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04133 3月20日 晴 重 （4阪神1） 第12日 第1競走 1，800�3歳未勝利
発走9時50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
1：48．5
1：47．6

重
重

35 ア エ リ ー ゾ 牝3鹿 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 436－121：54．3 1．2�
23 ジューンレインボー 牝3青鹿54 富田 暁吉川 潤氏 武 英智 浦河 高昭牧場 420＋ 21：55．910 12．2�
46 ドゥライトアルディ 牝3鹿 54 �島 克駿安原 浩司氏 西村 真幸 新ひだか 岡田牧場 484＋ 61：56．11� 5．0�
58 ルールザウイングス 牝3鹿 54 �島 良太 �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム 482－101：56．42 35．2�
611 サンボールダー 牝3鹿 54

51 ▲角田 大和 �加藤ステーブル 角田 晃一 日高 株式会社
ケイズ 458－ 41：56．5� 318．2	

712 カホウハネテマテ 牝3芦 54 小崎 綾也 �キャピタル・システム 村山 明 浦河 惣田 英幸 464－ 41：56．71� 121．8

815 ビートルジュース 牝3青 54 藤岡 康太阿部東亜子氏 羽月 友彦 日高 オリオンファーム 426＋ 61：57．12� 104．6�
22 シ シ ャ モ 牝3鹿 54 城戸 義政�GET NEXT 荒川 義之 新冠 須崎牧場 424± 01：57．2� 298．0�
713 スカイウィッチ 牝3黒鹿54 荻野 琢真山口 正行氏 寺島 良 新ひだか 有限会社石川牧場 B438＋ 61：57．83� 103．1
610 オーマイラヴアスク 牝3鹿 54

51 ▲角田 大河廣崎 利洋氏 河内 洋 平取 株式会社
ASK STUD 484± 01：58．01� 210．1�

11 ミヴィダロカ 牝3鹿 54 坂井 瑠星加藤 裕司氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 492± 01：58．1クビ 19．2�
814 マテンロウモネ 牝3鹿 54 横山 典弘寺田千代乃氏 坂口 智康 安平 ノーザンファーム 420＋ 81：59．05 19．2�
47 カワキタアイゼン 牝3黒鹿 54

51 ▲川端 海翼川島 徹郎氏 浜田多実雄 新ひだか 木田牧場 B446－101：59．31� 123．6�
34 ゼンダイミモン 牝3鹿 54

52 △小沢 大仁幅田 昌伸氏 加用 正 新ひだか 猪野毛牧場 448 ―1：59．4� 172．6�
59 マルノユズキ 牝3黒鹿54 松若 風馬丸山 隆雄氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 492＋ 62：01．4大差 172．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 41，169，700円 複勝： 160，473，500円 枠連： 12，465，100円
馬連： 54，787，600円 馬単： 38，691，700円 ワイド： 57，835，600円
3連複： 102，165，100円 3連単： 155，565，000円 計： 623，153，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 100円 � 140円 � 110円 枠 連（2－3） 550円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 660円

ワ イ ド �� 240円 �� 130円 �� 440円

3 連 複 ��� 530円 3 連 単 ��� 1，840円

票 数

単勝票数 計 411697 的中 � 256988（1番人気）
複勝票数 計1604735 的中 � 1251278（1番人気）� 63285（3番人気）� 135780（2番人気）
枠連票数 計 124651 的中 （2－3） 17544（2番人気）
馬連票数 計 547876 的中 �� 78898（2番人気）
馬単票数 計 386917 的中 �� 43432（2番人気）
ワイド票数 計 578356 的中 �� 53519（2番人気）�� 157339（1番人気）�� 24284（5番人気）
3連複票数 計1021651 的中 ��� 144434（1番人気）
3連単票数 計1555650 的中 ��� 61161（3番人気）

ハロンタイム 13．0―11．5―14．3―12．9―12．7―12．5―12．3―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．5―38．8―51．7―1：04．4―1：16．9―1：29．2―1：41．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ア エ リ ー ゾ �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2021．10．10 阪神3着

