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09037 4月4日 曇 良 （3阪神2） 第4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

46 ヴェールアップ 牝3芦 54 川田 将雅 �キャロットファーム 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 466－ 61：54．0 1．8�
610 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＋ 2 〃 クビ 2．3�
69 ウインブランカ 牝3芦 54 和田 竜二�ウイン 梅田 智之 日高 槇本牧場 B434－ 41：55．48 11．1�
11 ブリリアントウェイ 牝3鹿 54 松田 大作�杵臼牧場 武 英智 浦河 杵臼牧場 420－ 41：56．25 65．3�
813 コンジェラメント 牝3芦 54 柴山 雄一吉田 晴哉氏 武 幸四郎 安平 追分ファーム 450＋261：56．41� 49．7	
34 プレリュード 牝3黒鹿 54

50 ★永島まなみ�ノースヒルズ 高橋 康之 新冠 株式会社
ノースヒルズ 430± 01：56．5� 54．0


814 リリージャスパー 牝3鹿 54
53 ☆亀田 温心土井 孝夫氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 452－ 81：56．92� 38．1�

45 マルヨティアナ 牝3栗 54
51 ▲小沢 大仁野村 春行氏 牧田 和弥 日高 前野牧場 440－141：57．32� 263．6�

22 リ ナ ー シ ェ 牝3鹿 54
51 ▲西谷 凜広尾レース� 四位 洋文 浦河 桑田牧場 420＋ 81：57．72� 122．5

57 クリスバーグ 牝3鹿 54 藤井勘一郎大戸 志浦氏 石坂 公一 新ひだか 高橋 修 448－ 81：57．8� 47．0�
711 メイショウスズカケ 牝3青 54

52 △泉谷 楓真松本 好雄氏 本田 優 むかわ 上水牧場 502 ―1：58．44 22．7�
712 シャインローリエ 牝3鹿 54 古川 吉洋首藤 徳氏 宮 徹 新冠 シンユウフアーム 416 ―1：58．5クビ 257．1�
33 フクシマブリリオ 牝3鹿 54 荻野 極西本 資史氏 杉山 佳明 浦河 成隆牧場 410＋ 81：59．24 239．8�
58 ウインクロリス 牝3鹿 54 国分 優作�ウイン 西園 正都 新ひだか 田中 裕之 500 ―2：02．1大差 136．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 41，553，900円 複勝： 87，369，700円 枠連： 13，179，400円
馬連： 61，801，800円 馬単： 39，537，000円 ワイド： 53，319，600円
3連複： 110，289，200円 3連単： 182，959，600円 計： 590，010，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 110円 � 140円 枠 連（4－6） 150円

馬 連 �� 170円 馬 単 �� 280円

ワ イ ド �� 110円 �� 220円 �� 220円

3 連 複 ��� 280円 3 連 単 ��� 850円

票 数

単勝票数 計 415539 的中 � 184028（1番人気）
複勝票数 計 873697 的中 � 523760（1番人気）� 181257（2番人気）� 46843（3番人気）
枠連票数 計 131794 的中 （4－6） 67285（1番人気）
馬連票数 計 618018 的中 �� 273887（1番人気）
馬単票数 計 395370 的中 �� 104668（1番人気）
ワイド票数 計 533196 的中 �� 169718（1番人気）�� 46503（3番人気）�� 46761（2番人気）
3連複票数 計1102892 的中 ��� 289427（1番人気）
3連単票数 計1829596 的中 ��� 155874（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．9―36．9―49．5―1：02．8―1：16．0―1：28．8―1：41．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴェールアップ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2020．9．13 中京12着

2018．5．6生 牝3芦 母 ツィンクルヴェール 母母 ツィンクルブライド 5戦1勝 賞金 9，870，000円
〔制裁〕 ブリリアントウェイ号の騎手松田大作は，負担重量について注意義務を怠り過怠金10，000円。
〔その他〕 フクシマブリリオ号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕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〕 ウインクロリス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年5月4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〕 リナーシェ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年6月4日まで平地競走に出走できない。

09038 4月4日 曇 良 （3阪神2） 第4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

510 チェックメイト 牡3栗 56 吉田 隼人川勝 裕之氏 武 幸四郎 新ひだか 藤原牧場 504－ 21：13．3 17．4�
23 スズカキンシャサ 牡3鹿 56 福永 祐一永井 啓弍氏 上村 洋行 登別 ユートピア牧場 462＋ 6 〃 クビ 2．9�
815 ヨシノイースター 牡3黒鹿56 団野 大成清水 義德氏 中尾 秀正 浦河 ガーベラパー

クスタツド 476＋ 21：13．72� 15．2�
36 リオンキング 牡3鹿 56 池添 謙一中野 和子氏 石橋 守 新ひだか 西村牧場 462－16 〃 クビ 7．0�
12 ロードサージュ 牡3栗 56 松山 弘平 �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 438－ 61：13．8� 35．5�
48 クチバシニチェリー 牝3黒鹿54 藤懸 貴志薪浦 州平氏 千田 輝彦 新冠 松浦牧場 418－ 4 〃 ハナ 574．5	
11 キリーティー �3鹿 56 藤岡 佑介前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 536－ 21：14．43� 13．1

816 スマートエルサ 牝3鹿 54

53 ☆斎藤 新大川 徹氏 安田 隆行 新ひだか 静内山田牧場 436－16 〃 クビ 274．1�
611 テーオーブレイブ 牡3黒鹿56 川田 将雅小笹 公也氏 清水 久詞 日高 シンボリ牧場 496＋ 6 〃 アタマ 2．1�
714 ハルキジェイソウル 牝3鹿 54

50 ★永島まなみ若草クラブ 浅見 秀一 新ひだか 佐藤 勝秀 430＋ 41：14．82 110．9
24 ジョーアヤメ 牝3芦 54 �島 克駿上田江吏子氏 中竹 和也 新ひだか オギオギ牧場 428－ 4 〃 アタマ 54．1�
713 ペトログリフ 牝3鹿 54 藤岡 康太 �ロードホースクラブ 高橋 義忠 新ひだか ケイアイファーム 408－ 61：15．22� 161．8�
59 シゲルアスリート 牡3黒鹿56 加藤 祥太森中 蕃氏 杉山 晴紀 安平 �橋本牧場 B518－ 2 〃 クビ 301．2�
612 ニシノコウメイ 牡3鹿 56 内田 博幸西山 茂行氏 森 秀行 安平 ノーザンファーム 444－ 21：15．73 138．0�
47 ライムワード �3鹿 56

