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09133 5月2日 曇 稍重 （3阪神2） 第12日 第1競走 1，800�3歳未勝利
発走10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
1：48．5
1：47．6

重
重

33 ネフェルタリ 牝3黒鹿54 C．ルメール �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 高柳 大輔 新ひだか 服部 牧場 474± 01：54．7 1．2�

813 リアンペスカ 牝3黒鹿 54
51 ▲小沢 大仁山田信太郎氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 440＋ 21：55．87 6．1�

57 ナンヨーインディゴ 牝3鹿 54 松若 風馬中村 德也氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 424＋ 21：56．11� 183．3�
46 ガリレオインパクト 牝3黒鹿54 川田 将雅 C．フィプケ氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 444＋121：56．2� 6．1�
11 フォレストキャット 牝3鹿 54 藤岡 康太武田 茂男氏 野中 賢二 浦河 山下 恭茂 468 ―1：56．94 20．8�
711 セゾンデフルール 牝3鹿 54

51 ▲松本 大輝名古屋友豊� 宮本 博 日高 白井牧場 434－ 21：57．53� 221．2	
58 マルヨティアナ 牝3栗 54 小崎 綾也野村 春行氏 牧田 和弥 日高 前野牧場 440± 0 〃 ハナ 367．2

814 タマモメルヘン 牝3鹿 54 田中 健タマモ� 南井 克巳 新ひだか 曾我 博 484＋ 21：57．71� 72．9�
22 クリノプリンシス 牝3黒鹿54 団野 大成栗本 博晴氏 橋田 満 日高 日西牧場 414－ 21：57．8� 31．4�
45 スマートメソッド 牝3栗 54

53 ☆富田 暁大川 徹氏 笹田 和秀 日高 株式会社ス
マート 448－ 21：57．9� 84．3

610 メイショウノビヤカ 牝3青鹿54 酒井 学松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 484－ 21：58．75 125．0�
69 キーアクティヴ 牝3鹿 54 和田 竜二北前孔一郎氏 杉山 佳明 新冠 中本牧場 462－10 〃 クビ 97．4�
34 ムラサキノキミ 牝3鹿 54 川須 栄彦アパルーサレーシング 梅田 智之 新冠 新冠伊藤牧場 434＋ 62：00．5大差 225．1�
712 テイエムユニバース 牝3青鹿54 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 410－122：02．8大差 198．8�
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売 得 金
単勝： 43，703，900円 複勝： 159，116，900円 枠連： 9，474，200円
馬連： 51，984，400円 馬単： 39，659，600円 ワイド： 52，193，600円
3連複： 92，568，800円 3連単： 194，216，100円 計： 642，917，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 110円 � 140円 � 1，550円 枠 連（3－8） 290円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 400円

ワ イ ド �� 170円 �� 2，520円 �� 5，890円

3 連 複 ��� 9，630円 3 連 単 ��� 17，030円

票 数

単勝票数 計 437039 的中 � 272447（1番人気）
複勝票数 計1591169 的中 � 1253852（1番人気）� 92401（3番人気）� 4346（13番人気）
枠連票数 計 94742 的中 （3－8） 25214（2番人気）
馬連票数 計 519844 的中 �� 137329（2番人気）
馬単票数 計 396596 的中 �� 73358（2番人気）
ワイド票数 計 521936 的中 �� 104195（2番人気）�� 4347（21番人気）�� 1827（35番人気）
3連複票数 計 925688 的中 ��� 7203（24番人気）
3連単票数 計1942161 的中 ��� 8267（39番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．8―36．8―49．7―1：02．5―1：15．5―1：28．8―1：41．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ネフェルタリ �
�
父 American Pharoah �

�
母父 Arch デビュー 2020．11．22 阪神3着

2018．4．29生 牝3黒鹿 母 ホワットアスポット 母母 Eversmile 5戦1勝 賞金 10，900，000円
〔発走状況〕 テイエムユニバース号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ムラサキノキミ号・テイエムユニバース号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年

6月2日まで平地競走に出走できない。

09134 5月2日 曇 稍重 （3阪神2） 第12日 第2競走 1，200�3歳未勝利
発走10時35分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．5

重
重

12 ロードサージュ 牡3栗 56 C．ルメール �ロードホースクラブ 庄野 靖志 新ひだか ケイアイファーム 440± 01：12．8 2．9�
815 ロ メ ー ロ 牝3栗 54 国分 恭介阿部榮乃進氏 加用 正 厚真 阿部 栄乃進 466＋ 41：13．43� 60．4�
816 タマモイットウセイ 牡3青 56 古川 吉洋タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 470－10 〃 ハナ 80．0�
611 ダイメイイースター 牝3黒鹿54 福永 祐一宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 452＋ 4 〃 アタマ 2．9�
48 メイショウフジタカ 牡3鹿 56 酒井 学松本 好�氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 478－141：13．5クビ 75．1	
714 ハクアイゴジロー 牡3栗 56

53 ▲小沢 大仁 �H.Iコーポレーション 松永 昌博 新冠 村上 欽哉 512－ 21：13．81� 6．1

24 リバースレー 牝3黒鹿54 横山 和生 �シルクレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B492－16 〃 ハナ 22．9�
36 グリントスター 牡3栗 56 坂井 瑠星田島 政光氏 吉田 直弘 日高 モリナガファーム 450－ 8 〃 ハナ 193．7
612 ランペロニキ 牡3鹿 56 川島 信二�リーヴァ 矢作 芳人 洞�湖 レイクヴィラファーム 538 ―1：14．22� 28．9�
510 ド ロ ー ム 牝3芦 54 横山 武史 �ビッグレッドファーム 飯田 雄三 浦河 荻伏三好フ

アーム 466± 01：14．3� 8．8�
713 グランドリビア 牡3栗 56 団野 大成田畑 利彦氏 新谷 功一 浦河 多田 善弘 492 ―1：14．51� 323．5�
23 サンマルレジェンド 牡3黒鹿56 幸 英明相馬 勇氏 大橋 勇樹 浦河 谷川牧場 464 ― 〃 クビ 7．3�
35 マジックランプ 牝3黒鹿54 国分 優作三宅 勝俊氏 服部 利之 新冠 松浦牧場 482＋ 21：14．81� 402．3�
59 タマモナセバナル 牡3栗 56