2019．4．11生 牝3鹿 母 スマイルシャワー 母母 サンデースマイルⅡ 6戦1勝 賞金 11，420，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゼンダイミモン号・マルノユズキ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年4月

20日まで平地競走に出走できない。

04134 3月20日 晴 重 （4阪神1） 第12日 第2競走 1，400�3歳未勝利
発走10時20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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

816 ナリタグローリアス 牡3栗 56 �島 克駿�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム 502± 01：24．9 2．9�
510 タガノクリステル 牝3黒鹿54 酒井 学八木 良司氏 長谷川浩大 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 474± 01：25．43 8．3�
815 リッキーヤスオカ 牡3栗 56 坂井 瑠星 �スリーエイチレーシング 小崎 憲 日高 下河辺牧場 504－ 81：25．61� 3．0�
59 ソーマレイオウ 牡3鹿 56 菱田 裕二 MASAレーシング 加用 正 日高 タバタファーム 500± 01：25．8� 33．1�
48 クリノミニスター 牡3鹿 56 太宰 啓介栗本 守氏 荒川 義之 新ひだか 三石川上牧場 466－ 21：26．12 12．5�
12 ツヴァイシュテルネ 牡3黒鹿56 浜中 俊ライオンレースホース� 武 幸四郎 安平 追分ファーム 478－ 41：26．2� 24．1	
11 ア レ マ ー ナ 牝3鹿 54

51 ▲角田 大和 
キャロットファーム 松下 武士 安平 ノーザンファーム 472－ 21：26．3� 6．7�
47 ヨシノエスポワール 牡3鹿 56 国分 優作清水 義德氏 中尾 秀正 浦河 ガーベラパー

クスタツド B486± 01：26．5� 19．3�
36 サマーサンシャイン 牝3鹿 54 森 裕太朗岡田 牧雄氏 羽月 友彦 新ひだか 三石川上牧場 466± 01：26．82 391．8
612 パワータイショウ 牡3鹿 56 藤井勘一郎西村新一郎氏 村山 明 新ひだか 田原橋本牧場 494－ 21：27．22� 18．2�
713 メイショウトリデ 牡3黒鹿 56

53 ▲角田 大河松本 好雄氏 石橋 守 浦河 まるとみ冨岡牧場 484± 01：27．51� 63．0�
611 メイショウカラツ 牡3黒鹿56 富田 暁松本 好雄氏 大橋 勇樹 様似 様似共栄牧場 476± 01：28．35 299．0�
35 ギャラクシーセブン 牡3栗 56 城戸 義政 Him Rock Racing

ホールディングス� 荒川 義之 日高 タバタファーム 446－ 4 〃 クビ 133．3�
23 ヒラシゲカツ 牡3黒鹿56 川島 信二北前孔一郎氏 新谷 功一 新ひだか 中田 英樹 506± 01：28．4クビ 56．9�
714 モンサンバリエンテ 牡3鹿 56

54 △小沢 大仁山下 新一氏 飯田 祐史 新冠 川島牧場 490－241：29．35 99．3�
24 モズスーパーノヴァ 牝3栗 54 松若 風馬 �キャピタル・システム �島 一歩 平取 スガタ牧場 482－ 21：30．04 124．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，081，400円 複勝： 64，250，700円 枠連： 16，899，500円
馬連： 64，832，700円 馬単： 28，322，800円 ワイド： 67，520，800円
3連複： 114，229，600円 3連単： 106，007，300円 計： 499，144，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 170円 � 120円 枠 連（5－8） 510円

馬 連 �� 1，340円 馬 単 �� 2，060円

ワ イ ド �� 440円 �� 210円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，110円 3 連 単 ��� 6，220円