53 ▲松本 大輝水上ふじ子氏 牧浦 充徳 浦河 笠松牧場 B514 ―1：16．12� 476．1�
35 サンドプラズマ 牝3黒鹿 54

50 ★古川 奈穂 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 416 ―1：16．73� 96．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 51，782，800円 複勝： 67，929，900円 枠連： 13，212，000円
馬連： 76，392，700円 馬単： 41，213，000円 ワイド： 68，583，200円
3連複： 120，966，700円 3連単： 159，201，500円 計： 599，281，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，740円 複 勝 � 320円 � 140円 � 300円 枠 連（2－5） 2，820円

馬 連 �� 2，360円 馬 単 �� 6，800円

ワ イ ド �� 750円 �� 1，900円 �� 640円

3 連 複 ��� 6，710円 3 連 単 ��� 55，970円

票 数

単勝票数 計 517828 的中 � 23733（6番人気）
複勝票数 計 679299 的中 � 45160（6番人気）� 166548（2番人気）� 49439（5番人気）
枠連票数 計 132120 的中 （2－5） 3621（10番人気）
馬連票数 計 763927 的中 �� 25028（9番人気）
馬単票数 計 412130 的中 �� 4542（21番人気）
ワイド票数 計 685832 的中 �� 23934（8番人気）�� 8845（20番人気）�� 28227（7番人気）
3連複票数 計1209667 的中 ��� 13504（22番人気）
3連単票数 計1592015 的中 ��� 2062（152番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―11．7―12．2―12．3―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．5―35．2―47．4―59．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．8―3F38．1
3 ・（3，6）10－11（4，15）14（2，16）（8，9）－13－12－（1，7）5 4 3（6，10）－11，15（4，16，14）2（9，13）8＝（12，1）（7，5）

勝馬の
紹 介

チェックメイト �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2020．7．4 阪神9着

2018．4．12生 牡3栗 母 ストームツイスター 母母 テンザンストーム 5戦1勝 賞金 5，610，000円
〔制裁〕 テーオーブレイブ号の騎手川田将雅は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：2番）
〔3走成績による出走制限〕 ハルキジェイソウル号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年6月4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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 ゴールドフィンガー号・サンライズアイガー号・タツリュウオー号

第２回 阪神競馬 第４日



09039 4月4日 曇 良 （3阪神2） 第4日 第3競走 ��1，800�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
1：48．5
1：47．6

重
重

612 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 ―1：54．6 12．0�
611 タイスケフェイス 牡3鹿 56 幸 英明 STレーシング 石橋 守 新冠 高瀬牧場 466－ 6 〃 クビ 2．9�
713 ロードトランス 牡3鹿 56 C．ルメール �ロードホースクラブ 安田 翔伍 新ひだか ケイアイファーム 476± 01：55．13 3．6�
36 レッドレジェーラ 牡3黒鹿56 松若 風馬 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 千歳 社台ファーム B482－ 2 〃 クビ 3．2�
48 ハイラブハンター 牡3鹿 56

53 ▲西谷 凜服部 新平氏 谷 潔 浦河 �川フアーム 490± 01：55．2� 252．7�
816� コスモシェルパ 牡3鹿 56 和田 竜二 	ビッグレッドファーム 宮 徹 英 Chasemor

e Farm 446＋ 21：55．41� 32．9

714� グレイテストギフト 牡3栗 56

53 ▲角田 大和�ノースヒルズ 松永 幹夫 英 Christoph
er Humber 516＋ 81：55．92� 20．1�

510� 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 462± 01：56．85 49．7�

11 グランツエクラ 牡3黒鹿56 中井 裕二岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 新冠 協和牧場 492＋ 61：57．11� 58．8
47 トーホウノーヴァ 牡3栗 56

54 △泉谷 楓真東豊物産� 石坂 公一 新ひだか 小河 豊水 430± 01：57．31� 176．1�
35 � バジェットライン 牝3鹿 54 団野 大成飯田 正剛氏 田中 克典 米 Chiyoda

Farm 502－16 〃 ハナ 65．6�
23 メイショウシブキ 牡3栗 56 福永 祐一松本 好雄氏 笹田 和秀 様似 中脇 一幸 526 ― 〃 クビ 11．4�
815 チョモランマ 牡3鹿 56 太宰 啓介小島 將之氏 渡辺 薫彦 浦河 大島牧場 504 ―1：57．4クビ 233．1�
59 ヒロファイタ 牡3鹿 56 �島 克駿石川 博氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 490＋111：59．6大差 126．4�
24 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 502＋ 42：01．08 333．8�
12 � コ ゴ メ ユ キ 牝3芦 54

53 ☆斎藤 新飯田 正剛氏 吉村 圭司 米
Fred W. Hertrich
111，John D. Fielding
& Robert L. Tribbett

478＋ 82：01．63� 157．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 56，169，900円 複勝： 70，288，400円 枠連： 14，225，200円
馬連： 78，467，000円 馬単： 35，461，400円 ワイド： 71，847，600円
3連複： 122，053，700円 3連単： 135，641，400円 計： 584，154，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，200円 複 勝 � 270円 � 140円 � 150円 枠 連（6－6） 2，160円

馬 連 �� 2，110円 馬 単 �� 4，700円

ワ イ ド �� 630円 �� 850円 �� 290円

3 連 複 ��� 2，410円 3 連 単 ��� 19，640円

票 数

単勝票数 計 561699 的中 � 37214（5番人気）
複勝票数 計 702884 的中 � 49662（5番人気）� 147208（2番人気）� 133567（3番人気）
枠連票数 計 142252 的中 （6－6） 5083（7番人気）
馬連票数 計 784670 的中 �� 28733（6番人気）
馬単票数 計 354614 的中 �� 5656（16番人気）
ワイド票数 計 718476 的中 �� 27724（4番人気）�� 19876（9番人気）�� 70903（3番人気）
3連複票数 計1220537 的中 ��� 37914（6番人気）
3連単票数 計1356414 的中 ��� 5006（63番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―13．2―13．0―12．9―13．1―13．2―12．5―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―37．2―50．2―1：03．1―1：16．2―1：29．4―1：41．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ワンダースティング �
�
父 マ ク フ ィ �

�
母父 デ ヒ ア 初出走

2018．2．10生 牡3鹿 母 ワンダーノンブーレ 母母 ワンダーステラ 1戦1勝 賞金 5，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オースミキャスト号・コゴメユキ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年5月4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 ランツァ号

09040 4月4日 曇 良 （3阪神2） 第4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 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
2：24．1
2：20．6