53 ▲松本 大輝タマモ� 大橋 勇樹 新ひだか 泊 寿幸 460± 01：14．9� 576．3�
47 ハ ジ ヲ シ レ 牝3黒鹿54 小崎 綾也内田 玄祥氏 牧田 和弥 新冠 三村 卓也 450＋ 81：15．75 380．8�
11 ジャグリング 牝3鹿 54 北村 友一中村 祐子氏 茶木 太樹 日高 シンボリ牧場 472－ 2 （競走中止） 41．7�
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売 得 金
単勝： 29，322，700円 複勝： 42，794，900円 枠連： 7，987，700円
馬連： 53，177，800円 馬単： 23，645，000円 ワイド： 41，575，900円
3連複： 87，137，900円 3連単： 100，711，100円 計： 386，353，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 160円 � 920円 � 970円 枠 連（1－8） 3，070円

馬 連 �� 9，250円 馬 単 �� 14，180円

ワ イ ド �� 2，580円 �� 2，470円 �� 11，890円

3 連 複 ��� 83，250円 3 連 単 ��� 314，720円

票 数

単勝票数 計 293227 的中 � 79810（1番人気）
複勝票数 計 427949 的中 � 96301（2番人気）� 9858（9番人気）� 9349（10番人気）
枠連票数 計 79877 的中 （1－8） 2015（11番人気）
馬連票数 計 531778 的中 �� 4452（22番人気）
馬単票数 計 236450 的中 �� 1250（37番人気）
ワイド票数 計 415759 的中 �� 4182（25番人気）�� 4373（21番人気）�� 888（57番人気）
3連複票数 計 871379 的中 ��� 785（122番人気）
3連単票数 計1007111 的中 ��� 232（505番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―11．9―12．1―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．7―35．6―47．7―59．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロードサージュ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2020．10．4 中京13着

2018．4．3生 牡3栗 母 リラコサージュ 母母 サッカーマム 7戦1勝 賞金 8，560，000円
〔競走中止〕 ジャグリング号は，向正面で，内側に斜行した「サンマルレジェンド」号に触れ，転倒したため競走中止。
〔制裁〕 ロメーロ号の調教師加用正は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。

サンマルレジェンド号の騎手幸英明は，向正面で内側に斜行したことについて令和3年5月15日の騎乗を停止。（被害馬：1
番）

〔調教再審査〕 サンマルレジェンド号は，向正面で内側に逃避したことについて平地調教再審査。
〔3走成績による出走制限〕 マジックランプ号・タマモナセバナル号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年7月2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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ヒデノペリドット号・マラムレシュ号
（非抽選馬） 5頭 アイファーラクーン号・テイエムグレイト号・ティーストーク号・ミキノバスドラム号・ルーリング号

第２回 阪神競馬 第１２日



09135 5月2日 曇 稍重 （3阪神2） 第12日 第3競走 2，000�3歳未勝利
発走11時05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

22 エイシンティップス 牡3黒鹿56 C．ルメール�栄進堂 大久保龍志 浦河 栄進牧場 472＋ 42：08．2 1．6�
610 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 492＋ 22：09．58 13．2�
11 エリカブライト 牝3鹿 54 川田 将雅三木 正浩氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 448＋ 4 〃 クビ 6．8�
59 タガノポルトロン 牡3青鹿56 古川 吉洋八木 良司氏 �島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 470－ 22：09．71� 89．2�
46 ウインヴァカンス 牝3栗 54 横山 武史�ウイン 寺島 良 新冠 コスモヴューファーム 452＋ 82：10．44 26．5�
815 シダデカサドール 牡3鹿 56 小崎 綾也一村 哲也氏 小崎 憲 日高 高山牧場 472± 0 〃 クビ 11．5	
47 プレリュード 牝3黒鹿54 団野 大成�ノースヒルズ 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 426－ 42：10．5クビ 73．6

23 グランツエクラ 牡3黒鹿56 酒井 学岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 新冠 協和牧場 484－ 42：10．81� 81．1�
58 ガ テ ィ ッ ト 牡3黒鹿 56

53 ▲松本 大輝橋場 勇二氏 宮 徹 日高 庄野牧場 428± 02：11．01� 238．9�
34 テイエムジャガー �3青 56 福永 祐一竹園 正繼氏 四位 洋文 新冠 タニグチ牧場 494－ 42：11．53 14．1
713 クローヴィス 牡3鹿 56 坂井 瑠星 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 468－ 82：12．24 12．2�
35 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 504－ 22：12．73� 22．0�
712 ラ ン ツ ァ 牡3黒鹿56 和田 竜二�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 平山牧場 B480＋ 42：13．44 273．5�
814 ワイディドゥバイ 牡3鹿 56 川島 信二安田 一彦氏 新谷 功一 新ひだか 平野牧場 488＋ 42：13．5クビ 84．6�
611 ウインガヴァナー 牡3黒鹿56 藤岡 康太�ウイン 西園 正都 浦河 笹島 政信 B492± 02：14．03 35．1�
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売 得 金
単勝： 37，300，900円 複勝： 102，933，900円 枠連： 11，390，400円
馬連： 55，791，000円 馬単： 35，829，000円 ワイド： 61，396，300円
3連複： 100，575，100円 3連単： 142，056，900円 計： 547，273，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 250円 � 190円 枠 連（2－6） 720円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 1，090円

ワ イ ド �� 430円 �� 280円 �� 1，680円

3 連 複 ��� 2，520円 3 連 単 ��� 6，590円

票 数

単勝票数 計 373009 的中 � 185173（1番人気）
複勝票数 計1029339 的中 � 606082（1番人気）� 47848（5番人気）� 68624（3番人気）
枠連票数 計 113904 的中 （2－6） 12247（4番人気）
馬連票数 計 557910 的中 �� 52798（4番人気）
馬単票数 計 358290 的中 �� 24592（4番人気）
ワイド票数 計 613963 的中 �� 36854（4番人気）�� 62702（1番人気）�� 8121（21番人気）
3連複票数 計1005751 的中 ��� 29901（6番人気）
3連単票数 計1420569 的中 ��� 15609（13番人気）

ハロンタイム 13．0―11．2―11．6―13．9―12．4―12．8―13．3―13．3―13．2―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．2―35．8―49．7―1：02．1―1：14．9―1：28．2―1：41．5―1：54．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．3―3F40．0
1
3

・（14，11，15）－（4，5）－（1，10）（2，7，13）（6，9）（3，8）＝12
11，15（5，10）1，2－（14，13）（4，3，7，6）（8，9）＝12

2
4

・（14，11）15－（4，5）10，1（2，7，13）（3，6，9）8－12・（15，5，10）2，1－11，6（13，9）（4，3，7）8＝14，12
勝馬の
紹 介

エイシンティップス �
�
父 トーセンジョーダン �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2021．2．21 阪神2着