票 数

単勝票数 計 370814 的中 � 99324（1番人気）
複勝票数 計 642507 的中 � 140520（2番人気）� 74517（3番人気）� 160375（1番人気）
枠連票数 計 168995 的中 （5－8） 25512（3番人気）
馬連票数 計 648327 的中 �� 37229（4番人気）
馬単票数 計 283228 的中 �� 10293（5番人気）
ワイド票数 計 675208 的中 �� 34927（4番人気）�� 90751（1番人気）�� 49431（2番人気）
3連複票数 計1142296 的中 ��� 76522（1番人気）
3連単票数 計1060073 的中 ��� 12339（7番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．7―12．0―12．4―12．5―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―34．9―46．9―59．3―1：11．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナリタグローリアス �
�
父 ストロングリターン �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2021．12．4 阪神5着

2019．2．16生 牡3栗 母 リトミックダンス 母母 レガシーオブストレングス 4戦1勝 賞金 7，980，000円
〔騎手変更〕 ギャラクシーセブン号の騎手団野大成は，第11日第8競走での落馬負傷のため城戸義政に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 モンサンバリエンテ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年4月20日まで平地

競走に出走できない。
モズスーパーノヴァ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年5月20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〕 メイショウトリデ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年5月20日まで平地競走に出走でき
ない。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 オグロ号・セルゼ号

第１回 阪神競馬 第１２日



04135 3月20日 晴 重 （4阪神1） 第12日 第3競走 1，800�3歳未勝利
発走10時50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

59 メイショウカゲカツ 牡3芦 56 石橋 脩松本 好雄氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 498－101：53．3 1．8�
712 テーオーヴィヴァン 牡3鹿 56 藤岡 康太小笹 公也氏 宮 徹 新ひだか 秋田育成牧場 496－ 41：54．78 23．7�
611 リリーアロー 牡3鹿 56 池添 謙一土井 孝夫氏 池添 兼雄 新冠 ハシモトフアーム 496＋ 21：55．02 26．8�
46 ウインヴェルデ 牡3黒鹿56 和田 竜二�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 490± 01：55．21 17．4�
815 シャドウアイル 牡3栗 56 幸 英明飯塚 知一氏 斉藤 崇史 千歳 社台ファーム 478－ 21：55．62� 28．0�
35 ダノンマイソウル 牡3鹿 56 坂井 瑠星�ダノックス 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 514－ 41：55．92 4．4	
58 サンライズルーチェ 牡3黒鹿56 松若 風馬松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 514－ 41：56．43 27．4

11 トーホウテンリュウ 牡3栗 56 菱田 裕二東豊物産� 石坂 公一 日高 竹島 幸治 B470－ 41：56．82� 102．1�
713 ベヴィアーモ 牡3黒鹿56 吉田 隼人 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 468＋ 61：56．9クビ 12．4
47 ニホンピロナッシュ 牡3鹿 56

53 ▲大久保友雅小林百太郎氏 畑端 省吾 新ひだか 佐竹 学 498－ 41：57．11� 331．9�
610 ダンツエスプリ 牡3栗 56

53 ▲角田 大和山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 千代田牧場 470－ 61：57．2クビ 18．0�
22 セレステイブランコ 牡3栗 56 �島 克駿 �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 506＋101：58．26 11．4�
23 タマモトレゾール 牡3鹿 56

53 ▲角田 大河タマモ� 中竹 和也 日高 スマイルファーム 512＋ 21：58．3クビ 363．8�
814 ウ ル テ 牡3栗 56 西村 淳也 �スリーエイチレーシング 四位 洋文 新ひだか 矢野牧場 498＋101：59．47 73．2�
34 カレンブルーローズ 牡3鹿 56 富田 暁鈴木 隆司氏 安田 翔伍 日高 高柳 隆男 444－ 82：01．2大差 101．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 45，931，000円 複勝： 95，389，400円 枠連： 13，113，700円
馬連： 65，088，400円 馬単： 34，731，300円 ワイド： 71，356，800円
3連複： 109，523，100円 3連単： 123，133，900円 計： 558，267，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 440円 � 370円 枠 連（5－7） 710円