良
良

611 テーオーロイヤル 牡3鹿 56 菱田 裕二小笹 公也氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 450＋ 62：28．4 20．0�
510 プリュムドール 牝3栗 54 川田 将雅 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 奥村 豊 新ひだか 岡田スタツド 450－ 62：28．5クビ 2．2�
47 フォルテデイマルミ 牡3黒鹿56 C．ルメール 金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 安平 追分ファーム 484± 02：28．6� 2．1�
59 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± 02：29．23� 96．4�
713 バ ケ ル 牡3青鹿56 �島 良太ケーエスHD 平田 修 新冠 小泉牧場 482＋ 2 〃 ハナ 102．5�
612 マッソニアーナ 牡3黒鹿56 小牧 太水野 淳氏 松下 武士 日高 中前牧場 458＋ 22：29．3クビ 24．4	
815 ネビーイーム 牡3黒鹿 56

53 ▲角田 大和前田 幸貴氏 佐々木晶三 新ひだか 木村 秀則 B524＋ 22：29．51� 7．3

35 クリノキコウシ 牡3黒鹿56 �島 克駿栗本 守氏 高橋 義忠 新ひだか 飛野牧場 438－10 〃 ハナ 147．3�
36 チュウワエンジェル 牝3鹿 54 吉田 隼人中西 忍氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 490＋12 〃 ハナ 16．2�
714 シゲルシュニン 牡3青鹿56 古川 吉洋森中 蕃氏 藤沢 則雄 新ひだか 平野牧場 490± 0 〃 クビ 439．6
23 コ ル ス 牡3黒鹿56 松若 風馬 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 上村 洋行 新ひだか グローリーファーム 476－ 2 〃 ハナ 395．4�
48 サンライズシリウス 牡3鹿 56 川須 栄彦松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 524－ 62：30．03 267．6�
12 マルカトップガン 牡3芦 56

53 ▲小沢 大仁日下部 猛氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 464－122：30．21� 492．1�
24 ピエナゴールド 牡3鹿 56

53 ▲西谷 凜本谷 兼三氏 谷 潔 浦河 岡本牧場 480＋16 〃 クビ 420．3�
816 アワーズオブラブ 牝3栗 54

52 △泉谷 楓真市川義美ホール
ディングス� 安達 昭夫 新ひだか フジワラフアーム 454± 02：30．51� 365．4�

11 ブレスオブライフ 牡3鹿 56 荻野 琢真�フクキタル 寺島 良 新冠 パカパカ
ファーム 452－ 22：30．7� 91．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 63，365，400円 複勝： 94，689，500円 枠連： 15，091，100円
馬連： 77，000，600円 馬単： 45，943，400円 ワイド： 72，327，300円
3連複： 130，886，200円 3連単： 186，906，700円 計： 686，210，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，000円 複 勝 � 190円 � 120円 � 110円 枠 連（5－6） 820円

馬 連 �� 1，450円 馬 単 �� 5，900円

ワ イ ド �� 430円 �� 500円 �� 170円

3 連 複 ��� 970円 3 連 単 ��� 14，310円

票 数

単勝票数 計 633654 的中 � 25331（5番人気）
複勝票数 計 946895 的中 � 62988（4番人気）� 171054（2番人気）� 431061（1番人気）
枠連票数 計 150911 的中 （5－6） 14217（5番人気）
馬連票数 計 770006 的中 �� 40893（4番人気）
馬単票数 計 459434 的中 �� 5833（17番人気）
ワイド票数 計 723273 的中 �� 38197（5番人気）�� 31233（7番人気）�� 131794（1番人気）
3連複票数 計1308862 的中 ��� 100412（3番人気）
3連単票数 計1869067 的中 ��� 9465（42番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―13．3―13．8―12．7―13．0―12．6―12．7―12．1―11．2―11．2―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．5―23．9―37．2―51．0―1：03．7―1：16．7―1：29．3―1：42．0―1：54．1―2：05．3―2：16．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テーオーロイヤル �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2020．12．19 阪神3着

2018．3．6生 牡3鹿 母 メイショウオウヒ 母母 アルペンローズ 4戦1勝 賞金 7，670，000円
〔3走成績による出走制限〕 シゲルシュニン号・コルス号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年6月4日まで平地競走に

出走できない。



09041 4月4日 小雨 良 （3阪神2） 第4日 第5競走 ��
��1，600�3歳1勝クラス

発走12時25分 （芝・右・外）
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
1：31．9
1：30．3

良
良

23 ジュンブルースカイ 牡3鹿 56 川田 将雅河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 442＋ 21：33．5 2．7�
611 ショウナンアレス 牡3鹿 56 吉田 隼人国本 哲秀氏 池添 兼雄 安平 ノーザンファーム 516＋ 2 〃 クビ 8．8�
11 バルドルブレイン 牡3鹿 56 池添 謙一エンジェルレーシング� 奥村 豊 えりも エクセルマネジメント 490－ 21：33．6クビ 16．5�
47 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 480＋ 2 〃 ハナ 16．4�
713 ハートオブアシティ 牡3青鹿56 菱田 裕二吉田 千津氏 森田 直行 千歳 社台ファーム 436＋ 61：33．7� 168．9�
510 ヴ ア ー サ 牡3青 56 藤岡 康太本間 茂氏 �島 一歩 新ひだか 矢野牧場 446－ 8 〃 クビ 124．4	
815 ロードラスター 牡3青鹿56 福永 祐一 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム 492－101：33．8クビ 6．5

36 スパイラルノヴァ 牡3黒鹿56 岩田 望来�フクキタル 藤岡 健一 新冠 パカパカ

ファーム 472＋ 81：34．01	 6．1�
59 ビップランバン 牡3黒鹿56 �島 克駿鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 468－ 41：34．11 13．2�
12 メモリーエフェクト 牡3鹿 56 荻野 琢真�シンザンクラブ 大久保龍志 日高 下河辺牧場 472－ 21：34．2� 37．0
816 デルマヤクシ 牡3栗 56 和田 竜二浅沼 廣幸氏 友道 康夫 日高 白井牧場 446－ 4 〃 アタマ 16．1�
24 ニシノガブリヨリ 牡3鹿 56 松若 風馬西山 茂行氏 橋口 慎介 浦河 ガーベラパー