2018．2．28生 牡3黒鹿 母 エーシンエムディー 母母 エイシンルーデンス 3戦1勝 賞金 9，500，000円
〔騎手変更〕 エリカブライト号の騎手北村友一は，第2競走での落馬負傷のため川田将雅に変更。

09136 5月2日 小雨 良 （3阪神2） 第12日 第4競走 2，400�3歳未勝利
発走11時35分 （芝・右・外）

負担重量は，馬齢重量

本 賞 3，550，000
3，550，000

円
円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
2：24．1
2：20．6

良
良

33 サツキハピネス 牝3黒鹿54 幸 英明小野 博郷氏 寺島 良 新ひだか タガミファーム 442＋ 42：29．4 2．2�
67 レシャバール 牡3鹿 56 川田 将雅�G1レーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム 482－ 2 〃 同着 1．7�
56 ケンハービンジャー 牡3鹿 56 浜中 俊中西 宏彰氏 本田 優 浦河 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 434± 02：29．61� 17．3�
79 ギブンアンソート 牝3栗 54 団野 大成 �社台レースホース斉藤 崇史 千歳 社台ファーム 476－ 4 〃 アタマ 12．4�
55 ヒロシゲサファイア 牝3鹿 54

53 ☆富田 暁阿尾 浩和氏 武 英智 新ひだか 岡田牧場 426－ 42：29．7� 40．7	
710 クイーンネモシン 牝3黒鹿54 国分 優作星加 浩一氏 坂口 智康 様似 富田 恭司 428－ 22：29．91� 159．8

11 アレヴィクトワール 牝3黒鹿54 藤岡 康太岡田 牧雄氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 488＋ 82：30．64 38．7�
812 ショレアドルチェ 牝3鹿 54 小崎 綾也 �YGGホースクラブ 寺島 良 日高 奥山 博 434－ 82：31．02� 164．3�
44 サ ン マ ッ ハ �3黒鹿 56

53 ▲小沢 大仁山田 裕仁氏 松下 武士 新冠 三村 卓也 456＋ 22：31．11 241．3
811 ウインバシリス 牝3黒鹿54 酒井 学�ウイン 加用 正 浦河 日の出牧場 446± 02：36．4大差 241．5�
22 リーゼントセレーネ 牝3栗 54 坂井 瑠星三浦 大輔氏 矢作 芳人 浦河 栄進牧場 496 ―2：37．03� 38．2�

（11頭）
68 トラウンシュタイン 牡3鹿 56 和田 竜二�G1レーシング 奥村 豊 安平 追分ファーム 446± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 33，903，000円 複勝： 60，947，000円 枠連： 7，418，600円
馬連： 32，620，900円 馬単： 21，051，500円 ワイド： 27，185，800円
3連複： 37，670，700円 3連単： 70，344，000円 計： 291，141，500円

払戻金・
給付金

単 勝 �
�

110円
110円 複 勝 �

�
110円
110円 � 150円 枠 連（3－6） 190円

馬 連 �� 200円 馬 単 ��
��

220円
150円

ワ イ ド �� 120円 ��
��

320円
240円

3 連 複 ��� 470円 3 連 単 ���
���

1，000円
660円

票 数

単勝票数 差引計 339030（返還計 59480） 的中 � 119583（2番人気）� 155712（1番人気）
複勝票数 差引計 609470（返還計 77523） 的中 � 97151（2番人気）� 397296（1番人気）� 30282（3番人気）
枠連票数 差引計 74186（返還計 14968） 的中 （3－6） 30077（1番人気）
馬連票数 差引計 326209（返還計192120） 的中 �� 125609（1番人気）
馬単票数 差引計 210515（返還計114158） 的中 �� 31621（2番人気）�� 55417（1番人気）
ワイド票数 差引計 271858（返還計151333） 的中 �� 76920（1番人気）�� 16344（5番人気）�� 24248（3番人気）
3連複票数 差引計 376707（返還計445951） 的中 ��� 59206（2番人気）
3連単票数 差引計 703440（返還計891028） 的中 ��� 24972（5番人気）��� 38828（2番人気）

ハロンタイム 13．0―11．4―13．1―13．1―12．6―12．6―13．0―13．0―12．7―11．8―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．0―24．4―37．5―50．6―1：03．2―1：15．8―1：28．8―1：41．8―1：54．5―2：06．3―2：17．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．6―3F34．9
1
3
1，2（5，6，7）（3，12）9－4－10－11
1，2（5，6，7）（3，12）（9，4）－10－11

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サツキハピネス �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．12．26 阪神8着

2018．5．6生 牝3黒鹿 母 ハッピーユーゲント 母母 プ ン テ ィ ラ 5戦1勝 賞金 7，220，000円
レシャバール �

�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2020．11．7 阪神4着

2018．3．20生 牡3鹿 母 オリエントチャーム 母母 ニ キ ー ヤ 3戦1勝 賞金 5，420，000円
〔競走除外〕 トラウンシュタイン号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リーゼントセレーネ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年6月2日まで平地競

走に出走できない。
ウインバシリス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年7月2日まで平地競走
に出走できない。

※出走取消馬 キーストーリー号（疾病〔右後肢フレグモーネ〕のため）
※ウインバシリス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



09137 5月2日 小雨 良 （3阪神2） 第12日 第5競走 ��
��1，400�3歳1勝クラス

発走12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

57 ス ン リ 牝3鹿 54 C．ルメール 白 日光氏 清水 久詞 新冠 石郷岡 五月 B470＋ 41：21．0 5．8�
11 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± 0 〃 アタマ 13．6�
812 ウインアキレウス 牡3鹿 56 和田 竜二�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 482＋ 2 〃 ハナ 6．5�
68 ヴェールクレール 牝3黒鹿54 池添 謙一 �シルクレーシング 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 468＋ 6 〃 クビ 5．0�
44 ジャカランダレーン 牝3黒鹿54 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム 446＋ 8 〃 ハナ 4．2	
813 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 410＋ 61：21．1クビ 24．6

33 クァンタムレルム 牝3栗 54 藤岡 康太ゴドルフィン 石橋 守 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 448－101：21．52� 17．0�
45 ヤマニンルリュール 牝3鹿 54

53 ☆富田 暁土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 462＋10 〃 クビ 9．2�
22 トーカイキング 牡3栗 56 横山 武史田畑 富子氏 茶木 太樹 新冠 ハクツ牧場 444＋ 81：21．7� 44．4
711 ミッキークイック 牡3青鹿56 団野 大成野田みづき氏 大久保龍志 浦河 有限会社