馬 連 �� 1，730円 馬 単 �� 2，320円

ワ イ ド �� 690円 �� 780円 �� 3，760円

3 連 複 ��� 6，310円 3 連 単 ��� 21，850円

票 数

単勝票数 計 459310 的中 � 202945（1番人気）
複勝票数 計 953894 的中 � 538436（1番人気）� 26090（9番人気）� 32057（8番人気）
枠連票数 計 131137 的中 （5－7） 14291（2番人気）
馬連票数 計 650884 的中 �� 29024（6番人気）
馬単票数 計 347313 的中 �� 11182（8番人気）
ワイド票数 計 713568 的中 �� 27713（6番人気）�� 24132（9番人気）�� 4608（37番人気）
3連複票数 計1095231 的中 ��� 13001（21番人気）
3連単票数 計1231339 的中 ��� 4085（66番人気）

ハロンタイム 13．0―11．4―14．3―13．0―12．7―12．5―12．1―12．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．4―38．7―51．7―1：04．4―1：16．9―1：29．0―1：41．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウカゲカツ �
�
父 ダ ン カ ー ク �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2021．11．27 阪神3着

2019．4．8生 牡3芦 母 ウォータームージカ 母母 カパルアベイ 4戦1勝 賞金 9，780，000円
〔騎手変更〕 シャドウアイル号の騎手団野大成は，第11日第8競走での落馬負傷のため幸英明に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウルテ号・カレンブルーローズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年4月20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〕 タマモトレゾール号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年5月20日まで平地競走に出走で

きない。

04136 3月20日 晴
（ 芝 ）稍重
（ダート）重 （4阪神1） 第12日 第4競走 ��3，110�障害4歳以上オープン

発走11時20分 （芝・ダート）
負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金400万円超過馬は超過額300
万円毎1�増
本 賞 13，500，000円 5，400，000円 3，400，000円 2，000，000円 1，350，000円� コースレコード3：25．0良・良

22 ノストラダムス 牡7鹿 60 北沢 伸也岡 浩二氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 500＋ 63：28．6 1．8�
55 � セデックカズマ 牡6黒鹿60 平沢 健治合同会社雅苑興業 高柳 大輔 浦河 三嶋牧場 518＋ 63：29．77 3．9�
77 � メイショウハチク �8鹿 60 森 一馬松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 大北牧場 464± 03：30．76 30．2�
66 � ペ ガ ー ズ 牡8鹿 60 白浜 雄造 �カナヤマホール

ディングス 中尾 秀正 新冠 ヒカル牧場 500－10 〃 アタマ 6．9�
44 アルトリウス �8鹿 60 蓑島 靖典�G1レーシング 高橋 文雅 安平 追分ファーム B466－203：31．44 102．7�
78 テイエムチューハイ 牡8黒鹿60 植野 貴也竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 B464± 03：31．61� 29．2	
810 フィードバック �6黒鹿60 草野 太郎 
社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム B486－12 〃 アタマ 8．0�
89 テーオーソクラテス 牡5鹿 60 小坂 忠士小笹 公也氏 奥村 豊 日高 ヤナガワ牧場 460± 03：32．45 15．3�
11 オールマンリバー 牡10黒鹿62 難波 剛健三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 512＋ 23：32．93 62．9
33 バーンスター 牡6鹿 60 黒岩 悠�ノースヒルズ 谷 潔 浦河 中村 雅明 498－ 83：33．42� 38．0�

（10頭）

売 得 金
単勝： 27，317，200円 複勝： 34，949，700円 枠連： 8，565，100円
馬連： 44，207，700円 馬単： 25，284，000円 ワイド： 37，896，400円
3連複： 72，559，500円 3連単： 121，025，000円 計： 371，804，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 140円 � 530円 枠 連（2－5） 370円

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 490円

ワ イ ド �� 180円 �� 1，150円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 2，790円 3 連 単 ��� 7，280円