クスタツド B472－ 61：34．3� 283．0�
48 ヴァーチャリティ 牝3鹿 54 松田 大作�桑田牧場 庄野 靖志 浦河 桑田牧場 446± 0 〃 クビ 67．1�
612 レゾンドゥスリール 牡3黒鹿56 C．ルメール �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 462＋ 21：34．51 9．4�
714 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 470－ 41：34．6� 36．4�
35 ロードエルピス 牡3鹿 56 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 四位 洋文 新ひだか ケイアイファーム 472－ 2 〃 クビ 240．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 64，581，200円 複勝： 105，263，900円 枠連： 18，820，200円
馬連： 101，318，500円 馬単： 39，532，900円 ワイド： 91，803，900円
3連複： 165，416，000円 3連単： 165，859，700円 計： 752，596，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 290円 � 540円 枠 連（2－6） 750円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 2，320円

ワ イ ド �� 580円 �� 1，290円 �� 2，230円

3 連 複 ��� 8，970円 3 連 単 ��� 37，940円

票 数

単勝票数 計 645812 的中 � 188649（1番人気）
複勝票数 計1052639 的中 � 272917（1番人気）� 83070（6番人気）� 38036（9番人気）
枠連票数 計 188202 的中 （2－6） 19351（2番人気）
馬連票数 計1013185 的中 �� 54276（3番人気）
馬単票数 計 395329 的中 �� 12726（4番人気）
ワイド票数 計 918039 的中 �� 42822（3番人気）�� 17998（18番人気）�� 10150（28番人気）
3連複票数 計1654160 的中 ��� 13822（28番人気）
3連単票数 計1658597 的中 ��� 3169（116番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．6―11．7―11．8―11．6―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．4―35．0―46．7―58．5―1：10．1―1：21．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F35．0
3 4（1，5，7）6（8，16）9（2，11）15（3，14）12（10，13） 4 4－1（5，7，16）（8，6）（11，9）（2，3，15，14）12（10，13）

勝馬の
紹 介

ジュンブルースカイ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2020．9．20 中京1着

2018．3．14生 牡3鹿 母 ジュントップヒトミ 母母 リアルナンバー 6戦2勝 賞金 31，302，000円
〔制裁〕 ハートオブアシティ号の騎手菱田裕二は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番）

09042 4月4日 小雨 良 （3阪神2） 第4日 第6競走 ��2，000�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
2：01．0
2：01．0

不良
不良

79 エブリワンブラック 牡4鹿 57 C．ルメール DMMドリームクラブ� 武 幸四郎 日高 ヤナガワ牧場 B480－ 22：07．5 1．5�
22 サウザンドスマイル 牝4鹿 55 幸 英明�ノースヒルズ 河内 洋 新冠 株式会社

ノースヒルズ 472＋ 42：07．92� 24．7�
812� ムッシュパイロ 牡4鹿 57 藤井勘一郎ゴドルフィン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 548－ 42：08．11� 52．5�
33 グレートベースン 牡5青鹿 57

56 ☆斎藤 新桑畑 �信氏 橋口 慎介 日高 浜本牧場 516＋ 42：08．42 34．9�
67 オメガデラックス 	4黒鹿57 岩田 康誠原 
子氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 426－ 62：08．6� 11．2	
710 アルマトップエンド 牡6栗 57 団野 大成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 506± 02：08．7� 10．3

11 ロ ニ セ ラ 牝4青鹿55 �島 克駿前田 葉子氏 高野 友和 新冠 株式会社

ノースヒルズ 454－ 42：08．8クビ 53．4�
56 ハ ー シ ェ ル 牡5黒鹿57 西村 淳也ゴドルフィン 小崎 憲 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470± 02：08．9� 15．5�
44  ニシノトランザム 	6鹿 57

54 ▲松本 大輝西山 茂行氏 森 秀行 米
Teneri Farm Inc.
& Bernardo Al-
varez Calderon

484－ 82：09．11 24．7
811 トゥプエデス 牡5黒鹿 57

53 ★永島まなみ佐藤 理氏 高橋 康之 日高 下河辺牧場 458－ 22：09．73� 52．7�
55 � ヤンヤノカッサイ 牡4鹿 57 松山 弘平トニー倶楽部 森 秀行 様似 猿倉牧場 516＋ 22：10．12� 4．9�
68 � メイショウモチヅキ 牡5鹿 57

54 ▲小沢 大仁松本 好雄氏 渡辺 薫彦 浦河 まるとみ冨岡牧場 484－ 52：10．2� 166．8�
（12頭）

売 得 金
単勝： 43，510，400円 複勝： 143，185，700円 枠連： 12，729，200円
馬連： 74，188，400円 馬単： 47，528，000円 ワイド： 66，678，600円
3連複： 108，849，900円 3連単： 208，436，700円 計： 705，106，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 330円 � 760円 枠 連（2－7） 1，300円

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 1，800円

ワ イ ド �� 610円 �� 1，580円 �� 10，630円

3 連 複 ��� 23，250円 3 連 単 ��� 72，440円

票 数

単勝票数 計 435104 的中 � 218296（1番人気）
複勝票数 計1431857 的中 � 952049（1番人気）� 43518（6番人気）� 16251（9番人気）
枠連票数 計 127292 的中 （2－7） 7565（4番人気）
馬連票数 計 741884 的中 �� 40440（5番人気）
馬単票数 計 475280 的中 �� 19748（6番人気）
ワイド票数 計 666786 的中 �� 29807（5番人気）�� 10702（17番人気）�� 1529（50番人気）
3連複票数 計1088499 的中 ��� 3510（54番人気）
3連単票数 計2084367 的中 ��� 2086（177番人気）

ハロンタイム 12．8―11．9―12．0―13．6―13．0―12．7―12．8―12．5―12．4―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．7―36．7―50．3―1：03．3―1：16．0―1：28．8―1：41．3―1：53．7

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エブリワンブラック �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2019．10．27 東京3着

2017．4．5生 牡4鹿 母 シュガーハート 母母 オトメゴコロ 14戦2勝 賞金 30，491，000円



09043 4月4日 雨 良 （3阪神2） 第4日 第7競走 1，800�4歳以上2勝クラス
発走13時25分 （ダート・右）

牝；負担重量は，55�
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

713 ルコントブルー 牝4黒鹿55 岩田 康誠 �シルクレーシング 勢司 和浩 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 544－101：52．6 10．5�

34 サトノガイア 牝4鹿 55
53 △泉谷 楓真 �サトミホースカンパニー 高橋 亮 新ひだか ウエスタンファーム 464－ 81：52．92 100．8�

611 ピクシーメイデン 牝5鹿 55 岩田 望来ゴドルフィン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 444± 01：53．0� 5．1�

