� 120127（1番人気）
馬単票数 計 397935 的中 �� 19650（5番人気）
ワイド票数 計 685382 的中 �� 79339（1番人気）�� 5958（27番人気）�� 9326（19番人気）
3連複票数 計1255615 的中 ��� 17919（14番人気）
3連単票数 計1702008 的中 ��� 4495（80番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．1―12．0―12．4―12．3―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．7―33．8―45．8―58．2―1：10．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニホンピロランド �
�
父 ナカヤマフェスタ �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2019．2．23 阪神11着

2016．5．21生 牡5鹿 母 ニホンピロエミリー 母母 ニホンピロポリーナ 11戦3勝 賞金 30，958，000円
〔制裁〕 シュアゲイト号の騎手国分恭介は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：6番・5番・3番）

リュウシンベガス号の騎手長岡禎仁は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：4番・11番）



09129 5月1日 曇 良 （3阪神2） 第11日 第9競走 ��2，200�
や ぐ る ま

矢 車 賞
発走14時25分 （芝・右）

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
2：10．1
2：09．7

良
良

33 ハギノピリナ 牝3青鹿54 藤懸 貴志安岡美津子氏 高野 友和 浦河 村下 明博 454－ 62：12．7 7．5�
11 ハッピーオーサム 牝3黒鹿54 岩田 望来馬場 幸夫氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 474＋ 22：12．8� 3．8�
66 マジカルステージ 牝3鹿 54 武 豊大和屋 暁氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 426－ 22：13．11� 2．3�
810 テリオスマナ 牝3黒鹿54 幸 英明鈴木美江子氏 松下 武士 浦河 村下 清志 460－ 22：13．31� 13．3�
79 ディヴァインラヴ 牝3鹿 54 団野 大成窪田 芳郎氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 466－ 42：13．4クビ 11．7�
22 コートダルジャン 牝3鹿 54 北村 友一 �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 464＋ 22：13．5� 16．9	
44 デルマセイシ 牝3青鹿54 秋山真一郎浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 460－ 42：14．24 60．4

67 ギブミーラブ 牝3鹿 54 藤岡 康太 �スリーエイチレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 486－ 22：14．41� 75．9�
78 ア ー ダ レ イ 牝3鹿 54 松若 風馬 �社台レースホース庄野 靖志 千歳 社台ファーム 448＋ 42：14．5クビ 20．4
811 ピースダンス 牝3黒鹿54 松本 大輝中平 和宏氏 森 秀行 新ひだか 下屋敷牧場 388－ 42：16．7大差 200．9�
55 アサケレディ 牝3黒鹿54 酒井 学大橋 公堯氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム 464＋ 22：17．44 7．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 43，044，000円 複勝： 57，011，600円 枠連： 11，278，700円
馬連： 84，663，400円 馬単： 38，165，800円 ワイド： 64，002，400円
3連複： 116，146，700円 3連単： 162，284，600円 計： 576，597，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 170円 � 140円 � 110円 枠 連（1－3） 1，450円

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 2，800円

ワ イ ド �� 500円 �� 420円 �� 190円

3 連 複 ��� 920円 3 連 単 ��� 9，070円

票 数

単勝票数 計 430440 的中 � 45659（3番人気）
複勝票数 計 570116 的中 � 65312（4番人気）� 100942（2番人気）� 171193（1番人気）
枠連票数 計 112787 的中 （1－3） 6019（7番人気）
馬連票数 計 846634 的中 �� 45968（5番人気）
馬単票数 計 381658 的中 �� 10188（11番人気）
ワイド票数 計 640024 的中 �� 28337（6番人気）�� 34772（4番人気）�� 103187（1番人気）
3連複票数 計1161467 的中 ��� 94507（2番人気）
3連単票数 計1622846 的中 ��� 12958（25番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―23．8―35．5―48．5―1：01．5―1：13．5―1：25．1―1：36．7―1：48．4―2：00．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハギノピリナ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 アドマイヤムーン デビュー 2021．2．28 阪神11着

2018．5．21生 牝3青鹿 母 ハギノアーク 母母 ハギノスプレンダー 4戦2勝 賞金 16，236，000円

09130 5月1日 雨 稍重 （3阪神2） 第11日 第10競走 ��1，600�ストークステークス
発走15時00分 （芝・右・外）
4歳以上，3勝クラス，2．5．2以降3．4．25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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．1
1：30．3

