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04121 3月19日 曇 不良 （4阪神1） 第11日 第1競走 1，400�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 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

816 ワンダーキサラ 牝3鹿 54
51 ▲角田 大河山本 能成氏 石橋 守 浦河 大島牧場 440＋ 41：25．1 3．8�

24 キムケンリアン 牝3青 54
50 ★古川 奈穂木村 永浩氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 428＋ 41：25．73� 3．1�

611 グリーンシアター 牝3栗 54 国分 恭介平口 信行氏 加用 正 浦河 株式会社 森
本スティーブル 446－ 81：26．34 25．8�

714 デームフォーチュン 牝3鹿 54 藤井勘一郎吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 466－ 2 〃 ハナ 33．0�
713 ソプラヴェステ 牝3栗 54 藤岡 康太吉田 照哉氏 坂口 智康 千歳 社台ファーム 446－ 41：26．5� 45．8�
12 ルクススパーク 牝3鹿 54 池添 謙一�ルクス 小崎 憲 新ひだか 静内山田牧場 462± 01：26．6� 9．0	
35 トーホウダブリン 牝3栗 54 川島 信二東豊物産� 新谷 功一 浦河 有限会社

吉田ファーム 438 ― 〃 クビ 99．4

815 ブランクペイジ 牝3黒鹿54 藤岡 佑介ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 416± 0 〃 クビ 15．5�
36 ヨハマンゾクジャ 牝3栗 54 古川 吉洋 �キャピタル・システム 牧田 和弥 日高 前野牧場 470＋ 81：26．81 271．0�
47 ハルキファイト 牝3鹿 54 岩田 康誠若草クラブ 中村 直也 浦河 バンブー牧場 B458－ 4 〃 クビ 4．8
612 クリニエールグラス 牝3鹿 54 中井 裕二松岡 隆雄氏 浜田多実雄 浦河 信岡牧場 444 ―1：27．33 111．1�
11 カルディナーレ 牝3黒鹿54 団野 大成山本又一郎氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 464－ 61：27．72� 8．2�
23 セイウンナナセマル 牝3黒鹿54 小崎 綾也西山 茂行氏 新谷 功一 千歳 社台ファーム 440＋ 21：29．310 36．8�
48 クイーンオブロード 牝3鹿 54

50 ★今村 聖奈増田 和啓氏 安田 翔伍 平取 二風谷ファーム 430－ 61：29．51� 72．4�
59 シャイニーダイヤ 牝3鹿 54 荻野 極�ライフハウス 石坂 公一 日高 下河辺牧場 412－ 21：29．81� 90．0�
510 ヒデチャンフェイス 牝3栗 54 富田 暁 STレーシング 四位 洋文 新冠 松本 信行 470－ 41：30．11� 151．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，491，400円 複勝： 61，577，100円 枠連： 17，033，600円
馬連： 71，352，400円 馬単： 30，333，800円 ワイド： 72，962，700円
3連複： 123，873，700円 3連単： 119，368，600円 計： 536，993，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 150円 � 150円 � 470円 枠 連（2－8） 530円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 1，510円

ワ イ ド �� 370円 �� 1，320円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 4，620円 3 連 単 ��� 16，580円

票 数

単勝票数 計 404914 的中 � 84460（2番人気）
複勝票数 計 615771 的中 � 127933（1番人気）� 116352（2番人気）� 23742（7番人気）
枠連票数 計 170336 的中 （2－8） 24504（1番人気）
馬連票数 計 713524 的中 �� 74536（1番人気）
馬単票数 計 303338 的中 �� 15018（2番人気）
ワイド票数 計 729627 的中 �� 56680（1番人気）�� 13296（16番人気）�� 15753（13番人気）
3連複票数 計1238737 的中 ��� 20099（14番人気）
3連単票数 計1193686 的中 ��� 5218（49番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―35．2―47．3―59．6―1：12．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワンダーキサラ �
�
父 ザファクター �

�
母父 Medaglia d’Oro デビュー 2021．11．6 阪神2着

2019．3．1生 牝3鹿 母 ブルーボンボヤージ 母母 ステディプロスペクト 4戦1勝 賞金 9，020，000円
〔発走状況〕 クリニエールグラス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔その他〕 キムケンリアン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セイウンナナセマル号・クイーンオブロード号・シャイニーダイヤ号・ヒデチャンフェイス号は，

「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年4月19日まで平地競走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 キムケンリアン号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年4月19日まで出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 セイウンナナセマル号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年5月19日まで平地競走に出走

できない。

04122 3月19日 曇 不良 （4阪神1） 第11日 第2競走 ��1，800�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 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

611 デュアルレインボー 牡3鹿 56 団野 大成近藤 洋司氏 清水 久詞 新ひだか 幌村牧場 480＋ 21：53．7 5．9�
59 ロードマゼラン 牡3青鹿56 川田 将雅 �ロードホースクラブ 奥村 豊 新ひだか ケイアイファーム 504＋10 〃 クビ 1．5�
23 サ ハ ラ 牡3鹿 56 岩田 望来草間 庸文氏 杉山 晴紀 日高 下河辺牧場 486－ 2 〃 クビ 11．6�
816 フクノエヴリー 牡3黒鹿56 酒井 学福島 祐子氏 武 英智 日高 株式会社

ケイズ 526－ 61：54．65 18．8�
612 キタノホマレボシ 牡3黒鹿56 柴田 大知北所 直人氏 粕谷 昌央 日高 道見牧場 424± 01：54．8� 376．2�
24 エイシンブギーマン 牡3鹿 56

52 ★古川 奈穂平井 克彦氏 矢作 芳人 浦河 栄進牧場 484－ 81：55．01� 11．9	
35 ロフティースマイル 牝3青鹿 54

50 ★今村 聖奈 �YGGホースクラブ 飯田 祐史 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 444－ 6 〃 アタマ 53．2


815 ワンダースピアー 牡3栗 56 岩田 康誠山本 能成氏 石坂 公一 浦河 秋場牧場 498－ 61：55．21� 80．0�
12 ウォータージーニー 牡3黒鹿 56

53 ▲角田 大河山岡 正人氏 石橋 守 浦河 本巣 敦 480± 01：55．3� 21．4�
11 ニシノメイタンテイ 牡3黒鹿56 池添 謙一西山 茂行氏 新谷 功一 日高 沖田牧場 478－ 81：55．62 34．6
48 ミヤジタンジロウ 牡3鹿 56 富田 暁曽我 司氏 川村 禎彦 浦河 栄進牧場 510＋ 41：55．81 183．6�
510� ブ ル ー ン 牡3鹿 56 藤岡 康太ゴドルフィン 	島 一歩 英 Mr J. W.