815 ワンダーエカルテ 牝5芦 55 長岡 禎仁山本 能行氏 石橋 守 浦河 秋場牧場 506－ 2 〃 クビ 11．8�
610 ペイシャノリッジ 牝4鹿 55 C．ルメール 北所 直人氏 吉田 直弘 浦河 �川 啓一 412－ 21：53．1クビ 5．0	
46 ソプラドール 牝4栗 55

54 ☆斎藤 新�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 株式会社
ノースヒルズ 478＋ 21：54．05 7．6


22 ヴ ィ ネ ッ ト 牝4鹿 55 松若 風馬水上ふじ子氏 音無 秀孝 浦河 笠松牧場 486－ 41：54．21 20．1�
23 ゲンティアナ 牝5鹿 55 福永 祐一吉田 勝己氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム B432－ 4 〃 ハナ 16．4�
11 ショウナンナデシコ 牝4栗 55 吉田 隼人国本 哲秀氏 須貝 尚介 日高 天羽牧場 484－ 21：54．3� 3．8
814 ラブスピール 牝4鹿 55 松山 弘平増田 陽一氏 森田 直行 日高 下河辺牧場 436＋ 61：55．57 27．3�
712 メイショウオトワ 牝5栗 55 酒井 学松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 太陽牧場 466－141：55．6� 179．8�
58 ポ ポ ラ リ タ 牝4鹿 55 和田 竜二 �YGGホースクラブ 牧田 和弥 浦河 浦河小林牧場 514－ 61：56．02� 9．3�
59 ナスノフォルテ 牝4黒鹿55 三浦 皇成�須野牧場 武井 亮 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 480－ 81：56．85 125．6�
47 モ ン オ ー ル 牝5栗 55 川又 賢治吉田 勝己氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 462－ 21：57．33 123．0�
35 ウンダモシタン 牝4黒鹿 55

54 ☆亀田 温心小原 該一氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 460＋101：57．93� 213．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 59，366，900円 複勝： 95，732，900円 枠連： 22，263，200円
馬連： 125，272，400円 馬単： 43，028，000円 ワイド： 99，790，700円
3連複： 188，397，800円 3連単： 206，633，000円 計： 840，484，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，050円 複 勝 � 380円 � 2，500円 � 200円 枠 連（3－7） 18，530円

馬 連 �� 44，010円 馬 単 �� 62，660円

ワ イ ド �� 12，820円 �� 880円 �� 8，910円

3 連 複 ��� 88，090円 3 連 単 ��� 576，180円

票 数

単勝票数 計 593669 的中 � 45192（6番人気）
複勝票数 計 957329 的中 � 64418（7番人気）� 8012（13番人気）� 157580（1番人気）
枠連票数 計 222632 的中 （3－7） 931（31番人気）
馬連票数 計1252724 的中 �� 2206（59番人気）
馬単票数 計 430280 的中 �� 515（102番人気）
ワイド票数 計 997907 的中 �� 1951（62番人気）�� 30616（9番人気）�� 2813（51番人気）
3連複票数 計1883978 的中 ��� 1604（152番人気）
3連単票数 計2066330 的中 ��� 260（944番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―12．9―12．4―12．7―12．4―12．5―12．6―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．7―36．6―49．0―1：01．7―1：14．1―1：26．6―1：39．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ルコントブルー �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2019．12．8 中山2着

2017．4．17生 牝4黒鹿 母 シェアザストーリー 母母 ディアブロズストーリー 6戦3勝 賞金 29，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウンダモシタン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年5月4日まで平地競走

に出走できない。

09044 4月4日 雨 稍重 （3阪神2） 第4日 第8競走 ��1，400�4歳以上2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 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

47 ダイシンイナリ 牡4鹿 57 岩田 康誠大八木信行氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 526± 01：24．6 10．3�

510 サンライズラポール 牡4栗 57
56 ☆斎藤 新松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 B510± 01：24．71 3．2�

816 ド ゥ リ ト ル 牡6黒鹿57 国分 恭介大林 一彦氏 村山 明 洞�湖 レイクヴィラファーム 494－ 21：24．8� 260．4�
611 アフィラトゥーラ 牡4黒鹿57 菱田 裕二加藤 誠氏 森田 直行 新ひだか 萩澤 俊雄 506＋ 61：25．01� 32．2�
11 	 スズカクローカス 牝5黒鹿55 中井 裕二永井 宏明氏 杉山 佳明 むかわ 新井牧場 450＋ 21：25．42 28．1�
48 	 トゥインクルリーフ 牝5鹿 55 C．ルメール �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 吉岡 辰弥 新ひだか ウエスタンファーム 458＋ 6 〃 クビ 9．7	
36 グラデュエイト 牡6青鹿57 川田 将雅阿部 友弘氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 508－ 2 〃 アタマ 15．8

714 メイショウマサヒメ 牝4青鹿 55

53 △泉谷 楓真松本 好�氏 本田 優 新ひだか 稲葉牧場 488± 01：25．5クビ 5．6�
612 ストームガスト 牡5黒鹿57 
島 克駿�レッドマジック寺島 良 浦河 日進牧場 462± 0 〃 クビ 6．3
815 イルミネーター 牡4鹿 57 藤岡 康太山上 和良氏 羽月 友彦 浦河 岡部牧場 488＋ 81：25．7� 15．3�
713 タイキラッシュ 牡4黒鹿57 三浦 皇成�大樹ファーム 高木 登 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 512± 0 〃 アタマ 15．3�
23 ダンシングサンダー 牡4栗 57 松山 弘平永井商事� 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 480－ 61：25．91 45．8�
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 B482－ 2 〃 アタマ 22．2�
35 タイトロープウィン 牝5栗 55 藤岡 佑介浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 432－121：26．11� 137．1�
12 	 ロングファイナリー �5鹿 57 長岡 禎仁中井 敏雄氏 高橋 亮 日高 石原牧場 468＋ 41：26．2� 34．1�
24 ケイアイワイプ 牡4栗 57 吉田 隼人 �ケイアイスタリオン 西村 真幸 浦河 高昭牧場 B478－181：28．1大差 28．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 56，609，600円 複勝： 102，148，800円 枠連： 25，085，100円
馬連： 119，127，300円 馬単： 42，769，100円 ワイド： 107，251，200円
3連複： 195，735，100円 3連単： 188，880，600円 計： 837，606，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，030円 複 勝 � 260円 � 150円 � 3，720円 枠 連（4－5） 690円