票 数

単勝票数 計 273172 的中 � 119599（1番人気）
複勝票数 計 349497 的中 � 134655（1番人気）� 63106（2番人気）� 8359（8番人気）
枠連票数 計 85651 的中 （2－5） 17750（1番人気）
馬連票数 計 442077 的中 �� 119335（1番人気）
馬単票数 計 252840 的中 �� 38217（1番人気）
ワイド票数 計 378964 的中 �� 71284（1番人気）�� 7070（14番人気）�� 5847（17番人気）
3連複票数 計 725595 的中 ��� 19461（10番人気）
3連単票数 計1210250 的中 ��� 12046（21番人気）
上り 1マイル 1：48．7 4F 54．5－3F 41．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ノストラダムス �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2017．7．23 函館2着

2015．1．30生 牡7鹿 母 ソ ム ニ ア 母母 ドリームスケイプ 障害：4戦2勝 賞金 28，000，000円
〔制裁〕 フィードバック号の騎手草野太郎は，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。



04137 3月20日 晴 稍重 （4阪神1） 第12日 第5競走 ��1，800�3歳未勝利
発走12時10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
1：43．9
1：43．8

良
良

714 ロマンシングブルー 牝3青鹿54 西村 淳也吉田 勝己氏 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 460－ 21：48．4 2．9�
35 チェルノボーグ 牡3青鹿56 藤岡 佑介 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 490＋ 6 〃 ハナ 3．2�
611 オ オ キ ニ 牡3鹿 56 和田 竜二岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 ハクツ牧場 454－ 61：48．5� 128．9�
510 ダノンソフィア 牝3鹿 54 酒井 学�ダノックス 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 488－ 61：48．6クビ 4．4�
715 ブラッドワイルド 牡3黒鹿56 川田 将雅 �社台レースホース野中 賢二 千歳 社台ファーム 504－ 61：48．81� 13．3	
12 ファインバーグ 牡3青鹿56 池添 謙一林 正道氏 清水 久詞 日高 白井牧場 498－ 81：49．01� 10．2

59 コルトレーン 牡3黒鹿 56

53 ▲角田 大和市川義美ホール
ディングス� 角田 晃一 新ひだか フジワラフアーム 482－101：49．1� 37．7�

11 ポリッシュキッス 牝3鹿 54 幸 英明合同会社雅苑興業 高柳 大輔 安平 追分ファーム 422－ 61：49．2� 179．8�
48 シゲルツキミザケ 牡3黒鹿 56

53 ▲角田 大河森中 蕃氏 谷 潔 様似 猿倉牧場 456－ 4 〃 アタマ 97．4
818 ワ イ ズ マ ン 牡3黒鹿56 藤岡 康太山本又一郎氏 庄野 靖志 浦河 三嶋牧場 468＋ 21：49．3クビ 27．9�
47 バーニングサン 牡3芦 56

54 △小沢 大仁長谷川光司氏 小林 真也 浦河 �川フアーム 462－ 2 〃 クビ 39．0�
713 ゲンパチソル 牝3鹿 54 坂井 瑠星平野 武志氏 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 450 ―1：49．61� 109．5�
612 サンマルヴァレー 牝3鹿 54 藤懸 貴志相馬 勇氏 千田 輝彦 新ひだか 飛野牧場 458－ 4 〃 ハナ 313．8�
817 エアシャロウ 牡3鹿 56 石橋 脩 �ラッキーフィールド笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 506± 01：49．7� 252．1�
36 ウインシュプリーム 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 458 ― 〃 クビ 139．4�
816 コ ル カ ノ ン 牝3芦 54 浜中 俊吉田 千津氏 吉岡 辰弥 千歳 社台ファーム 460－12 〃 ハナ 43．5�
24 アリアンロッド 牝3栗 54 藤井勘一郎�ノースヒルズ �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 484± 01：49．9� 24．1�
23 ボンドマシン 牡3青鹿56 横山 典弘安原 浩司氏 須貝 尚介 新ひだか 田湯牧場 442 ―1：51．28 125．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 52，133，000円 複勝： 82，203，400円 枠連： 15，528，100円
馬連： 79，110，500円 馬単： 36，248，300円 ワイド： 85，286，600円
3連複： 139，246，300円 3連単： 151，693，300円 計： 641，449，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 150円 � 1，490円 枠 連（3－7） 390円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 950円