吉田ファーム 498＋ 21：21．8� 66．4�
56 	 トップスターサン 牡3黒鹿54 福永 祐一吉田 和美氏 池添 学 豪

Yarraman Park Stud
Pty Ltd, A Mitchell,
E & J Rea

492＋ 41：22．22� 13．6�
710	 オンラインドリーム 牝3黒鹿54 武 豊吉田 千津氏 武 幸四郎 英 Teruya

Yoshida 416＋ 41：22．3クビ 15．7�
69 タイセイグラシア 牝3黒鹿54 坂井 瑠星田中 成奉氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 430－ 41：22．83 26．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 49，449，700円 複勝： 77，616，300円 枠連： 13，849，900円
馬連： 87，669，700円 馬単： 33，922，000円 ワイド： 84，220，400円
3連複： 141，705，600円 3連単： 140，918，600円 計： 629，352，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 210円 � 340円 � 280円 枠 連（1－5） 2，460円

馬 連 �� 3，090円 馬 単 �� 5，630円

ワ イ ド �� 1，160円 �� 940円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 8，310円 3 連 単 ��� 44，490円

票 数

単勝票数 計 494497 的中 � 67475（3番人気）
複勝票数 計 776163 的中 � 105574（3番人気）� 54683（6番人気）� 72167（4番人気）
枠連票数 計 138499 的中 （1－5） 4351（10番人気）
馬連票数 計 876697 的中 �� 21948（10番人気）
馬単票数 計 339220 的中 �� 4518（16番人気）
ワイド票数 計 842204 的中 �� 18663（10番人気）�� 23285（6番人気）�� 15623（15番人気）
3連複票数 計1417056 的中 ��� 12786（23番人気）
3連単票数 計1409186 的中 ��� 2296（123番人気）

ハロンタイム 12．2―10．4―11．0―11．4―12．0―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．6―33．6―45．0―57．0―1：08．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．4―3F36．0
3 7（2，10）9，1，12，4，8－6（3，11，13）－5 4 7，10（2，9）（1，12）（4，8）（3，6，13）（11，5）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ス ン リ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2020．8．15 小倉17着

2018．2．2生 牝3鹿 母 ホットマンボ 母母 A. O. L. Hayes 10戦2勝 賞金 24，874，000円
〔騎手変更〕 トーカイキング号の騎手北村友一は，第2競走での落馬負傷のため横山武史に変更。

09138 5月2日 小雨 稍重 （3阪神2） 第12日 第6競走 ��1，800�4歳以上1勝クラス
発走12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

811� ラヴネヴァーエンズ 牡4黒鹿57 横山 和生ゴドルフィン 安田 翔伍 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 522－ 41：53．3 3．4�

56 マジックスピーチ 牡4黒鹿57 藤岡 佑介前田 幸治氏 飯田 祐史 浦河 日の出牧場 474－ 4 〃 クビ 1．8�
44 � ヤンヤノカッサイ 牡4鹿 57 戸崎 圭太トニー倶楽部 森 秀行 様似 猿倉牧場 512－101：54．25 17．4�
22 キングリスティア �5青 57

56 ☆富田 暁廣崎 利洋氏 河内 洋 新冠 川上牧場 522＋121：54．52 12．8�
79 � ラヴィッスマン 牡5鹿 57 団野 大成 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 坂口 智康 浦河 辻 牧場 534－ 81：54．6� 82．3�
710� クリノウマーベラス �4鹿 57 幸 英明栗本 守氏 大橋 勇樹 新ひだか 千代田牧場 534－ 21：54．91� 11．4	
55 グレートベースン 牡5青鹿57 	島 克駿桑畑 
信氏 橋口 慎介 日高 浜本牧場 518＋ 21：55．0
 86．3�
11 アルマトップエンド 牡6栗 57

54 ▲小沢 大仁コウトミックレーシング 佐々木晶三 新ひだか タツヤファーム 508＋ 21：55．63
 32．4�
67 ボーイズオブサマー �5栗 57 酒井 学 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 畑端 省吾 新ひだか 岡田スタツド B502＋ 41：55．7
 266．5
68 クリノナイスガイ �4栗 57

54 ▲松本 大輝栗本 博晴氏 橋田 満 浦河 ダイヤモンドファーム 466－ 61：56．01� 70．1�
812� アイロンワークス 牡4鹿 57 藤岡 康太ゴドルフィン 高橋 義忠 英 Usk Val-

ley Stud 482＋121：56．1
 17．5�
33 ヤマニンスプレモ 牡5青鹿57 横山 武史土井 肇氏 茶木 太樹 新冠 錦岡牧場 476－ 21：56．63 13．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 39，610，500円 複勝： 70，382，900円 枠連： 10，652，600円
馬連： 69，920，200円 馬単： 39，107，000円 ワイド： 60，599，900円
3連複： 109，710，000円 3連単： 168，749，400円 計： 568，732，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 160円 � 110円 � 220円 枠 連（5－8） 360円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 780円

ワ イ ド �� 230円 �� 800円 �� 450円

3 連 複 ��� 1，420円 3 連 単 ��� 5，770円

票 数

単勝票数 計 396105 的中 � 92466（2番人気）
複勝票数 計 703829 的中 � 78274（2番人気）� 343105（1番人気）� 44997（5番人気）
枠連票数 計 106526 的中 （5－8） 22411（1番人気）
馬連票数 計 699202 的中 �� 132128（1番人気）
馬単票数 計 391070 的中 �� 37424（2番人気）
ワイド票数 計 605999 的中 �� 77309（1番人気）�� 17045（12番人気）�� 32591（5番人気）
3連複票数 計1097100 的中 ��� 57768（4番人気）
3連単票数 計1687494 的中 ��� 21191（13番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．7―38．3―50．7―1：03．0―1：15．3―1：28．0―1：40．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．3―3F38．0
1
3
10，4（3，8）－（1，12，9）5，6，7，2，11・（10，4）9，3，12－（8，5，6）11（1，7，2）

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

勝馬の
紹 介

�ラヴネヴァーエンズ �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Distorted Humor

2017．4．1生 牡4黒鹿 母 アフェクショネット 母母 Loving Kindness 3戦1勝 賞金 7，600，000円
初出走 JRA

〔その他〕 ラヴネヴァーエンズ号は，競走中に疾病〔鼻出血（2回目）〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ラヴネヴァーエンズ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年7月2日まで出走できない。



09139 5月2日 曇 稍重 （3阪神2） 第12日 第7競走 1，400�4歳以上1勝クラス
発走13時25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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