馬 連 �� 1，380円 馬 単 �� 3，580円

ワ イ ド �� 520円 �� 23，340円 �� 14，280円

3 連 複 ��� 83，310円 3 連 単 ��� 351，120円

票 数

単勝票数 計 566096 的中 � 43809（5番人気）
複勝票数 計1021488 的中 � 97159（4番人気）� 237120（1番人気）� 4997（16番人気）
枠連票数 計 250851 的中 （4－5） 28052（2番人気）
馬連票数 計1191273 的中 �� 66813（2番人気）
馬単票数 計 427691 的中 �� 8958（7番人気）
ワイド票数 計1072512 的中 �� 58868（2番人気）�� 1122（102番人気）�� 1838（96番人気）
3連複票数 計1957351 的中 ��� 1762（231番人気）
3連単票数 計1888806 的中 ��� 390（1069番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．5―12．2―12．4―12．6―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．1―34．6―46．8―59．2―1：11．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F37．8
3 13（2，6，14）15（8，12）（3，9）－（7，4）11（1，16）10，5 4 13（6，14，15）2（8，12）（3，9）7（1，16，4）（11，10）5

勝馬の
紹 介

ダイシンイナリ �
�
父 ダイシンオレンジ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2019．8．10 小倉7着

2017．4．9生 牡4鹿 母 ダイシンタイムズ 母母 ダイシンシルビア 15戦3勝 賞金 42，905，000円
〔騎手変更〕 ダンシングサンダー号の騎手大野拓弥は，第3回中山競馬第3日第7競走での落馬負傷のため松山弘平に変更。
〔制裁〕 ストームガスト号の騎手
島克駿は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：8番・6番）

スズカクローカス号の騎手中井裕二は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：3番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 タイガーサイレンス号・ダイメイギンガ号・ダンケシェーン号・パープルヒビキ号



09045 4月4日 雨 稍重 （3阪神2） 第4日 第9競走 ��
��2，000�

あ か し

明 石 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 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

66 ニホンピロスクーロ �4青鹿57 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 496± 02：01．4 7．1�
77 ヒルノダカール 牡5青鹿57 池添 謙一�ヒルノ 北出 成人 新冠 新冠橋本牧場 512＋ 22：02．88 5．2�
33 エールブラーヴ 牡4黒鹿57 松若 風馬佐伯由加理氏 橋口 慎介 新冠 中本 隆志 476＋ 4 〃 ハナ 9．9�
89 ヴィクターバローズ 牡4鹿 57 C．ルメール 猪熊 広次氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B472－142：03．11	 9．3�
88 ヴァンベールシチー �7栗 57 和田 竜二 �友駿ホースクラブ 辻 哲英 新ひだか 幌村牧場 416－ 22：03．2
 109．0�
22 サンテローズ 牝4栗 55 松山 弘平 	シルクレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 512－ 22：03．41� 2．0

55 ル リ ア ン 牡4鹿 57 団野 大成 	サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 520－122：03．5	 5．4�
44 アグネスリバティ 牡8黒鹿57 中井 裕二渡辺公美子氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 496－ 82：03．71� 56．0�
11 リリーモントルー 牡7鹿 57 川須 栄彦土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 442－ 42：04．23 186．2

（9頭）

売 得 金
単勝： 68，531，700円 複勝： 65，248，600円 枠連： 13，205，700円
馬連： 107，107，300円 馬単： 59，074，800円 ワイド： 66，924，800円
3連複： 141，608，900円 3連単： 284，767，800円 計： 806，469，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 210円 � 160円 � 210円 枠 連（6－7） 1，140円

馬 連 �� 1，180円 馬 単 �� 2，930円

ワ イ ド �� 360円 �� 920円 �� 510円

3 連 複 ��� 3，540円 3 連 単 ��� 21，450円

票 数

単勝票数 計 685317 的中 � 77212（4番人気）
複勝票数 計 652486 的中 � 75299（5番人気）� 115842（2番人気）� 76209（4番人気）
枠連票数 計 132057 的中 （6－7） 8940（5番人気）
馬連票数 計1071073 的中 �� 70142（7番人気）
馬単票数 計 590748 的中 �� 15111（14番人気）
ワイド票数 計 669248 的中 �� 50840（4番人気）�� 17228（14番人気）�� 33331（9番人気）
3連複票数 計1416089 的中 ��� 29991（15番人気）
3連単票数 計2847678 的中 ��� 9621（87番人気）

ハロンタイム 12．7―11．7―12．6―12．6―12．2―12．4―11．9―11．8―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．4―37．0―49．6―1：01．8―1：14．2―1：26．1―1：37．9―1：49．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ニホンピロスクーロ �
�
父 ニホンピロアワーズ �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2019．12．21 阪神2着

2017．5．24生 �4青鹿 母 ニホンピロエミリー 母母 ニホンピロポリーナ 12戦3勝 賞金 44，298，000円
〔騎手変更〕 ヴァンベールシチー号の騎手大野拓弥は，第3回中山競馬第3日第7競走での落馬負傷のため和田竜二に変更。
〔発走状況〕 リリーモントルー号は，枠入り不良。

09046 4月4日 雨 稍重 （3阪神2） 第4日 第10競走 ��1，200�
よどやばし

淀屋橋ステークス
発走15時00分 （芝・右）
4歳以上，3勝クラス，2．4．4以降3．3．28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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000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
1：06．7
1：06．5

良
良

815 ビオグラフィー 牝4鹿 52 藤岡 康太 �シルクレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム B484－ 41：10．1 10．4�
59 サウンドカナロア 牡5鹿 54 岩田 望来増田 雄一氏 村山 明 新冠 飛渡牧場 B474± 01：10．21 4．8�
47 � クリノアリエル 牝6青 53 藤岡 佑介栗本 博晴氏 武 英智 様似 様似渡辺牧場 B420± 0 〃 ハナ 6．3�
612 ファーストフォリオ 牝4栗 54 吉田 隼人 �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 436＋ 21：10．3クビ 18．1�
36 � クーファウェヌス 牝6栗 54 秋山真一郎大迫久美子氏 武 幸四郎 英 Zenno Man-

agement Inc 502－ 4 〃 クビ 10．4�
713� デルマカトリーナ 牝5鹿 53 和田 竜二浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 米 Payson

Stud, Inc. 436－ 4 〃 アタマ 10．4	
611 ビ ア イ 牝4青鹿52 西村 淳也副島 義久氏 畑端 省吾 浦河 鳥井 征士 B506＋ 81：10．4� 26．4