Mitchell 490 ―1：56．33 15．0�
36 ダンツカリフ 牡3黒鹿 56

53 ▲大久保友雅山元 哲二氏 池添 兼雄 浦河 富塚ファーム 474± 01：56．62 415．0�
47 タイセイプライム 牡3黒鹿 56

53 ▲服部 寿希田中 成奉氏 田中 克典 新ひだか 千代田牧場 466 ―1：56．92 247．0�
714 ウインフランドル 牝3鹿 54 国分 優作�ウイン 宮 徹 むかわ 上水牧場 450＋101：58．510 204．1�
713 メイショウヤソハチ 牡3青鹿56 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 義忠 浦河 太陽牧場 448－ 81：58．92� 468．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，731，600円 複勝： 171，844，000円 枠連： 14，900，000円
馬連： 60，682，400円 馬単： 38，728，800円 ワイド： 63，432，500円
3連複： 106，877，100円 3連単： 152，076，700円 計： 649，273，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 170円 � 110円 � 170円 枠 連（5－6） 360円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 1，180円

ワ イ ド �� 220円 �� 610円 �� 270円

3 連 複 ��� 860円 3 連 単 ��� 5，620円

票 数

単勝票数 計 407316 的中 � 54752（2番人気）
複勝票数 計1718440 的中 � 82898（2番人気）� 1268636（1番人気）� 78603（3番人気）
枠連票数 計 149000 的中 （5－6） 31547（2番人気）
馬連票数 計 606824 的中 �� 110229（1番人気）
馬単票数 計 387288 的中 �� 24456（4番人気）
ワイド票数 計 634325 的中 �� 84350（1番人気）�� 22480（8番人気）�� 61805（2番人気）
3連複票数 計1068771 的中 ��� 92398（1番人気）
3連単票数 計1520767 的中 ��� 19597（10番人気）

ハロンタイム 12．9―10．9―13．3―12．4―12．5―12．5―12．6―13．1―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．8―37．1―49．5―1：02．0―1：14．5―1：27．1―1：40．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．7―3F39．2
1
3
・（1，4）－（2，9）（5，10）（11，15）（6，8）16（3，7）12，14，13・（1，4）9（2，5，10）11（3，15）（8，16）6（7，12，14）＝13

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

勝馬の
紹 介

デュアルレインボー �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2022．1．23 中山2着

2019．3．20生 牡3鹿 母 ウ キ ヨ エ 母母 レディータイクーン 4戦1勝 賞金 8，900，000円
〔発走状況〕 ミヤジタンジロウ号は，馬場入場後に放馬。馬体検査。発走時刻4分遅延。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウヤソハチ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年4月19日まで平地

競走に出走できない。

第１回 阪神競馬 第１１日



04123 3月19日 曇 不良 （4阪神1） 第11日 第3競走 1，200�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 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．5

重
重

48 ヴィゴラスダンサー 牝3鹿 54 岩田 望来前迫 義幸氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 430－101：12．3 10．0�
11 テイエムヒマラヤ 牡3鹿 56 古川 吉洋竹園 正繼氏 武 英智 新ひだか 本桐牧場 458－141：12．93� 2．3�
12 ク レ ド 牡3黒鹿56 高倉 稜 �カナヤマホール

ディングス 田中 克典 新ひだか 平野牧場 430 ―1：13．01 54．9�
35 テイエムキバイモン 牡3鹿 56 藤懸 貴志竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 480＋ 1 〃 アタマ 28．0�
612 ヴァーチュアス 牡3栗 56 団野 大成 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 新ひだか 矢野牧場 480＋121：13．21� 21．2�
611 マテラハチイチ 牡3鹿 56 岩田 康誠大野 照旺氏 上村 洋行 浦河 高松牧場 B500＋ 61：13．3クビ 5．8	
36 オーシンアズキ 牡3芦 56 �島 良太大田 慎治氏 宮 徹 日高 門別牧場 468－101：13．4� 29．7

510 ワンダーデュエル 牡3鹿 56 藤岡 康太山本 能成氏 高柳 大輔 浦河 藤春 修二 478－ 6 〃 クビ 8．7�
816 セイキングダム 牡3黒鹿56 国分 恭介金田 成基氏 加用 正 浦河 大道牧場 462± 01：13．5� 75．8�
47 アマノカイザー 牡3鹿 56 国分 優作中村 孝氏 藤沢 則雄 登別 ユートピア牧場 460－ 21：13．6クビ 26．4
23 エ バ ニ ス タ 牡3鹿 56

53 ▲角田 大河畑佐 博氏 角田 晃一 浦河 秋場牧場 466－ 2 〃 アタマ 5．2�
713 サ ト ミ ン 牝3芦 54

51 ▲大久保友雅田代 洋己氏 茶木 太樹 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 406± 01：14．02� 29．1�

24 タガノマドリード 牡3青 56 川島 信二八木 良司氏 新谷 功一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 460－ 21：14．32 54．3�

59 ディービースクエア 牡3鹿 56
52 ★古川 奈穂藤田 岳彦氏 畑端 省吾 新冠 村田牧場 400－12 〃 ハナ 173．9�

714 モンシュヴァル 牡3黒鹿 56
53 ▲服部 寿希三宅 勝俊氏 服部 利之 新冠 中地 義次 424± 01：14．93� 638．4�

815 マイティキッチョウ 牝3黒鹿54 菱田 裕二谷岡 正次氏 谷 潔 新ひだか 城地牧場 428－ 41：15．64 311．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 44，530，000円 複勝： 65，830，900円 枠連： 13，571，200円
馬連： 67，462，400円 馬単： 29，644，200円 ワイド： 72，362，700円
3連複： 106，123，100円 3連単： 115，445，800円 計： 514，970，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，000円 複 勝 � 270円 � 140円 � 1，160円 枠 連（1－4） 690円