55 � ア マ ー ビ レ 牝4黒鹿55 戸崎 圭太安原 浩司氏 西村 真幸 新ひだか 岡田牧場 484＋ 61：24．8 4．5�
33 ル ー ア ン 牝5芦 55 太宰 啓介下河辺俊行氏 奥村 豊 日高 下河辺牧場 494± 01：24．9� 11．1�
44 ミッキーマラン 牡6芦 57 酒井 学三木 久史氏 長谷川浩大 浦河 宮内牧場 B476－ 61：25．11� 40．3�
89 � ゼットセントラル �5黒鹿57 松若 風馬高橋 悦見氏 平田 修 新冠 小泉牧場 500－ 41：25．84 3．8�
77 � ホウオウソルジャー 牡5芦 57 川島 信二小笹 芳央氏 新谷 功一 千歳 社台ファーム 472－ 21：26．01 78．6�
88 � リ ゼ 牝5栗 55 坂井 瑠星岡田 牧雄氏 田中 清隆 新ひだか 岡田スタツド B450＋ 21：26．21� 119．9�
22 メイショウコミチ 牝5鹿 55

52 ▲小沢 大仁松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 454＋ 61：26．51� 28．2	
66 ラスティングラヴ 牝4鹿 55 和田 竜二水上ふじ子氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 516－ 61：26．82 13．7

11 トモジャアルマンド 牡4鹿 57 幸 英明吉冨 学氏 大根田裕之 浦河 丸村村下

ファーム 494＋ 41：28．39 1．9�
（9頭）

売 得 金
単勝： 36，103，200円 複勝： 47，313，800円 枠連： 8，275，500円
馬連： 53，536，800円 馬単： 36，803，800円 ワイド： 45，924，700円
3連複： 75，482，500円 3連単： 174，995，300円 計： 478，435，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 210円 � 290円 � 660円 枠 連（3－5） 2，240円

馬 連 �� 2，300円 馬 単 �� 4，060円

ワ イ ド �� 600円 �� 1，170円 �� 2，260円

3 連 複 ��� 12，370円 3 連 単 ��� 46，330円

票 数

単勝票数 計 361032 的中 � 64034（3番人気）
複勝票数 計 473138 的中 � 70529（2番人気）� 42511（4番人気）� 15688（7番人気）
枠連票数 計 82755 的中 （3－5） 2856（8番人気）
馬連票数 計 535368 的中 �� 17980（8番人気）
馬単票数 計 368038 的中 �� 6798（14番人気）
ワイド票数 計 459247 的中 �� 20929（6番人気）�� 9943（14番人気）�� 5000（19番人気）
3連複票数 計 754825 的中 ��� 4573（33番人気）
3連単票数 計1749953 的中 ��� 2738（117番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．7―34．2―46．6―59．2―1：11．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ア マ ー ビ レ �

父 キ ズ ナ �


母父 キングカメハメハ

2017．3．23生 牝4黒鹿 母 ニシノフェミニン 母母 ニシノファイナル 7戦1勝 賞金 10，600，000円
地方デビュー 2020．8．18 門別

〔騎手変更〕 ラスティングラヴ号の騎手北村友一は，第2競走での落馬負傷のため和田竜二に変更。

09140 5月2日 曇 良 （3阪神2） 第12日 第8競走 1，800�
ほ う ら い き ょ う

� � 峡 特 別
発走13時55分 （芝・右・外）

牝，4歳以上，2勝クラス；負担重量は，55�
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 182，000円 52，000円 26，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

11 レッドフラヴィア 牝4栗 55 C．ルメール �東京ホースレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム B506＋ 41：45．5 5．2�
22 エレヴァテッツァ 牝4鹿 55 福永 祐一 �サンデーレーシング 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492＋ 21：45．92 2．9�
77 ラヴユーライヴ 牝4鹿 55 坂井 瑠星吉田 勝己氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 428－ 41：46．0� 4．1�
66 フ ラ ル 牝5鹿 55 酒井 学�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 480＋ 61：46．21� 101．0�
55 ハローユニコーン 牝7鹿 55 団野 大成 �CHEVAL AT-

TACHE �島 一歩 浦河 村下 明博 478＋ 6 〃 ハナ 66．8	
44 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－ 41：46．3� 6．5

88 � ア ト ミ カ 牝6鹿 55 �島 克駿東堂レーシング 笹田 和秀 新ひだか フジワラフアーム 452＋ 21：46．4クビ 19．7�
33 ク ロ ウ エ ア 牝5黒鹿55 藤岡 康太 �キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 478＋161：46．61� 3．9�

（8頭）

売 得 金
単勝： 51，237，100円 複勝： 56，023，500円 枠連： 発売なし
馬連： 79，805，300円 馬単： 39，403，800円 ワイド： 54，106，400円
3連複： 100，597，500円 3連単： 200，532，000円 計： 581，705，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 160円 � 120円 � 130円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，610円

ワ イ ド �� 300円 �� 400円 �� 210円

3 連 複 ��� 900円 3 連 単 ��� 5，360円

票 数

単勝票数 計 512371 的中 � 77884（4番人気）
複勝票数 計 560235 的中 � 74091（5番人気）� 134039（1番人気）� 111664（2番人気）
馬連票数 計 798053 的中 �� 79012（3番人気）
馬単票数 計 394038 的中 �� 18286（7番人気）
ワイド票数 計 541064 的中 �� 44899（4番人気）�� 31056（7番人気）�� 74421（1番人気）
3連複票数 計1005975 的中 ��� 83158（3番人気）
3連単票数 計2005320 的中 ��� 27084（16番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―11．1―12．0―12．4―11．9―11．0―11．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．5―34．6―46．6―59．0―1：10．9―1：21．9―1：33．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドフラヴィア 
�
父 ダイワメジャー 

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2019．11．24 京都1着

2017．4．16生 牝4栗 母 レッドメデューサ 母母 Catchascatchcan 8戦3勝 賞金 32，692，000円
〔騎手変更〕 レッドフラヴィア号の騎手北村友一は，第2競走での落馬負傷のためC．ルメールに変更。



09141 5月2日 曇 良 （3阪神2） 第12日 第9競走 ��
��1，400�

さ ん よ う

山 陽 特 別
発走14時25分 （芝・右）
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 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．2
1：19．0

良
良

22 キュールエサクラ 牝5青鹿55 藤岡 佑介岡本 良三氏 中尾 秀正 安平 追分ファーム 496－ 21：20．5 14．9�
33 ゴールドティア 牝4鹿 55 川田 将雅 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム B474± 01：20．81� 4．6�
11 プレシオーソ 牡4黒鹿57 戸崎 圭太 �カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 新ひだか 藤原牧場 474＋ 2 〃 クビ 4．2�
69 チュウワノキセキ 牡4鹿 57 武 豊中西 忍氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム B476± 01：21．11� 3．4�
814 ミッキーバディーラ 牝5鹿 55 和田 竜二野田みづき氏 音無 秀孝 新ひだか 千代田牧場 484＋ 61：21．62	 5．7	
46 ダノンシティ 牡5鹿 57 
島 克駿�ダノックス 橋口 慎介 新ひだか ケイアイファーム 480－ 61：21．81	 18．2