510 サヴォワールエメ 牝5栗 52 団野 大成平井 裕氏 辻野 泰之 千歳 社台ファーム 458± 0 〃 クビ 47．1�
714 ハッシュゴーゴー 牝5鹿 52 太宰 啓介吉田 千津氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 458± 01：10．61 21．9�
23 ダノンジャスティス �5鹿 54 菱田 裕二ダノックス 田中 博康 安平 ノーザンファーム 500± 01：10．7� 52．0�
35 グッドマックス 牝4芦 52 内田 博幸長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 460－ 8 〃 アタマ 11．9�
816 ボンボヤージ 牝4鹿 53 川須 栄彦廣崎 利洋氏 梅田 智之 平取 株式会社

ASK STUD 436－ 81：10．8	 12．0�
24 ファンタジステラ 牡7鹿 54 松若 風馬 グリーンファーム音無 秀孝 千歳 社台ファーム 438± 01：11．01 62．3�
48 コロラトゥーレ 牝7鹿 52 加藤 祥太廣崎利洋HD 梅田 智之 日高 Shall Farm 478± 01：11．21
 119．8�
11 メイショウミモザ 牝4芦 53 松山 弘平松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 442－ 61：11．52 5．6�
12 セプタリアン �5鹿 54 三浦 皇成吉田 勝己氏 池添 学 安平 ノーザンファーム B494－101：11．81	 18．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 82，668，000円 複勝： 127，521，600円 枠連： 45，860，400円
馬連： 229，286，100円 馬単： 78，447，700円 ワイド： 160，021，300円
3連複： 382，441，000円 3連単： 381，900，400円 計： 1，488，146，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，040円 複 勝 � 340円 � 200円 � 190円 枠 連（5－8） 1，680円

馬 連 �� 3，100円 馬 単 �� 6，400円

ワ イ ド �� 930円 �� 1，660円 �� 700円

3 連 複 ��� 7，090円 3 連 単 ��� 45，870円

票 数

単勝票数 計 826680 的中 � 63261（4番人気）
複勝票数 計1275216 的中 � 83854（7番人気）� 173499（2番人気）� 191476（1番人気）
枠連票数 計 458604 的中 （5－8） 21047（9番人気）
馬連票数 計2292861 的中 �� 57146（7番人気）
馬単票数 計 784477 的中 �� 9192（18番人気）
ワイド票数 計1600213 的中 �� 44389（5番人気）�� 23983（22番人気）�� 60390（1番人気）
3連複票数 計3824410 的中 ��� 40427（9番人気）
3連単票数 計3819004 的中 ��� 6036（92番人気）

ハロンタイム 12．3―10．5―10．9―11．7―11．8―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．8―33．7―45．4―57．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．3―3F36．4
3 9，1，11，2－（3，15）（4，6）（8，16）10（5，13，12）14，7 4 9，11，1－2（3，15）（6，16）4（13，8，12）10（5，7，14）

勝馬の
紹 介

ビオグラフィー �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2019．7．14 中京12着

2017．4．9生 牝4鹿 母 チアズメッセージ 母母 チアズダンサー 11戦4勝 賞金 46，493，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 サウンドカナロア号の騎手岩田望来は，3コーナー手前で内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：3番・2番・

1番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 アーズローヴァー号・イオラニ号・ウィズ号・スワーヴシャルル号・モエレコネクター号

１レース目 ３レース目



09047 4月4日 雨 重 （3阪神2） 第4日 第11競走 ��
��2，000�第65回大 阪 杯（ＧⅠ）

発走15時40分 （芝・右）
4歳以上；負担重量は，57�，牝馬2�減

日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 135，000，000円 54，000，000円 34，000，000円 20，000，000円 13，500，000円
付 加 賞 2，814，000円 804，000円 402，000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 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

1：57．2
1：56．1
1：58．2

良
良
良

68 レ イ パ パ レ 牝4鹿 55 川田 将雅 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 422－ 22：01．6 12．2�
11 モ ズ ベ ッ ロ 牡5鹿 57 池添 謙一 �キャピタル・システム 森田 直行 新冠 村田牧場 486＋ 22：02．34 68．8�
57 コントレイル 牡4青鹿57 福永 祐一前田 晋二氏 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 472＋162：02．5� 1．8�
812 グランアレグリア 牝5鹿 55 C．ルメール �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 496－ 6 〃 クビ 2．8�
22 サ リ オ ス 牡4栗 57 松山 弘平 �シルクレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 538± 02：02．71	 5．8	
710 カ デ ナ 牡7鹿 57 
島 克駿前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか グランド牧場 484＋ 82：03．01� 182．5

33 アーデントリー 牡5鹿 57 和田 竜二巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 460＋ 42：03．32 202．0�
44 ブ ラ ヴ ァ ス 牡5鹿 57 三浦 皇成佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 488－ 42：04．04 112．9�
813 アドマイヤビルゴ 牡4鹿 57 岩田 望来近藤 旬子氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 428± 02：04．1� 77．6
45 ペルシアンナイト 牡7黒鹿57 幸 英明�G1レーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム 498－ 22：04．2� 111．3�
69 クレッシェンドラヴ 牡7鹿 57 内田 博幸広尾レース� 林 徹 新ひだか 木村 秀則 498－ 22：04．73 95．1�
56 ワグネリアン 牡6鹿 57 吉田 隼人金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 472± 02：05．23 49．8�
711� ハッピーグリン 牡6栗 57 団野 大成会田 裕一氏 森 秀行 千歳 社台ファーム 466－ 62：11．9大差 283．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 1，116，418，700円 複勝： 1，137，646，800円 枠連： 245，496，300円 馬連： 1，514，650，300円 馬単： 1，130，355，000円
ワイド： 1，028，500，300円 3連複： 2，552，984，100円 3連単： 7，552，535，300円 5重勝： 885，239，200円 計： 17，163，826，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，220円 複 勝 � 230円 � 420円 � 110円 枠 連（1－6） 16，360円

馬 連 �� 19，080円 馬 単 �� 37，610円

ワ イ ド �� 2，750円 �� 390円 �� 850円

3 連 複 ��� 7，240円 3 連 単 ��� 106，210円

5 重 勝
対象競走：阪神9R／中山10R／阪神10R／中山11R／阪神11R

キャリーオーバー なし����� 56，333，400円

票 数

単勝票数 計11164187 的中 � 726206（4番人気）
複勝票数 計11376468 的中 � 609081（4番人気）� 278163（6番人気）� 6934292（1番人気）
枠連票数 計2454963 的中 （1－6） 11623（22番人気）
馬連票数 計15146503 的中 �� 61500（29番人気）
馬単票数 計11303550 的中 �� 22536（43番人気）
ワイド票数 計10285003 的中 �� 88382（24番人気）�� 738563（4番人気）�� 304313（8番人気）
3連複票数 計25529841 的中 ��� 264225（20番人気）
3連単票数 計75525353 的中 ��� 51550（174番人気）
5重勝票数 計8852392 的中 ����� 11