馬 連 �� 1，380円 馬 単 �� 3，300円

ワ イ ド �� 620円 �� 7，400円 �� 2，680円

3 連 複 ��� 16，670円 3 連 単 ��� 93，620円

票 数

単勝票数 計 445300 的中 � 35576（5番人気）
複勝票数 計 658309 的中 � 55204（5番人気）� 179407（1番人気）� 10124（13番人気）
枠連票数 計 135712 的中 （1－4） 15215（2番人気）
馬連票数 計 674624 的中 �� 37867（4番人気）
馬単票数 計 296442 的中 �� 6735（7番人気）
ワイド票数 計 723627 的中 �� 32414（4番人気）�� 2406（58番人気）�� 6766（31番人気）
3連複票数 計1061231 的中 ��� 4772（54番人気）
3連単票数 計1154458 的中 ��� 894（288番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．9―12．3―12．1―12．8

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴィゴラスダンサー �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 メイショウサムソン デビュー 2022．2．27 阪神9着

2019．3．22生 牝3鹿 母 ハピネスダンサー 母母 クロノロジスト 2戦1勝 賞金 5，200，000円
〔制裁〕 エバニスタ号の騎手角田大河は，3コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：4番・6番）
〔3走成績による出走制限〕 マイティキッチョウ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年5月19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。
（非当選馬） 1頭 スナークユウマ号

04124 3月19日 曇
（ 芝 ）重
（ダート）不良（4阪神1） 第11日 第4競走 ��2，970�障害4歳以上未勝利

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
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

77 マッスルビーチ 牡6黒鹿60 北沢 伸也岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 株式会社
ノースヒルズ 480＋ 23：21．6 1．6�

88 ダイメイコスモス 牡6栗 60 植野 貴也宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 B494± 03：23．310 11．2�
66 サマーサプライズ 牡8鹿 60 小野寺祐太 �吉澤ホールディングス 宮本 博 浦河 帰山 清貴 476＋ 23：23．4� 61．2�
11 ブルベアペスカ 牡6栗 60

57 ▲小牧加矢太森中 蕃氏 谷 潔 新ひだか 橋本牧場 476－ 43：24．57 5．2�
22 メイショウアツイタ 牡4黒鹿59 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 義忠 安平 ゼットステーブル 494－ 23：26．6大差 10．8�
33 タマモサンシーロ 牡6鹿 60 中村 将之タマモ� 大橋 勇樹 新冠 守矢牧場 510± 03：27．02 5．7	
89 シホノレジーナ 牝5栗 58 小坂 忠士村瀬 寛紀氏 寺島 良 洞�湖 レイクヴィラファーム 512－ 83：29．4大差 25．6

44 � マルカブレーブ 牡5黒鹿60 森 一馬日下部 猛氏 松永 昌博 新冠 長浜牧場 464＋ 43：29．5クビ 94．5�
55 ファイナルマズル 牡6鹿 60 五十嵐雄祐 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 468－ 2 （競走中止） 31．8�
（9頭）

売 得 金
単勝： 31，198，500円 複勝： 88，311，700円 枠連： 7，913，300円
馬連： 38，204，300円 馬単： 28，162，300円 ワイド： 34，431，700円
3連複： 70，671，400円 3連単： 141，024，200円 計： 439，917，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 220円 � 470円 枠 連（7－8） 580円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，010円

ワ イ ド �� 370円 �� 740円 �� 2，340円

3 連 複 ��� 5，170円 3 連 単 ��� 11，900円

票 数

単勝票数 計 311985 的中 � 151350（1番人気）
複勝票数 計 883117 的中 � 687583（1番人気）� 29486（5番人気）� 10447（8番人気）
枠連票数 計 79133 的中 （7－8） 10416（3番人気）
馬連票数 計 382043 的中 �� 38548（4番人気）
馬単票数 計 281623 的中 �� 20832（4番人気）
ワイド票数 計 344317 的中 �� 26511（4番人気）�� 11709（9番人気）�� 3445（23番人気）
3連複票数 計 706714 的中 ��� 10238（18番人気）
3連単票数 計1410242 的中 ��� 8588（43番人気）
上り 1マイル 1：45．5 4F 51．9－3F 38．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マッスルビーチ 
�
父 メイショウサムソン 

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．12．28 阪神1着

2016．5．2生 牡6黒鹿 母 クロンヌドール 母母 ハンターズマーク 障害：3戦1勝 賞金 11，100，000円
〔競走中止〕 ファイナルマズル号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため2周目4号障害〔いけ垣〕手前で競走中止。

追 加 記 事（第 2回中山競馬第 6日第 8競走）
〔その他〕　　アレレブルー号は，競走中に疾病〔左橈骨遠位端骨折〕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。



04125 3月19日 曇 重 （4阪神1） 第11日 第5競走 ��2，400�3歳未勝利
発走12時25分 （芝・右・外）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
2：24．1
2：20．6

良
良

11 プ ラ ダ リ ア 牡3鹿 56 池添 謙一名古屋友豊� 池添 学 新冠 オリエント牧場 454＋ 22：29．0 1．8�
612 ニシノクレセント 牡3鹿 56 浜中 俊西山 茂行氏 長谷川浩大 新ひだか 本桐牧場 508－ 22：30．17 7．3�
24 メイショウホーコン 牡3芦 56 藤岡 佑介松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 492± 02：30．42 7．0�
510 ヴァーグエスタード 牡3栗 56 藤岡 康太ディアレストクラブ� 石坂 公一 浦河 ディアレスト

クラブ 460－ 22：30．5� 19．2�
816 イズジョーアーサー 牡3鹿 56 岩田 康誠泉 一郎氏 武 英智 新ひだか 矢野牧場 482－ 62：30．6� 32．7�
23 テーオーコンドル �3青鹿56 �島 良太小笹 公也氏 宮 徹 千歳 社台ファーム 470－ 62：31．02� 30．7	
59 ヴァレプロフォンダ 牡3鹿 56 岩田 望来ゴドルフィン 杉山 晴紀 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492－ 4 〃 ハナ 3．9