良
良

59 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± 01：33．1 3．3�

35 アクアミラビリス 牝5鹿 54 岩田 望来 �社台レースホース吉村 圭司 千歳 社台ファーム 432＋12 〃 クビ 18．2�
817� ユニコーンライオン 牡5黒鹿54 川須 栄彦ライオンレースホース� 矢作 芳人 愛 Desert Star

Phoenix Jvc 528＋ 41：33．31 215．3�
47 � クリデュクール 牡7栗 56 藤岡 康太 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 512－ 4 〃 アタマ 23．7�
714� エアファンディタ 牡4黒鹿55 福永 祐一 �ラッキーフィールド池添 学 米

Sekie Yoshihara
& Tsunebumi
Yoshihara

456－ 21：33．41 8．7	
11 コマノウインクル 牡4黒鹿56 加藤 祥太長谷川芳信氏 庄野 靖志 むかわ 新井牧場 502± 01：33．5� 11．7

48 ミエノウインウイン �6黒鹿54 太宰 啓介里見美惠子氏 高橋 亮 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480± 01：33．6クビ 128．8�
612 ソウルトレイン 牡4芦 56 幸 英明安原 浩司氏 西村 真幸 新ひだか フジワラフアーム 484－ 6 〃 同着 14．2�
713 サンライズオネスト 牡4黒鹿55 高倉 稜松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 ヤナガワ牧場 472＋ 2 〃 ハナ 31．4
611 アルティマリガーレ 牝5鹿 54 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 450－ 21：33．7	 4．7�
12 タ ン タ ラ ス 牝5鹿 53 北村 友一 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B480＋ 2 〃 クビ 6．4�
24 ジュランビル 牝5黒鹿54 松若 風馬村上 稔氏 寺島 良 新冠 松浦牧場 470＋ 81：33．91 26．3�
816 イーサンパンサー 牡5栗 55 柴山 雄一国本 勇氏 昆 貢 浦河 東栄牧場 478＋ 2 〃 クビ 149．9�
36 ボンオムトゥック 牝4芦 52 酒井 学窪田 芳郎氏 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 466＋ 61：34．0クビ 13．5�
23 ドラグーンシチー 牡6鹿 54 荻野 極 �友駿ホースクラブ 北出 成人 浦河 富田牧場 494－ 2 〃 ハナ 188．1�
715 ナンヨープランタン 牡6黒鹿54 武 豊中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム B466－ 61：34．42	 47．4�
510 ラパンセソバージュ 牡4栗 55 富田 暁�酒井牧場 大竹 正博 浦河 酒井牧場 464＋ 21：34．5	 49．9�
818 ロ ラ イ マ �8鹿 55 浜中 俊 �社台レースホース長谷川浩大 千歳 社台ファーム 462＋ 61：34．92	 168．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 74，032，400円 複勝： 116，275，700円 枠連： 33，470，000円
馬連： 161，813，900円 馬単： 54，654，600円 ワイド： 133，715，400円
3連複： 255，912，600円 3連単： 247，758，000円 計： 1，077，632，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 190円 � 550円 � 5，060円 枠 連（3－5） 1，860円

馬 連 �� 4，780円 馬 単 �� 6，670円

ワ イ ド �� 1，470円 �� 21，000円 �� 61，090円

3 連 複 ��� 376，340円 3 連 単 ��� 1，108，790円

票 数

単勝票数 計 740324 的中 � 178237（1番人気）
複勝票数 計1162757 的中 � 203897（2番人気）� 50422（8番人気）� 4830（18番人気）
枠連票数 計 334700 的中 （3－5） 13944（9番人気）
馬連票数 計1618139 的中 �� 26188（16番人気）
馬単票数 計 546546 的中 �� 6138（23番人気）
ワイド票数 計1337154 的中 �� 24154（16番人気）�� 1618（100番人気）�� 555（142番人気）
3連複票数 計2559126 的中 ��� 510（455番人気）
3連単票数 計2477580 的中 ��� 162（1847番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．8―12．3―11．9―11．2―11．1―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．1―34．9―47．2―59．1―1：10．3―1：21．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F34．0
3 ・（3，13）（2，9）（5，12）（4，7，17）18（6，8，11）－1，16，15－14，10 4 ・（3，13）（2，9）（5，7，12）（17，18）（4，8，11）（6，15，16）（1，10）14