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．5―35．6―47．7―59．8―1：12．6―1：24．8―1：36．9―1：48．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．8
1
3
・（8，11）（2，6）12，9，13，3，7，1，4，10－5
8，2（11，6）12（9，7）13（3，1）（10，4）5

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

勝馬の
紹 介

レ イ パ パ レ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2020．1．11 京都1着

2017．1．28生 牝4鹿 母 シェルズレイ 母母 オイスターチケット 6戦6勝 賞金 226，517，000円
〔騎手変更〕 ペルシアンナイト号の騎手大野拓弥は，第3回中山競馬第3日第7競走での落馬負傷のため幸英明に変更。

09048 4月4日 雨 重 （3阪神2） 第4日 第12競走 ��
��1，400�

な る と

鳴門ステークス
発走16時25分 （ダート・右）
4歳以上，3勝クラス；負担重量は，57�，牝馬2�減

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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

23 コカボムクイーン 牝6黒鹿55 三浦 皇成三宅 勝俊氏 庄野 靖志 日高 高山牧場 480－ 41：23．9 16．8�
48 ソーラーフレア 牡6鹿 57 中井 裕二ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464－ 21：24．0� 119．2�
59 サダムスキャット 牝4栗 55 川須 栄彦大西美生子氏 中尾 秀正 新冠 須崎牧場 466± 01：24．1	 2．4�
35 グトルフォス 牡5鹿 57 
島 克駿林 正道氏 浅見 秀一 日高 ヤナガワ牧場 522＋ 81：24．2クビ 69．7�
611 サンライズナイト 牡6黒鹿57 池添 謙一松岡 隆雄氏 石坂 公一 平取 雅 牧場 B498＋ 61：24．41� 19．6�
714� フォルツァエフ 牡6鹿 57 松本 大輝大野 剛嗣氏 森 秀行 米 Jim R. Wells

& Janie Wells 486＋ 21：24．5クビ 117．6�
12 メイショウヤクシマ 牡8栗 57 秋山真一郎松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 岡部牧場 480－ 21：24．6� 45．6	
713� ターゲリート 牡8黒鹿57 高倉 稜
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 B486－12 〃 アタマ 255．5�
11 ハ ル サ カ エ 牝5鹿 55 岩田 望来齊藤 栄一氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 510－ 41：25．13 163．9�
612� カ ミ ノ コ 牡6青鹿57 松若 風馬門野 重雄氏 森 秀行 米 Winches-

ter Farm 482＋ 2 〃 アタマ 10．4
510� リュウノゾロ 4鹿 57 菅原 隆一蓑島 竜一氏 小野 次郎 新ひだか へいはた牧場 468－ 81：25．2� 15．9�
36 オースミカテドラル 牡5鹿 57 菱田 裕二
オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム 464－ 21：25．41� 25．7�
815 トップオブメジャー 牡5栗 57 吉田 隼人 DMMドリームクラブ
 辻野 泰之 千歳 社台ファーム 476－101：25．5	 4．7�
816 ジャスパーイーグル 牡4栗 57 森 裕太朗加藤 和夫氏 森 秀行 新冠 須崎牧場 B492± 01：25．6クビ 19．3�
47 ケイアイビリジアン 5栗 57 幸 英明 
ケイアイスタリオン 奥平 雅士 日高 ヤナガワ牧場 512－ 8 〃 クビ 20．6�
24 � カフェクラウン 牡5鹿 57 C．ルメール 西川 光一氏 堀 宣行 米

Jason Litt, Litt Fam-
ily Horse Trust &
Alex Solis II

518－ 6 〃 アタマ 6．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 153，915，000円 複勝： 198，373，700円 枠連： 63，580，900円
馬連： 300，306，800円 馬単： 128，565，200円 ワイド： 247，029，800円
3連複： 513，164，400円 3連単： 665，282，900円 計： 2，270，218，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，680円 複 勝 � 370円 � 1，540円 � 130円 枠 連（2－4） 4，580円

馬 連 �� 93，280円 馬 単 �� 162，320円

ワ イ ド �� 22，500円 �� 580円 �� 4，120円

3 連 複 ��� 46，770円 3 連 単 ��� 640，540円

票 数

単勝票数 計1539150 的中 � 72903（6番人気）
複勝票数 計1983737 的中 � 114871（5番人気）� 22913（14番人気）� 588898（1番人気）
枠連票数 計 635809 的中 （2－4） 10745（12番人気）
馬連票数 計3003068 的中 �� 2495（93番人気）
馬単票数 計1285652 的中 �� 594（171番人気）
ワイド票数 計2470298 的中 �� 2689（94番人気）�� 118223（4番人気）�� 14883（41番人気）
3連複票数 計5131644 的中 ��� 8229（118番人気）
3連単票数 計6652829 的中 ��� 753（1127番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．3―11．9―12．6―12．0―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．4―46．3―58．9―1：10．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コカボムクイーン �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2018．1．6 京都2着

2015．6．10生 牝6黒鹿 母 ピシーズクイーン 母母 タカミツクイーン 21戦4勝 賞金 65，235，000円
〔騎手変更〕 ケイアイビリジアン号の騎手大野拓弥は，第3回中山競馬第3日第7競走での落馬負傷のため幸英明に変更。
〔制裁〕 トップオブメジャー号の騎手吉田隼人は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）10頭 ガンケン号・クレスコブレイブ号・ゴールドラグーン号・シャドウハンター号・ジョーフォレスト号・

ダノングリスター号・デンコウリジエール号・バーニングペスカ号・メイショウヴォルガ号・メイショウベンガル号

５レース目



（3阪神2）第4日 4月4日（日曜日） 曇後雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良後稍重後重
良後稍重後重

競走回数 12回 出走頭数 175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

463，250，000円
5，570，000円
30，110，000円
5，350，000円
57，960，000円
6，000，000円
74，758，000円
5，293，500円
1，680，000円

勝馬投票券売得金
1，858，473，500円
2，295，399，500円
502，748，700円
2，864，919，200円
1，731，455，500円
2，134，078，300円
4，732，793，000円
10，319，005，600円
885，239，200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
5 重 勝
計 27，324，112，500円

総入場人員 3，083名 （有料入場人員 2，799名）
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