ワ イ ド �� 270円 �� 4，170円 �� 5，930円

3 連 複 ��� 19，100円 3 連 単 ��� 50，030円

票 数

単勝票数 計 521330 的中 � 142337（1番人気）
複勝票数 計 822034 的中 � 213362（1番人気）� 164849（2番人気）� 8190（12番人気）
枠連票数 計 155281 的中 （3－7） 30787（1番人気）
馬連票数 計 791105 的中 �� 130371（2番人気）
馬単票数 計 362483 的中 �� 28426（3番人気）
ワイド票数 計 852866 的中 �� 98266（2番人気）�� 4712（34番人気）�� 3293（44番人気）
3連複票数 計1392463 的中 ��� 5466（48番人気）
3連単票数 計1516933 的中 ��� 2198（131番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．8―35．7―48．4―1：01．2―1：13．5―1：25．2―1：36．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F34．9
3 12，17（5，18）15（2，10）（8，14，16）（1，11，7，13）6（4，9）＝3 4 ・（12，17）18（5，15，16）10（2，14，13）（11，7，9）（8，4）6，1－3

勝馬の
紹 介

ロマンシングブルー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Astronomer Royal デビュー 2021．10．30 阪神2着

2019．3．7生 牝3青鹿 母 テーブルロンド 母母 Tanzania 4戦1勝 賞金 12，100，000円
〔騎手変更〕 ダノンソフィア号の騎手団野大成は，第11日第8競走での落馬負傷のため酒井学に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 メイショウサキガケ号
（非抽選馬） 1頭 ボブズヤアンクル号

04138 3月20日 晴 稍重 （4阪神1） 第12日 第6競走 ��
��1，200�3歳1勝クラス

発走12時40分 （芝・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
1：06．7
1：06．0

良
良

88 トップキャスト 牝3栗 54 坂井 瑠星�G1レーシング 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 426－ 21：08．7 21．2�
55 ニシノデフィレ 牡3鹿 56 西村 淳也西山 茂行氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 B508－ 21：08．8� 2．7�
44 トリップトゥムーン 牡3黒鹿56 菱田 裕二岡田 牧雄氏 新谷 功一 新ひだか ヒサイファーム 446－ 4 〃 ハナ 15．8�
33 メイショウグラニー 牝3鹿 54 藤岡 康太松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 454－ 21：08．9クビ 3．5�
89 アスターディゴン 牡3青鹿56 吉田 隼人加藤 久枝氏 中竹 和也 浦河 ガーベラパー

クスタツド 474＋ 8 〃 クビ 5．8�
77 プ ラ ソ ン 牝3鹿 54

50 ★今村 聖奈市川 義美氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム B436± 01：09．0� 8．7	
11 インプロバイザー 牡3芦 56 松若 風馬江馬 由将氏 音無 秀孝 安平 追分ファーム 456－ 61：09．53 7．5

22 ゲンパチレオニダス 牡3黒鹿56 荻野 極平野 武志氏 牧浦 充徳 新ひだか 前川 勝春 486＋ 21：09．6クビ 16．6�
66 ナツイロノオトメ 牝3青鹿 54

51 ▲角田 大和岡 浩二氏 角田 晃一 浦河 高村牧場 466－ 6 〃 アタマ 43．0�
（9頭）

売 得 金
単勝： 47，744，800円 複勝： 59，513，900円 枠連： 8，789，900円
馬連： 67，083，800円 馬単： 31，305，000円 ワイド： 59，615，100円
3連複： 94，161，400円 3連単： 147，633，900円 計： 515，847，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，120円 複 勝 � 480円 � 160円 � 320円 枠 連（5－8） 860円