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 6戦4勝 賞金 51，068，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



09131 5月1日 曇 重 （3阪神2） 第11日 第11競走 ��
��1，200�

てんのうざん

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

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．5

重
重

712 スマートアルタイル 牡6栗 56 武 豊大川 徹氏 小崎 憲 新ひだか 静内山田牧場 478－ 41：10．7 15．9�
47 ホウショウナウ 牡6栗 57 藤岡 康太芳賀美知子氏 河内 洋 日高 新井 昭二 B508－ 2 〃 ハナ 63．2�
610 ジェネティクス 牡4鹿 57 福永 祐一 �キャロットファーム 西村 真幸 新ひだか 村上牧場 518－121：10．8クビ 2．3�
22 ヨ シ オ 牡8鹿 57 松若 風馬岩見 裕輔氏 森 秀行 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 486－ 81：11．12 114．0�
611 ヴァニラアイス 牝5鹿 54 幸 英明�ヒダカファーム高柳 大輔 浦河 ヒダカフアーム 470＋ 61：11．2	 7．2�
713 ウルトラマリン 牝4栗 54 川田 将雅 	吉澤ホールディングス 今野 貞一 新ひだか 田中 裕之 B486＋ 21：11．3	 4．8

814 スズカコーズライン 牡7鹿 58 酒井 学永井 啓弍氏 木原 一良 新ひだか グランド牧場 522± 01：11．51 9．3�
46 スナークスター 
5鹿 56 岩田 望来杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 466＋ 61：11．71	 60．0�
59 タ ガ ノ ア ム 牝6鹿 54 岡田 祥嗣八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 498＋ 21：11．8クビ 47．7
58 ハングリーベン 牡7鹿 56 柴山 雄一石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 樋渡 志尚 B444－ 2 〃 クビ 350．2�
815 ロイヤルパールス 牡6鹿 56 国分 恭介ロイヤルパーク 池添 兼雄 日高 坂 牧場 524－101：11．9クビ 115．9�
35 ロードエース 牡6鹿 56 川須 栄彦 	ロードホースクラブ 松下 武士 浦河 栄進牧場 502－ 21：12．11 67．3�
34 マイネルグリット 牡4栗 56 国分 優作 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 496－ 2 〃 クビ 32．6�
23 ヤマカツマーメイド 牝4鹿 54 団野 大成山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 486－ 61：13．16 42．7�
11 � ジャスパープリンス 牡6鹿 57 北村 友一加藤 和夫氏 森 秀行 米

Hill ’n’ Dale
Equine Hold-
ings, Inc

498－ 61：14．05 5．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 93，003，900円 複勝： 118，019，900円 枠連： 46，503，200円
馬連： 260，588，500円 馬単： 102，285，600円 ワイド： 174，055，300円
3連複： 413，332，100円 3連単： 513，617，700円 計： 1，721，406，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，590円 複 勝 � 400円 � 600円 � 140円 枠 連（4－7） 3，890円

馬 連 �� 34，380円 馬 単 �� 62，980円

ワ イ ド �� 4，490円 �� 850円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 21，060円 3 連 単 ��� 239，310円

票 数

単勝票数 計 930039 的中 � 46563（6番人気）
複勝票数 計1180199 的中 � 62095（6番人気）� 38599（8番人気）� 317672（1番人気）
枠連票数 計 465032 的中 （4－7） 9249（14番人気）
馬連票数 計2605885 的中 �� 5873（55番人気）
馬単票数 計1022856 的中 �� 1218（107番人気）
ワイド票数 計1740553 的中 �� 9617（42番人気）�� 54608（9番人気）�� 32802（13番人気）
3連複票数 計4133321 的中 ��� 14715（59番人気）
3連単票数 計5136177 的中 ��� 1556（520番人気）

ハロンタイム 12．1―10．3―11．5―12．2―11．6―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．4―33．9―46．1―57．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマートアルタイル �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2017．12．9 中山3着