12 ナムラハルク 牡3鹿 56 富田 暁奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 日高 いとう牧場 502＋ 8 〃 クビ 275．4�
47 ウインバリオス 牡3鹿 56 国分 優作�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 454－ 22：31．21	 93．7�
815 ブルーアロー 牡3鹿 56 城戸 義政岡田甲子男氏 清水 久詞 様似 スイートフアーム 470± 02：31．52 356．8
35 キンシャチノキセキ 牝3黒鹿 54

50 ★古川 奈穂西村 清子氏 浜田多実雄 新ひだか 静内フアーム 420－ 82：31．71	 164．6�
713 ハイパーシーン 牝3青鹿54 団野 大成 �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 468± 02：31．9� 251．1�
611 スマイルアプローズ 牡3黒鹿56 森 裕太朗 �キャロットファーム 橋田 満 安平 ノーザンファーム 460－ 62：32．75 78．7�
36 アモールファティ 牝3鹿 54 国分 恭介薪浦 亨氏 牧田 和弥 新冠 松浦牧場 412－102：33．87 225．1�
714 メイショウボニータ 牡3鹿 56 加藤 祥太松本 好雄氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 432－102：34．01� 564．9�
48 ナオミチャン 牝3鹿 54 荻野 極塩澤 正樹氏 池添 学 洞
湖 レイクヴィラファーム 464－ 42：34．63� 161．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 49，785，400円 複勝： 106，146，900円 枠連： 14，961，600円
馬連： 69，795，100円 馬単： 41，134，600円 ワイド： 76，238，300円
3連複： 118，592，000円 3連単： 171，568，400円 計： 648，222，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 170円 � 170円 枠 連（1－6） 560円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 770円

ワ イ ド �� 280円 �� 220円 �� 750円

3 連 複 ��� 1，330円 3 連 単 ��� 3，440円

票 数

単勝票数 計 497854 的中 � 219539（1番人気）
複勝票数 計1061469 的中 � 596443（1番人気）� 83846（4番人気）� 86952（3番人気）
枠連票数 計 149616 的中 （1－6） 20704（3番人気）
馬連票数 計 697951 的中 �� 90241（3番人気）
馬単票数 計 411346 的中 �� 39756（2番人気）
ワイド票数 計 762383 的中 �� 70877（3番人気）�� 97149（2番人気）�� 21813（9番人気）
3連複票数 計1185920 的中 ��� 66444（3番人気）
3連単票数 計1715684 的中 ��� 36122（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．7―24．2―37．2―50．1―1：02．6―1：15．5―1：28．3―1：41．1―1：53．5―2：05．2―2：16．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．9―3F35．5
1
3
3－（4，8）7，5（1，12，10）2（6，9）16，15－11，14－13
3，10（4，7）－（8，12）1（5，2）6（16，9）（15，11，14）－13

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

勝馬の
紹 介

プ ラ ダ リ ア �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2022．1．15 中京2着

2019．4．3生 牡3鹿 母 シャッセロール 母母 ポ ポ ラ ス 3戦1勝 賞金 9，700，000円
〔発走状況〕 スマイルアプローズ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナオミチャン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年4月19日まで平地競走に

出走できない。

04126 3月19日 曇 重 （4阪神1） 第11日 第6競走 1，400�3歳1勝クラス
発走12時55分 （ダート・右）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

36 レ オ ノ ー レ 牝3黒鹿54 川田 将雅前田 幸大氏 安田 隆行 新冠 株式会社
ノースヒルズ 470－ 41：23．3 3．4�

24 ハッピースワニー 牝3栗 54 岩田 望来馬場 幸夫氏 牧浦 充徳 平取 雅 牧場 B424－ 41：23．4� 5．0�
510 クレスケンスルーナ 牝3栗 54 岡田 祥嗣西森 功氏 吉田 直弘 浦河 杵臼斉藤牧場 474＋ 41：24．04 27．6�
612 アランチャータ 牝3黒鹿54 富田 暁ディアレストクラブ� 上村 洋行 新ひだか 嶋田牧場 458－ 61：24．21 27．0�
23 エリカコレクト 牝3鹿 54 池添 謙一三木 正浩氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 472－ 81：24．3� 8．1�
48 カフジテトラゴン 牝3鹿 54 古川 吉洋加藤 守氏 武 英智 新ひだか タイヘイ牧場 450± 01：24．4� 7．2	
714 エトワールジェンヌ 牝3鹿 54 団野 大成福盛 訓之氏 清水 久詞 むかわ 新井牧場 486＋ 81：24．61� 14．7

816 ミヤジネズコ 牝3黒鹿54 浜中 俊曽我 司氏 鈴木 孝志 浦河 村中牧場 504－121：24．7クビ 60．0�
611 カラフルキューブ 牝3鹿 54 藤岡 佑介�G1レーシング 高野 友和 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460－ 41：24．8� 19．4�
11 デルマセドナ 牝3青鹿54 高倉 稜浅沼 廣幸氏 田中 克典 千歳 社台ファーム 458－ 61：24．9クビ 83．4
12 ピジョンブラッド 牝3鹿 54 川島 信二�ノースヒルズ 荒川 義之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 488＋ 41：25．22 23．3�
47 ヴィブラフォン 牝3栗 54 岩田 康誠吉田 勝己氏 高木 登 安平 ノーザンファーム 442－ 61：25．3� 18．7�
713 ミッキーレタス 牝3鹿 54 菱田 裕二野田みづき氏 高橋 亮 浦河 有限会社

吉田ファーム 476＋ 21：25．5� 72．9�
35 カネコメシスター 牝3栗 54 森 裕太朗髙岡 義雄氏 中尾 秀正 新冠 ラツキー牧場 472± 01：25．71� 7．3�
59 シ ダ ー 牝3鹿 54

51 ▲角田 大河ケーエスHD 本田 優 新冠 小泉牧場 B474± 0 〃 クビ 51．8�
815 スノーグレース 牝3栗 54 藤岡 康太 �シルクレーシング 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 466－ 21：25．8クビ 52．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 55，288，800円 複勝： 90，789，500円 枠連： 23，413，500円
馬連： 91，448，100円 馬単： 35，501，300円 ワイド： 95，552，700円
3連複： 156，743，300円 3連単： 142，384，700円 計： 691，121，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 170円 � 220円 � 470円 枠 連（2－3） 480円