馬 連 �� 4，160円 馬 単 �� 9，040円

ワ イ ド �� 1，490円 �� 3，920円 �� 640円

3 連 複 ��� 12，310円 3 連 単 ��� 71，020円

票 数

単勝票数 計 477448 的中 � 18011（8番人気）
複勝票数 計 595139 的中 � 26575（8番人気）� 122638（2番人気）� 44451（6番人気）
枠連票数 計 87899 的中 （5－8） 7872（4番人気）
馬連票数 計 670838 的中 �� 12488（19番人気）
馬単票数 計 313050 的中 �� 2595（38番人気）
ワイド票数 計 596151 的中 �� 10173（21番人気）�� 3737（32番人気）�� 25250（9番人気）
3連複票数 計 941614 的中 ��� 5733（47番人気）
3連単票数 計1476339 的中 ��� 1507（262番人気）

ハロンタイム 12．0―10．3―11．0―11．4―11．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．3―33．3―44．7―56．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トップキャスト 
�
父 ダイワメジャー 

�
母父 Thunder Gulch デビュー 2021．7．25 函館1着

2019．2．22生 牝3栗 母 トップライナーⅡ 母母 To the Hunt 5戦2勝 賞金 17，600，000円
〔制裁〕 ニシノデフィレ号の騎手西村淳也は，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：3番・2番）
〔その他〕 ニシノデフィレ号は，4コーナーで外側に逃避したことについて平地調教注意。



04139 3月20日 曇 稍重 （4阪神1） 第12日 第7競走 2，400�4歳以上1勝クラス
発走13時15分（番組第8競走を順序変更） （芝・右・外）

負担重量は，4歳56�5歳以上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
2：24．1
2：20．6

良
良

44 リンフレスカンテ 牡4黒鹿56 和田 竜二名古屋友豊� 宮本 博 千歳 社台ファーム 442＋ 82：30．1 1．4�
33 シルキーヴォイス 牡4栗 56 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 日高 シンボリ牧場 B482＋ 22：30．2クビ 2．8�
77 アマネセール �6青鹿57 西村 淳也 �シルクレーシング 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム 486＋ 22：31．15 11．4�
55 ラフダイヤモンド 牝5栗 55 横山 典弘�ノースヒルズ 高橋 康之 新冠 平山牧場 476－ 42：31．41� 25．0�
11 ニホンピロマリブ 牡4鹿 56 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 450± 0 〃 アタマ 13．5	
66 � ランドリュウオー 牡6栗 57

56 ☆亀田 温心木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 458＋ 22：31．93 99．3

22 シンゼンミラクル �4鹿 56 太宰 啓介原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大

作ステーブル B504＋ 22：33．610 92．0�
（7頭）

売 得 金
単勝： 39，361，100円 複勝： 82，049，900円 枠連： 発売なし
馬連： 42，297，400円 馬単： 35，678，200円 ワイド： 31，194，200円
3連複： 67，629，000円 3連単： 225，194，200円 計： 523，404，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 130円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 150円 馬 単 �� 220円

ワ イ ド �� 110円 �� 160円 �� 210円

3 連 複 ��� 240円 3 連 単 ��� 550円

票 数

単勝票数 計 393611 的中 � 211492（1番人気）
複勝票数 計 820499 的中 � 646648（1番人気）� 73975（2番人気）
馬連票数 計 422974 的中 �� 209811（1番人気）
馬単票数 計 356782 的中 �� 120698（1番人気）
ワイド票数 計 311942 的中 �� 114520（1番人気）�� 37911（2番人気）�� 25023（4番人気）
3連複票数 計 676290 的中 ��� 208576（1番人気）
3連単票数 計2251942 的中 ��� 292856（1番人気）