2015．4．13生 牡6栗 母 スマートアルティラ 母母 ネームヴァリュー 23戦5勝 賞金 88，596，000円
〔制裁〕 ロイヤルパールス号の騎手国分恭介は，3コーナー手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番・13番・11番・8

番）

09132 5月1日 曇 重 （3阪神2） 第11日 第12競走 1，800�4歳以上2勝クラス
発走16時10分 （ダート・右）

負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

810 サンレイファイト 牡5栗 57 団野 大成永井 啓弍氏 茶木 太樹 平取 びらとり牧場 464－ 61：51．7 6．2�
89 リリーミニスター �4芦 57

54 ▲小沢 大仁土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 高橋フアーム 480＋ 21：52．12 20．3�
66 ハイパーノヴァ �7栃栗57 秋山真一郎宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 富田牧場 490－ 21：52．41� 8．4�
44 スズカパンサー 牡4栗 57 福永 祐一永井 啓弍氏 西村 真幸 浦河 まるとみ冨岡牧場 B464－ 61：52．5� 1．5�
77 クラウンデザイアー 牡4黒鹿 57

54 ▲松本 大輝�クラウン 中竹 和也 日高 クラウン日高牧場 482± 01：52．6� 49．1�
11 ストロングライン 牡5芦 57 藤岡 康太	ターフ・スポート西村 真幸 浦河 酒井牧場 B504± 01：53．02� 20．9

55 � フェブタイズ 牡5鹿 57 小崎 綾也釘田 義広氏 川村 禎彦 浦河 中村 雅明 506－ 21：53．1� 47．3�
78 ダイシンカローリ 牡6栗 57 岩田 望来大八木信行氏 庄野 靖志 日高 沖田牧場 520＋ 81：53．2� 26．7�
22 サイモンルモンド �4栗 57 幸 英明澤田 昭紀氏 小林 真也 日高 ヤナガワ牧場 438－ 21：53．52 7．3
33 ペイシャムートン 牡5青鹿57 荻野 極北所 直人氏 小笠 倫弘 日高 広中 稔 532－ 41：54．98 58．3�

（10頭）

売 得 金
単勝： 55，062，400円 複勝： 131，560，700円 枠連： 14，862，300円
馬連： 90，988，100円 馬単： 54，658，500円 ワイド： 69，745，700円
3連複： 132，399，500円 3連単： 284，200，400円 計： 833，477，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 330円 � 780円 � 450円 枠 連（8－8） 5，040円

馬 連 �� 4，810円 馬 単 �� 9，630円

ワ イ ド �� 1，150円 �� 500円 �� 1，460円

3 連 複 ��� 8，230円 3 連 単 ��� 62，360円

票 数

単勝票数 計 550624 的中 � 70581（2番人気）
複勝票数 計1315607 的中 � 112429（2番人気）� 41116（5番人気）� 78042（4番人気）
枠連票数 計 148623 的中 （8－8） 2282（14番人気）
馬連票数 計 909881 的中 �� 14650（12番人気）
馬単票数 計 546585 的中 �� 4256（22番人気）
ワイド票数 計 697457 的中 �� 15092（12番人気）�� 38261（5番人気）�� 11810（16番人気）
3連複票数 計1323995 的中 ��� 12057（30番人気）
3連単票数 計2842004 的中 ��� 3304（158番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．5―36．2―48．1―1：00．1―1：12．4―1：25．1―1：38．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンレイファイト �
�
父 スズカフェニックス �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2018．6．17 函館14着

2016．2．10生 牡5栗 母 スズカフローラ 母母 ブリイジースズカ 32戦3勝 賞金 42，218，000円



（3阪神2）第11日 5月1日（土曜日） 晴後曇一時雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良後稍重
稍重後重

競走回数 12回 出走頭数 166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

219，530，000円
24，140，000円
1，420，000円
25，390，000円
69，760，500円
5，214，000円
1，593，600円

勝馬投票券売得金
543，110，500円
899，778，300円
187，701，200円
1，043，324，200円
468，822，800円
852，478，500円
1，625，753，100円
2，095，882，200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 7，716，850，800円

総入場人員 0名 （有料入場人員 0名）

特 記 事 項
第2回阪神競馬第11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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