馬 連 �� 1，280円 馬 単 �� 2，170円

ワ イ ド �� 510円 �� 1，920円 �� 1，910円

3 連 複 ��� 10，050円 3 連 単 ��� 37，670円

票 数

単勝票数 計 552888 的中 � 126762（1番人気）
複勝票数 計 907895 的中 � 173099（1番人気）� 110105（3番人気）� 39110（9番人気）
枠連票数 計 234135 的中 （2－3） 37397（1番人気）
馬連票数 計 914481 的中 �� 55256（2番人気）
馬単票数 計 355013 的中 �� 12266（2番人気）
ワイド票数 計 955527 的中 �� 52071（2番人気）�� 12277（24番人気）�� 12366（23番人気）
3連複票数 計1567433 的中 ��� 11697（29番人気）
3連単票数 計1423847 的中 ��� 2740（82番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．3―11．9―12．0―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．0―34．3―46．2―58．2―1：10．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．1
3 8，6（3，12）（4，16）5，14（10，13）（1，9）11（7，15）2 4 ・（8，6）12（3，4）（5，16）14，10－（1，13）－11，9（7，15）2

勝馬の
紹 介

レ オ ノ ー レ �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2022．2．20 阪神1着

2019．3．17生 牝3黒鹿 母 キングベイビー 母母 シネマスコープ 2戦2勝 賞金 13，500，000円
〔制裁〕 カラフルキューブ号の騎手藤岡佑介は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：1番）



04127 3月19日 曇 重 （4阪神1） 第11日 第7競走 ��
��1，800�3歳1勝クラス

発走13時25分 （ダート・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

44 ハ ピ 牡3黒鹿56 藤岡 佑介寺田 寿男氏 大久保龍志 新冠 株式会社
ノースヒルズ 458－ 81：51．0 3．7�

33 アスクドゥラメンテ 牡3鹿 56 岩田 望来廣崎利洋HD� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 528＋121：51．31� 2．7�
22 ス ミ 牝3鹿 54

51 ▲角田 大河市川義美ホール
ディングス� 高橋 亮 新ひだか フジワラフアーム 454－ 21：51．62 64．1�

810 メイショウオグマ 牡3黒鹿56 池添 謙一松本 好雄氏 安達 昭夫 様似 中脇 一幸 498＋ 21：51．7� 12．6�
66 タマモエース 牡3栗 56 富田 暁タマモ� 川村 禎彦 浦河 北光牧場 464－ 21：52．01� 6．3�
78 トモジャワールド 牡3芦 56 団野 大成吉冨 学氏 小笠 倫弘 日高 天羽 禮治 528－ 2 〃 クビ 3．5	
11 クラーベドラド 牡3青鹿56 荻野 極 
サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 482－101：53．17 174．7�
89 ネ フ ィ リ ム 牡3鹿 56 浜中 俊フィールドレーシング 武 幸四郎 新ひだか 千代田牧場 548－ 81：53．74 57．0�
55 スピリトーゾ 牡3黒鹿56 菱田 裕二 �カナヤマホール

ディングス 岡田 稲男 新ひだか 今 牧場 474－ 81：54．76 19．3
77 レリジールダモーレ 牝3栗 54 藤岡 康太 
社台レースホース高橋 義忠 千歳 社台ファーム 430－101：56．18 94．3�

（10頭）

売 得 金
単勝： 57，553，400円 複勝： 63，144，100円 枠連： 9，679，800円
馬連： 71，616，300円 馬単： 35，987，400円 ワイド： 59，151，300円
3連複： 101，416，000円 3連単： 160，395，300円 計： 558，943，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 140円 � 690円 枠 連（3－4） 620円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 1，450円

ワ イ ド �� 290円 �� 1，720円 �� 1，690円

3 連 複 ��� 4，960円 3 連 単 ��� 21，440円

票 数

単勝票数 計 575534 的中 � 123237（3番人気）
複勝票数 計 631441 的中 � 119807（3番人気）� 147275（1番人気）� 15190（8番人気）
枠連票数 計 96798 的中 （3－4） 12010（2番人気）
馬連票数 計 716163 的中 �� 87966（2番人気）
馬単票数 計 359874 的中 �� 18563（5番人気）
ワイド票数 計 591513 的中 �� 62343（2番人気）�� 8060（17番人気）�� 8196（16番人気）
3連複票数 計1014160 的中 ��� 15323（17番人気）
3連単票数 計1603953 的中 ��� 5423（76番人気）

ハロンタイム 12．8―10．8―13．0―12．4―12．4―12．4―12．2―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．6―36．6―49．0―1：01．4―1：13．8―1：26．0―1：38．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハ ピ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2022．1．10 中京1着

2019．3．15生 牡3黒鹿 母 クイーンパイレーツ 母母 カリフォルニアネクター 2戦2勝 賞金 13，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レリジールダモーレ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年4月19日まで平地

競走に出走できない。

04128 3月19日 曇 重 （4阪神1） 第11日 第8競走 ��2，000�4歳以上1勝クラス
発走14時00分 （ダート・右）

負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
2：01．0
2：01．0

不良
不良

44 メイショウシロガネ 牡4鹿 57
53 ★今村 聖奈松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 多田 善弘 472± 02：06．5 1．9�

66 コパノピッチング 牡4鹿 57 藤岡 康太小林 祥晃氏 宮 徹 新冠 サンローゼン 492－ 6 〃 ハナ 42．7�
22 ナムラスワガー 牡4鹿 57 田中 健奈村 睦弘氏 荒川 義之 様似 林 時春 480± 02：07．24 11．8�
11 グリンブルスティ 牡4鹿 57 酒井 学�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ B488± 02：07．3� 15．8�
77 ピ ー ニ ャ 牡4栗 57 岩田 望来金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム 496－ 42：07．5� 8．5�
88 マイネルエンカント 牡5黒鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 天間 昭一 新冠 ビッグレッドファーム 462± 0 〃 クビ 68．8	
33 クリノヴジュアル 牡5栗 57 富田 暁栗本 博晴氏 川村 禎彦 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 498－ 22：07．6� 60．6

55 サンライズゴラッソ 牡4鹿 57 団野 大成松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 B512＋14 （競走中止） 2．3�

（8頭）

売 得 金
単勝： 42，316，900円 複勝： 58，066，300円 枠連： 発売なし
馬連： 60，541，100円 馬単： 38，789，900円 ワイド： 40，148，700円
3連複： 76，074，100円 3連単： 195，681，800円 計： 511，618，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 850円 � 240円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 3，520円 馬 単 �� 5，350円

ワ イ ド �� 910円 �� 300円 �� 2，870円

3 連 複 ��� 5，310円 3 連 単 ��� 24，470円

票 数

単勝票数 計 423169 的中 � 173079（1番人気）
複勝票数 計 580663 的中 � 298046（1番人気）� 8154（6番人気）� 38794（3番人気）
馬連票数 計 605411 的中 �� 13303（8番人気）
馬単票数 計 387899 的中 �� 5434（15番人気）
ワイド票数 計 401487 的中 �� 10781（11番人気）�� 39217（2番人気）�� 3221（18番人気）
3連複票数 計 760741 的中 ��� 10729（13番人気）
3連単票数 計1956818 的中 ��� 5796（67番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―11．9―14．0―13．2―12．3―12．4―12．3―13．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．4―36．3―50．3―1：03．5―1：15．8―1：28．2―1：40．5―1：53．6

コーナー
通過順位

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

2
4
4，5，7（3，1）2，8－6
5，2－（4，7，8）（1，6）3

勝馬の
紹 介

メイショウシロガネ �

父 ホッコータルマエ �


母父 マーベラスサンデー デビュー 2020．11．8 阪神5着

2018．4．9生 牡4鹿 母 キンショーオトヒメ 母母 サークルメモリー 12戦2勝 賞金 18，670，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔競走中止〕 サンライズゴラッソ号は，4コーナーで外側に逃避し，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 メイショウシロガネ号の騎手今村聖奈は，3コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：1番・7番）

サンライズゴラッソ号の騎手団野大成は，4コーナーでの御法（外側に逃避された）について戒告。（被害馬：2番）
ナムラスワガー号の騎手田中健は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。

〔馬の出走停止・調教再審査〕 サンライズゴラッソ号は，令和4年3月20日から令和4年4月9日まで出走停止。停止期間の満了後
に平地調教再審査。

追 加 記 事（第 1回阪神競馬第 10 日第 3競走）
〔その他〕　　メイショウウインダ号は，競走中に疾病〔左橈骨遠位端骨折〕を発症。なお，

同馬は「3走成績による出走制限」の適用を除外。



04129 3月19日 小雨 稍重 （4阪神1） 第11日 第9競走 ��2，600�
あ わ じ

淡 路 特 別
発走14時35分 （芝・右・外）
4歳以上，2勝クラス，3．3．20以降4．3．13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 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
2：35．1
2：35．1

良
良

11 ヴェラアズール 牡5青 55 岩田 望来 �キャロットファーム 渡辺 薫彦 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 516＋102：38．4 7．9�

55 プレイリードリーム 牡6鹿 54 藤岡 康太田所 英子氏 安達 昭夫 日高 天羽牧場 462－ 62：38．5� 17．1�
44 サトノシャローム 牡5鹿 56 酒井 学 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 512－ 62：39．67 6．2�
66 ダノングレーター �6黒鹿54 富田 暁�ダノックス 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム B468＋ 62：39．7� 25．3�
89 � ハーツオブシャカ 牡4鹿 54 川田 将雅 �CHEVAL AT-

TACHE �島 一歩 浦河 辻 牧場 460± 02：39．8	 1．7	
22 タ ガ ノ カ イ 牡4黒鹿55 岩田 康誠八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 514＋ 22：39．9クビ 12．1

77 ナオミラフィネ 牝5栗 53 藤岡 佑介塩澤 正樹氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 468± 02：40．75 6．1�
33 リーブルミノル 牡4栗 54 荻野 極吉岡 實氏 本田 優 洞
湖 レイクヴィラファーム 488－ 22：41．02 49．9�
88 メイショウラツワン 牡5鹿 55 秋山真一郎松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 笠松牧場 480－142：41．53� 28．2
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売 得 金
単勝： 57，856，000円 複勝： 55，030，800円 枠連： 11，252，500円
馬連： 92，442，800円 馬単： 44，107，400円 ワイド： 70，234，800円
3連複： 130，215，400円 3連単： 216，281，500円 計： 677，421，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 320円 � 320円 � 210円 枠 連（1－5） 7，350円

馬 連 �� 7，220円 馬 単 �� 12，290円

ワ イ ド �� 1，860円 �� 940円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 11，080円 3 連 単 ��� 70，280円

票 数

単勝票数 計 578560 的中 � 57867（4番人気）
複勝票数 計 550308 的中 � 42305（5番人気）� 42186（6番人気）� 75438（3番人気）
枠連票数 計 112525 的中 （1－5） 1186（19番人気）
馬連票数 計 924428 的中 �� 9921（20番人気）
馬単票数 計 441074 的中 �� 2690（35番人気）
ワイド票数 計 702348 的中 �� 9487（23番人気）�� 19468（12番人気）�� 16449（13番人気）
3連複票数 計1302154 的中 ��� 8809（36番人気）
3連単票数 計2162815 的中 ��� 2231（200番人気）

ハロンタイム 12．8―10．8―11．9―13．2―13．0―12．4―12．3―12．3―12．3―12．1―11．8―11．4―12．1

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―23．6―35．5―48．7―1：01．7―1：14．1―1：26．4―1：38．7―1：51．0―2：03．1―2：14．9―2：26．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴェラアズール �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2020．3．20 阪神2着

2017．1．19生 牡5青 母 ヴェラブランカ 母母 アドマイヤサンデー 17戦3勝 賞金 49，799，000円
〔騎手変更〕 サトノシャローム号の騎手団野大成は，第8競走での落馬による検査のため酒井学に変更。

04130 3月19日 小雨 稍重 （4阪神1） 第11日 第10競走 ��
��1，200�

よどやばし

淀屋橋ステークス
発走15時10分 （芝・右）
4歳以上，3勝クラス；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000円
付 加 賞 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．0