610 メイショウカミシマ 牡7黒鹿57 藤岡 康太松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 岡田牧場 470＋14 〃 ハナ 47．1�
58 ウインスピリタス 牡5鹿 57 松若 風馬�ウイン 長谷川浩大 新ひだか 神垣 道弘 492＋ 21：22．01 134．2�
45 メメントモリ 牝4鹿 55 福永 祐一吉田 勝己氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 474± 01：22．32 9．3
712� ドリームアロー 牡7鹿 57 小崎 綾也吉田 勝利氏 村山 明 日高 出口牧場 420± 01：22．62 542．8�
711 ベッラヴォルタ 牝4栗 55 坂井 瑠星ディアレストクラブ� 加用 正 新ひだか 前田ファーム 490＋101：23．02	 74．7�
813 エーティーメジャー 牡4鹿 57 竹之下智昭荒木 徹氏 四位 洋文 むかわ 上水牧場 486－101：23．1クビ 164．0�
57 � ニシノアップルパイ 牡7鹿 57 幸 英明西山 茂行氏 新谷 功一 新ひだか 棚川 光男 508± 01：23．31	 28．9�
34 ストラトスフィア 牝5鹿 55 酒井 学�フクキタル 
島 一歩 新冠 パカパカ

ファーム 474± 01：23．51	 56．6�
（14頭）

売 得 金
単勝： 51，772，200円 複勝： 77，614，000円 枠連： 16，509，300円
馬連： 121，984，100円 馬単： 43，545，500円 ワイド： 84，487，400円
3連複： 174，658，300円 3連単： 205，036，200円 計： 775，607，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，490円 複 勝 � 400円 � 190円 � 170円 枠 連（2－3） 3，740円

馬 連 �� 3，380円 馬 単 �� 8，870円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 1，240円 �� 460円

3 連 複 ��� 5，500円 3 連 単 ��� 40，520円

票 数

単勝票数 計 517722 的中 � 27686（6番人気）
複勝票数 計 776140 的中 � 39407（6番人気）� 113055（4番人気）� 138396（2番人気）
枠連票数 計 165093 的中 （2－3） 3418（13番人気）
馬連票数 計1219841 的中 �� 27897（13番人気）
馬単票数 計 435455 的中 �� 3681（33番人気）
ワイド票数 計 844874 的中 �� 17889（13番人気）�� 16867（15番人気）�� 50062（5番人気）
3連複票数 計1746583 的中 ��� 23806（19番人気）
3連単票数 計2050362 的中 ��� 3668（149番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．6―33．6―45．0―56．4―1：08．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キュールエサクラ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Gone West デビュー 2018．10．13 京都2着

2016．2．12生 牝5青鹿 母 インコグニート 母母 デインスカヤ 8戦3勝 賞金 31，058，000円
〔騎手変更〕 ゴールドティア号の騎手北村友一は，第2競走での落馬負傷のため川田将雅に変更。
〔発走状況〕 チュウワノキセキ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

09142 5月2日 晴 稍重 （3阪神2） 第12日 第10競走
ウインズ京都開設70周年記念

��
��1，400�

た ん ご

端午ステークス
発走15時00分 （ダート・右）
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1，400万
円毎1�増，�：馬齢重量，GⅠ競走1着馬2�増，GⅡ競走またはGⅢ競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 18，000，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，800，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000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 ルーチェドーロ 牡3栗 56 戸崎 圭太ディアレストクラブ� 高橋 裕 新冠 アラキフアーム B494－ 21：23．5 12．9�
612 レ デ ィ バ グ 牝3青鹿54 酒井 学 �ゴールドアップ・

カンパニー 北出 成人 新ひだか ゴールドアップカンパニー 450＋101：23．81	 5．6�
611 スマッシャー 牡3鹿 56 坂井 瑠星 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 吉岡 辰弥 浦河 宮内牧場 470＋ 41：23．9クビ 9．5�
23 ゲンパチフォルツァ 牡3鹿 56 C．ルメール 平野 武志氏 堀井 雅広 新ひだか 飛野牧場 498± 01：24．53
 7．4�
815 クインズメリッサ 牝3鹿 54 藤懸 貴志 �ケイアイスタリオン 宮本 博 新冠 新冠橋本牧場 460－ 61：24．6
 54．5�
36 デュアリスト 牡3栗 57 福永 祐一 	サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 486－12 〃 クビ 4．1

59 スペクタクル 牡3栗 56 横山 武史佐々木雄二氏 武藤 善則 新ひだか 橋本牧場 492± 0 〃 クビ 63．4�
713 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 496－ 41：24．91
 5．9�
510 フルヴォート 牡3鹿 56 川田 将雅 	キャロットファーム 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 484－ 8 〃 クビ 4．1
35 ゼンノアンジュ 牝3鹿 54 �島 克駿大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 川島牧場 492＋ 21：25．85 78．0�
816 ペプチドサンライズ 牡3鹿 56 富田 暁沼川 一彦氏 木原 一良 日高 ファーミングヤナキタ 446－ 21：26．22
 42．7�
714 ショウナンバサロ 牡3芦 56 浜中 俊国本 哲秀氏 吉村 圭司 むかわ 上水牧場 470－ 81：26．3クビ 218．2�
24 ラストサムライ 牡3芦 56 内田 博幸玉腰 勇吉氏 栗田 徹 浦河 三嶋牧場 468± 01：26．4	 79．8�
48 ラストリージョ 牝3鹿 54 国分 優作 �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 454＋ 81：27．14 334．5�
12 ミコブラック 牝3青鹿54 幸 英明古賀 慎一氏 浅見 秀一 日高 シンボリ牧場 476－ 81：27．95 286．1�
11 ハコダテブショウ 牡3鹿 56 和田 竜二河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 B484－ 41：29．28 84．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 101，032，400円 複勝： 144，640，400円 枠連： 32，305，300円
馬連： 224，238，300円 馬単： 77，498，300円 ワイド： 150，648，700円
3連複： 323，561，400円 3連単： 359，472，700円 計： 1，413，397，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，290円 複 勝 � 330円 � 240円 � 270円 枠 連（4－6） 3，350円