良
良

69 � キャプテンドレイク 牡5鹿 57 藤岡 康太谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 490＋ 41：08．3 6．9�
22 オメガラヴィサン 	7鹿 57 川田 将雅原 
子氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム B478± 0 〃 ハナ 2．0�
44 フォースオブウィル 	5栗 57 柴田 大知柳原 克哉氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 436－101：08．72 12．1�
56 グッドマックス 牝5芦 55 古川 吉洋長谷川光司氏 小林 真也 浦河 ヒダカフアーム 466－22 〃 ハナ 41．8�
45 マ リ ー ナ 牝4青鹿55 岩田 康誠三浦 大輔氏 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 444± 0 〃 クビ 4．0�
812 ス ン リ 牝4鹿 55 浜中 俊白 日光氏 清水 久詞 新冠 石郷岡 五月 B480－ 41：08．8アタマ 11．5�
711� ミニオンペール 牝6鹿 55 藤懸 貴志 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 小手川 準 新冠 サンローゼン 474－ 41：08．9� 121．4

710 サウンドカナロア 	6鹿 57 岩田 望来増田 雄一氏 村山 明 新冠 飛渡牧場 B476－ 6 〃 クビ 14．0�
68 テイエムイダテン 牡5鹿 57 中井 裕二竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか 本桐牧場 B482＋ 4 〃 クビ 29．1�
57 エレヴァート 牝5黒鹿55 酒井 学	ノースヒルズ 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 446－ 61：09．0クビ 91．0
33 オースミカテドラル 牡6鹿 57 菱田 裕二	オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム 466－ 41：09．1� 29．9�
813 サンラモンバレー 牡7鹿 57 荻野 極金子真人ホール

ディングス	 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B490－ 41：09．63 102．3�
11 � ショウナンアリアナ 牝6鹿 55 池添 謙一国本 哲秀氏 高野 友和 英 Guy Pari-

ente Holding 442－ 61：10．34 54．8�
（13頭）

売 得 金
単勝： 60，148，800円 複勝： 71，692，400円 枠連： 25，212，100円
馬連： 142，208，100円 馬単： 53，436，800円 ワイド： 103，025，700円
3連複： 201，285，700円 3連単： 240，027，100円 計： 897，036，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 190円 � 120円 � 260円 枠 連（2－6） 680円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，920円

ワ イ ド �� 370円 �� 940円 �� 380円

3 連 複 ��� 2，260円 3 連 単 ��� 12，730円

票 数

単勝票数 計 601488 的中 � 69446（3番人気）
複勝票数 計 716924 的中 � 88337（3番人気）� 209997（1番人気）� 52620（5番人気）
枠連票数 計 252121 的中 （2－6） 28446（2番人気）
馬連票数 計1422081 的中 �� 152207（2番人気）
馬単票数 計 534368 的中 �� 20849（6番人気）
ワイド票数 計1030257 的中 �� 75645（2番人気）�� 25444（13番人気）�� 71342（3番人気）
3連複票数 計2012857 的中 ��� 66608（6番人気）
3連単票数 計2400271 的中 ��� 13663（31番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．3―11．2―11．1―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．9―34．2―45．4―56．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．4―3F34．1
3 10－（5，8）（2，12）（3，6，9）（4，7）－13，1，11 4 10，8（2，5，12）（3，6，9）（4，7）－13，1，11
市場取引馬

勝馬の
紹 介

�キャプテンドレイク �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 アグネスタキオン

2017．4．19生 牡5鹿 母 ハシッテホシーノ 母母 ア ド マ イ ス 13戦3勝 賞金 48，260，000円
初出走 JRA

〔騎手変更〕 ミニオンペール号の騎手団野大成は，第8競走での落馬による検査のため藤懸貴志に変更。
※ミニオンペール号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



04131 3月19日 小雨 稍重 （4阪神1） 第11日 第11競走 ��
��2，000�

わ か ば

若葉ステークス（Ｌ）
発走15時45分 （皐月賞トライアル） （芝・右）
3歳；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 20，000，000円 8，000，000円 5，000，000円 3，000，000円 2，000，000円
付 加 賞 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

66 デ シ エ ル ト 牡3黒鹿56 岩田 康誠�ラ・メール 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 510＋ 42：00．2 3．8�
44 ヴェローナシチー 牡3芦 56 酒井 学 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新冠 カミイスタット 502－ 62：00．73 7．8�
33 フ ィ デ ル 牡3鹿 56 川田 将雅エムズレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 474－ 22：00．8� 2．2�
22 メイショウラナキラ 牡3鹿 56 秋山真一郎松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 村下 明博 438± 02：00．9クビ 122．3�
78 メイショウウネビ 牡3鹿 56 富田 暁松本 好雄氏 本田 優 浦河 宮内牧場 462± 0 〃 クビ 117．6�
55 ストロングウィル 牡3黒鹿56 浜中 俊前田 晋二氏 橋口 慎介 新ひだか 山際牧場 482＋ 22：01．11� 12．8	
11 ショウナンアデイブ 牡3青鹿56 池添 謙一国本 哲秀氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 492－ 42：01．2クビ 5．0

77 サクセスドレーク 牡3黒鹿56 藤岡 佑介�タカシマ 野中 賢二 平取 坂東牧場 492＋ 2 〃 クビ 23．3�
810 ウナギノボリ 牡3黒鹿56 藤岡 康太小田切有一氏 音無 秀孝 日高 中原牧場 462－ 22：01．41� 42．7�
89 エイカイマッケンロ 牡3鹿 56 岩田 望来二木 英德氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 488± 02：01．82� 14．4

（10頭）

売 得 金
単勝： 163，052，100円 複勝： 163，018，000円 枠連： 45，168，200円
馬連： 324，486，800円 馬単： 134，118，000円 ワイド： 237，183，100円
3連複： 464，512，500円 3連単： 742，716，400円 計： 2，274，255，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 160円 � 170円 � 110円 枠 連（4－6） 1，790円