馬 連 �� 3，950円 馬 単 �� 9，620円

ワ イ ド �� 1，210円 �� 1，950円 �� 940円

3 連 複 ��� 12，760円 3 連 単 ��� 84，860円

票 数

単勝票数 計1010324 的中 � 62633（7番人気）
複勝票数 計1446404 的中 � 105856（7番人気）� 167651（4番人気）� 144144（6番人気）
枠連票数 計 323053 的中 （4－6） 7455（15番人気）
馬連票数 計2242383 的中 �� 43994（17番人気）
馬単票数 計 774983 的中 �� 6036（38番人気）
ワイド票数 計1506487 的中 �� 32136（17番人気）�� 19392（21番人気）�� 41869（13番人気）
3連複票数 計3235614 的中 ��� 19009（38番人気）
3連単票数 計3594727 的中 ��� 3071（249番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．5―33．5―45．2―57．3―1：10．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F38．3
3 ・（6，15）14，5（1，9，16）（10，7）（3，12）11，8，4，13－2 4 6，15，14（5，16）9，7－（10，12）（3，11）1，8，13，4＝2

勝馬の
紹 介

ルーチェドーロ �
�
父 マ ク フ ィ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2020．6．27 函館1着

2018．3．22生 牡3栗 母 ア ラ フ ネ 母母 サイレンスマンボウ 4戦2勝 賞金 40，193，000円
［他本会外：3戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔騎手変更〕 デュアリスト号の騎手北村友一は，第2競走での落馬負傷のため福永祐一に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミコブラック号・ハコダテブショウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年6月

2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。
（非抽選馬） 1頭 タマモヒメギミ号

２レース目



09143 5月2日 晴 良 （3阪神2） 第12日 第11競走 ��
��3，200�第163回天 皇 賞 （ 春 ）（ＧⅠ）

発走15時40分 （芝・右・外内）
4歳以上；負担重量は，58�，牝馬2�減

天皇賞・日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 150，000，000円 60，000，000円 38，000，000円 23，000，000円 15，000，000円
付 加 賞 3，570，000円 1，020，000円 510，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � 基準タイム

中央レコード
レースレコード

3：14．9
3：12．5
3：12．5

良
良
良

11 ワールドプレミア 牡5黒鹿58 福永 祐一大塚 亮一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 486－ 23：14．7レコード 5．2�
612 ディープボンド 牡4青鹿58 和田 竜二前田 晋二氏 大久保龍志 新冠 村田牧場 502± 03：14．8� 3．6�
23 カレンブーケドール 牝5鹿 56 戸崎 圭太鈴木 隆司氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 480＋ 23：15．22 7．3�
12 アリストテレス 牡4鹿 58 C．ルメール 近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 474－ 6 〃 アタマ 3．8�
714 ウインマリリン 牝4栗 56 横山 武史�ウイン 手塚 貴久 新冠 コスモヴューファーム 462＋ 63：15．62	 22．7�
35 ディアスティマ 牡4青鹿58 坂井 瑠星 	サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム B488－10 〃 クビ 12．6

47 ユーキャンスマイル 牡6鹿 58 藤岡 佑介金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 510± 03：16．23	 12．0�
36 マ カ ヒ キ 牡8鹿 58 藤岡 康太金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 504＋ 23：16．52 98．4�
713 ナムラドノヴァン 牡6鹿 58 内田 博幸奈村 信重氏 杉山 晴紀 日高 いとう牧場 492± 03：16．6	 67．1
817 オーソリティ 牡4鹿 58 川田 将雅 	シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 506－ 43：16．7クビ 12．2�
816 メロディーレーン 牝5鹿 56 池添 謙一岡田 牧雄氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 342－ 43：17．44 154．9�
510 ゴ ー ス ト 
5芦 58 �島 克駿西村 健氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 496± 03：17．5	 142．1�
815 オセアグレイト 牡5鹿 58 横山 典弘 IHR 菊川 正達 新ひだか 下屋敷牧場 496± 0 〃 クビ 41．2�
611 メイショウテンゲン 牡5芦 58 酒井 学松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 470＋ 23：18．13	 126．5�
48 ディバインフォース 牡5鹿 58 武 豊吉田 晴哉氏 寺島 良 安平 追分ファーム 460－ 8 〃 ハナ 45．2�
24 シ ロ ニ イ 牡7白 58 松若 風馬金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B502－ 43：18．41� 182．3�
59 ジ ャ コ マ ル 牡7鹿 58 横山 和生晴間 芳次氏 松永 幹夫 新冠 新冠橋本牧場 464－ 43：19．67 153．9�

（17頭）

売 得 金
単勝： 897，314，200円 複勝： 915，415，200円 枠連： 503，807，700円 馬連： 2，502，821，000円 馬単： 914，491，600円
ワイド： 1，528，304，600円 3連複： 4，695，355，000円 3連単： 6，941，511，000円 5重勝： 800，498，400円 計： 19，699，518，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 160円 � 150円 � 200円 枠 連（1－6） 470円

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 2，220円

ワ イ ド �� 360円 �� 500円 �� 530円

3 連 複 ��� 2，040円 3 連 単 ��� 11，490円

5 重 勝
対象競走：東京10R／阪神10R／新潟11R／東京11R／阪神11R

キャリーオーバー なし����� 2，933，760円

票 数

単勝票数 計8973142 的中 � 1361054（3番人気）
複勝票数 計9154152 的中 � 1491062（2番人気）� 1775816（1番人気）� 1006798（4番人気）
枠連票数 計5038077 的中 （1－6） 822373（1番人気）
馬連票数 計25028210 的中 �� 2051927（2番人気）
馬単票数 計9144916 的中 �� 308920（5番人気）
ワイド票数 計15283046 的中 �� 1121387（1番人気）�� 760019（4番人気）�� 720884（5番人気）
3連複票数 計46953550 的中 ���1718391（2番人気）
3連単票数 計69415110 的中 ��� 437623（15番人気）
5重勝票数 計8004984 的中 ����� 191

ハロンタイム 12．8―11．3―11．7―11．9―12．1―11．9―11．8―12．1―13．1―12．6―12．1―12．0―11．9―12．1―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
12．8―24．1―35．8―47．7―59．8―1：11．7―1：23．5―1：35．6―1：48．7―2：01．3―2：13．4―2：25．4

2，600� 2，800� 3，000�
―2：37．3―2：49．4―3：01．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F49．3―3F37．4
1
�

5，9，3（4，12）－2－（1，14）（11，10）－（6，17）16，13－7，8，15
5，3，9，12（4，2）（6，1）14（11，10，17）13（7，16，15）－8