馬 連 �� 1，770円 馬 単 �� 2，710円

ワ イ ド �� 590円 �� 310円 �� 280円

3 連 複 ��� 1，290円 3 連 単 ��� 8，300円

票 数

単勝票数 計1630521 的中 � 335081（2番人気）
複勝票数 計1630180 的中 � 227763（3番人気）� 189902（4番人気）� 517427（1番人気）
枠連票数 計 451682 的中 （4－6） 19515（9番人気）
馬連票数 計3244868 的中 �� 141331（8番人気）
馬単票数 計1341180 的中 �� 37024（11番人気）
ワイド票数 計2371831 的中 �� 98299（8番人気）�� 210353（3番人気）�� 238309（2番人気）
3連複票数 計4645125 的中 ��� 269068（3番人気）
3連単票数 計7427164 的中 ��� 64873（25番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―12．4―12．2―12．1―12．4―11．7―11．5―11．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．1―36．5―48．7―1：00．8―1：13．2―1：24．9―1：36．4―1：47．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F35．3
1
3
6，5（2，3）（4，9）（1，8）10，7
6，5（2，3）（1，4，9）（8，7）10

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

デ シ エ ル ト �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2021．12．19 阪神1着

2019．1．17生 牡3黒鹿 母 アドマイヤセプター 母母 アドマイヤグルーヴ 3戦3勝 賞金 34，724，000円
〔騎手変更〕 ヴェローナシチー号の騎手団野大成は，第8競走での落馬負傷のため酒井学に変更。
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりデシエルト号・ヴェローナシチー号は，皐月賞（GⅠ）競走に優先出走できる。

04132 3月19日 小雨 重 （4阪神1） 第11日 第12競走 ��1，200�4歳以上2勝クラス
発走16時25分 （ダート・右）

負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 11，100，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，110，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．5

重
重

24 タマモヒメギミ 牝4鹿 55 国分 恭介タマモ� 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 492－ 41：11．4 22．5�
23 ビーアイフェリペ 牡4栗 57 菱田 裕二馬場 祥晃氏 新谷 功一 新ひだか タガミファーム 516± 0 〃 ハナ 5．7�
35 ショウゲッコウ 牝5鹿 55 中井 裕二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 杉山 佳明 浦河 ヒダカフアーム 470－ 6 〃 クビ 5．6�
611 タイセイグラシア 牝4黒鹿 55

51 ★古川 奈穂田中 成奉氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 452± 01：11．6� 15．5�
612 ミ ラ ク ル 牝4鹿 55 池添 謙一�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 466± 0 〃 クビ 9．4�
48 メイショウミズモ 牝4黒鹿55 藤岡 康太松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 岡部牧場 412－ 41：11．7� 10．5	
47 ディーズローリエ 牝5黒鹿55 秋山真一郎秋谷 壽之氏 岡田 稲男 新ひだか 野坂牧場 B446＋ 21：11．8クビ 85．3

713 エナジーロッソ 牝4鹿 55 川田 将雅 �キャピタル・システム 高柳 大輔 浦河 宮内牧場 B482－ 4 〃 クビ 2．6�
36 シセイタケル 牡7栗 57 荻野 極猪苗代 勇氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 472－141：11．9� 210．2�
11 メイショウベッピン 牝5鹿 55

52 ▲角田 大河松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 476－14 〃 ハナ 13．3
714 シンゼンブースター �6栗 57

53 ★今村 聖奈原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大
作ステーブル 488－ 21：12．11	 111．0�

12 
 ジョウショーモード 牡4栗 57 高倉 稜熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 五丸農場 504＋ 21：12．31� 34．8�
59 ゴーゴーレイワ 牝5黒鹿55 和田 翼上山 牧氏 畑端 省吾 浦河 小林 仁 492－ 81：12．4� 142．7�
510
 ミキノバスドラム 牡4鹿 57 柴田 大知谷口 久和氏 南田美知雄 浦河 浦河育成牧場 500－14 〃 クビ 33．4�
816 カ レ ン リ ズ 牝5栗 55 酒井 学鈴木 隆司氏 小林 真也 平取 びらとり牧場 440± 01：12．93 43．7�
815 ショウナンバサロ 牡4芦 57 浜中 俊国本 哲秀氏 吉村 圭司 むかわ 上水牧場 496± 0 〃 ハナ 39．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 108，988，100円 複勝： 135，181，000円 枠連： 43，245，400円
馬連： 201，337，600円 馬単： 77，509，600円 ワイド： 182，984，500円
3連複： 318，324，300円 3連単： 351，519，200円 計： 1，419，089，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，250円 複 勝 � 490円 � 230円 � 190円 枠 連（2－2） 5，620円

馬 連 �� 5，860円 馬 単 �� 14，240円

ワ イ ド �� 2，010円 �� 1，660円 �� 910円

3 連 複 ��� 8，730円 3 連 単 ��� 70，590円

票 数

単勝票数 計1089881 的中 � 38685（8番人気）
複勝票数 計1351810 的中 � 59100（8番人気）� 157885（3番人気）� 214848（2番人気）
枠連票数 計 432454 的中 （2－2） 5963（21番人気）
馬連票数 計2013376 的中 �� 26621（20番人気）
馬単票数 計 775096 的中 �� 4082（47番人気）
ワイド票数 計1829845 的中 �� 23043（23番人気）�� 28034（18番人気）�� 53026（9番人気）
3連複票数 計3183243 的中 ��� 27341（25番人気）
3連単票数 計3515192 的中 ��� 3610（211番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．4―11．9―11．8―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．4―34．8―46．7―58．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．6
3 4，10（9，11）（12，13）（16，15）3（8，7）（1，5）（6，14）2 4 4，10（9，11，15）12，13（3，16，7）（8，5）（1，6，14）－2

勝馬の
紹 介

タマモヒメギミ �
�
父 アポロキングダム �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2020．11．22 阪神10着

2018．4．1生 牝4鹿 母 タマモマナムスメ 母母 ヒトリムスメ 15戦3勝 賞金 34，630，000円
〔騎手変更〕 メイショウベッピン号の騎手団野大成は，第8競走での落馬負傷のため角田大河に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ロードシュトローム号



（4阪神1）第11日 3月19日（土曜日） 曇後雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重後稍重
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 155頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

220，720，000円
8，130，000円
26，900，000円
1，010，000円
27，600，000円
67，809，000円
4，793，500円
1，488，000円

勝馬投票券売得金
751，941，000円
1，130，632，700円
226，351，200円
1，291，577，400円
587，454，100円
1，107，708，700円
1，974，708，600円
2，748，489，700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
計 9，818，863，400円

総入場人員 3，183名 （有料入場人員 3，026名）
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