2
	
5，9（3，12）4，2－1（11，14）10（6，17）－16，13－7，8－15・（5，3）12（2，1）14（4，9，6，17）（7，13，15）（11，10）16，8

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ワールドプレミア �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Acatenango デビュー 2018．10．21 京都1着

2016．2．1生 牡5黒鹿 母 マ ン デ ラ 母母 Mandellicht 11戦4勝 賞金 455，943，000円
〔騎手変更〕 ディアスティマ号の騎手北村友一は，第2競走での落馬負傷のため坂井瑠星に変更。

09144 5月2日 小雨 稍重 （3阪神2） 第12日 第12競走 ��1，400�
てんまばし

天満橋ステークス
発走16時25分 （ダート・右）
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 371，000円 106，000円 53，000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 スズカフェスタ 牡6栗 54 国分 優作永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 斉藤英牧場 508＋ 81：23．9 47．0�
714 イ メ ル 牡5黒鹿56 C．ルメール �吉澤ホールディングス 音無 秀孝 浦河 村下 清志 488－ 61：24．11� 4．3�
48 キタサンタイドー 牡6黒鹿55 小牧 太�大野商事 清水 久詞 新冠 パカパカ

ファーム 520＋ 61：24．31� 14．6�
816 カフジキング 牡8鹿 55 浜中 俊加藤 守氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム 448－ 81：24．51 94．6�
47 ゴッドバンブルビー 牝5栗 54 藤岡 佑介中西 憲治氏 飯田 祐史 新冠 森永 聡 456－ 61：24．6� 7．1	
36 ディサーニング �6鹿 54 西村 太一ゴドルフィン 加藤 征弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 506－ 2 〃 アタマ 11．9

35 タガノプレトリア 牡6鹿 56 太宰 啓介八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 470± 0 〃 クビ 8．1�
611 ダイシンイナリ 牡4鹿 54 戸崎 圭太大八木信行氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 518－ 8 〃 アタマ 5．0�
510� ターゲリート 牡8黒鹿53 酒井 学�G1レーシング 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B494＋ 81：24．7クビ 142．1
24 メイショウハリオ 牡4栗 55 松若 風馬松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 504± 0 〃 ハナ 16．3�
612 ホッコーライデン 牡7黒鹿55 松田 大作北幸商事� 松永 康利 日高 川端 正博 528－ 21：25．02 20．1�
815 オーバーディリバー 牡5黒鹿55 横山 武史池谷 誠一氏 萩原 清 新冠 川島牧場 482± 01：25．21 5．5�
713 ハ ル サ カ エ 牝5鹿 52 坂井 瑠星齊藤 栄一氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 512＋ 21：25．3� 175．7�
59 アプルーヴァル 牡6鹿 54 和田 竜二近藤 英子氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 512± 01：25．61	 21．6�
23 カバジェーロ 牡4鹿 54 国分 恭介�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ B494± 01：25．81 74．4�
11 ロジペルレスト �6栗 53 団野 大成久米田正明氏 大竹 正博 新冠 須崎牧場 504－ 61：25．9	 82．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 154，274，700円 複勝： 223，327，200円 枠連： 66，213，500円
馬連： 324，206，200円 馬単： 116，482，600円 ワイド： 278，281，400円
3連複： 546，397，600円 3連単： 626，484，400円 計： 2，335，667，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，700円 複 勝 � 1，250円 � 220円 � 370円 枠 連（1－7） 5，760円

馬 連 �� 10，520円 馬 単 �� 26，000円

ワ イ ド �� 3，620円 �� 6，780円 �� 1，520円

3 連 複 ��� 49，080円 3 連 単 ��� 239，300円

票 数

単勝票数 計1542747 的中 � 26243（11番人気）
複勝票数 計2233272 的中 � 39051（11番人気）� 315842（2番人気）� 155251（7番人気）
枠連票数 計 662135 的中 （1－7） 8907（22番人気）
馬連票数 計3242062 的中 �� 23871（40番人気）
馬単票数 計1164826 的中 �� 3359（87番人気）
ワイド票数 計2782814 的中 �� 19696（42番人気）�� 10422（54番人気）�� 48151（19番人気）
3連複票数 計5463976 的中 ��� 8348（142番人気）
3連単票数 計6264844 的中 ��� 1898（730番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
11．9―22．8―34．4―46．4―58．7―1：10．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スズカフェスタ �
�
父 ナカヤマフェスタ �

�
母父 サウスヴィグラス デビュー 2018．2．10 京都8着

2015．3．27生 牡6栗 母 ディアマンボウ 母母 ラッシュトゥウィン 23戦4勝 賞金 57，455，000円
〔騎手変更〕 ダイシンイナリ号の騎手北村友一は，第2競走での落馬負傷のため戸崎圭太に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の25頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）25頭 アスタースウィング号・アールロッソ号・エクリリストワール号・エクレアスパークル号・オンザロックス号・

オーロラテソーロ号・クライシス号・コラルノクターン号・ゴールドラグーン号・サダムスキャット号・
サンライズナイト号・シェパードボーイ号・ジャスパーウィン号・シャドウハンター号・ツウカイウイング号・
デンコウリジエール号・ドウドウキリシマ号・トップオブメジャー号・ハイアーグラウンド号・フォルツァエフ号・
プロヴィデンス号・マラードザレコード号・モズダッシュスター号・モズレジーナ号・ワイドカント号

５レース目



（3阪神2）第12日 5月2日（日曜日） 曇時々雨一時晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 161頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

493，290，000円
2，950，000円
31，150，000円
6，820，000円
62，850，000円
8，000，000円
68，361，500円
5，029，000円
1，545，600円

勝馬投票券売得金
1，525，024，500円
1，978，126，000円
687，884，700円
3，657，755，700円
1，421，439，700円
2，468，925，100円
6，485，420，400円
9，325，027，700円
800，498，400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
5 重 勝
計 28，350，102，200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12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。



令和3年度 第2回阪神競馬 総計

競走回数 144回 出走延頭数 1，944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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

3，592，980，000円
58，070，000円
310，230，000円
66，070，000円
429，330，000円
14，000，000円
824，921，500円
61，327，000円
18，662，400円

勝馬投票券売得金
10，254，672，900円
14，431，468，900円
3，660，600，600円
20，902，717，500円
9，218，907，500円
14，878，968，000円
33，693，258，700円
51，175，281，600円
2，506，532，700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
5 重 勝
計 160，722，408，400円

総入場延人員 21，303名 （有料入場延人員 19，533名）

特 記 事 項
第2回阪神競馬第10日〜第12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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