ハロンタイム 13．1―11．9―13．4―13．2―13．1―13．1―13．0―12．4―12．3―11．6―11．2―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�
13．1―25．0―38．4―51．6―1：04．7―1：17．8―1：30．8―1：43．2―1：55．5―2：07．1―2：18．3

コーナー
通過順位

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

2
4
6－7，3，5，4（1，2）
6，7（3，5）（4，1）2

市場取引馬
勝馬の
紹 介

リンフレスカンテ �

父 ルーラーシップ �


母父 サンデーサイレンス デビュー 2021．1．5 中京12着

2018．5．16生 牡4黒鹿 母 マルカサワヤカ 母母 サワヤカプリンセス 12戦2勝 賞金 32，578，000円

04140 3月20日 曇 重 （4阪神1） 第12日 第8競走 1，200�4歳以上1勝クラス
発走13時50分（番組第7競走を順序変更） （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
1：08．8
1：08．5

重
重

612 ミスズメジャー 牡4栗 57 古川 吉洋永井 啓弍氏 上村 洋行 浦河 富田牧場 B468－ 21：12．1 6．1�
48 ナ ム ラ ボ ス 牡5鹿 57 藤岡 康太奈村 睦弘氏 羽月 友彦 浦河 中島牧場 488＋101：12．2クビ 6．2�
816 ユスティニアン 牡4鹿 57

56 ☆泉谷 楓真岡田 牧雄氏 新谷 功一 新ひだか 岡田スタツド 432＋ 61：12．51� 5．4�
23 � スマートブリーズ �4鹿 57

54 ▲角田 大河大川 徹氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 520－ 81：12．92� 32．8�
714 クローズネスト 牝4芦 55 川田 将雅飯田 正剛氏 安田 翔伍 新ひだか 千代田牧場 430± 0 〃 アタマ 4．4�
815 サウンドブライアン 牡4芦 57 吉田 隼人増田 雄一氏 村山 明 新ひだか 聖心台牧場 484＋ 2 〃 クビ 11．8�
24 イマジンヨウコ 牝4鹿 55 富田 暁薪浦 亨氏 武 英智 新冠 松浦牧場 B460± 0 〃 アタマ 63．7	
59 ハクサンハーバー 牡4栗 57 和田 竜二河﨑 五市氏 飯田 雄三 浦河 中村 雅明 480－ 21：13．21� 26．5

510 タイセイアーメット 牡4栗 57 西村 淳也田中 成奉氏 浜田多実雄 日高 門別山際牧場 480± 01：13．41� 7．1�
611 メイショウアゴニカ 牝5鹿 55 横山 典弘松本 好雄氏 河内 洋 浦河 赤田牧場 506＋ 61：13．61� 40．9�
713 メッザノッテ 牝4栗 55

51 ★今村 聖奈ゴドルフィン 寺島 良 新ひだか 田中 裕之 450－ 21：13．7� 9．6
12 シゲルメダリスト 牡4鹿 57 幸 英明森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 バンブー牧場 B478＋ 2 〃 クビ 38．1�
11 � ライズンシャイン 牝4栗 55 菱田 裕二�下河辺牧場 岡田 稲男 日高 下河辺牧場 B480＋ 21：13．9� 48．7�
36 メイクアンシー 牡6青鹿57 原田 和真チームユッキレーシング 小手川 準 日高 広富牧場 B462－121：14．0� 150．7�
47 � デイジームーン 牝4栗 55 藤懸 貴志�大樹ファーム 谷 潔 日高 千葉飯田牧場 448＋ 41：14．32 221．0�
35 � プリンスゼンナン 牡4鹿 57

54 ▲川端 海翼窪田 康志氏 浜田多実雄 平取 坂東牧場 462－ 41：14．93� 41．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 47，251，600円 複勝： 80，260，500円 枠連： 25，907，500円
馬連： 100，668，000円 馬単： 36，497，700円 ワイド： 102，709，400円
3連複： 165，845，400円 3連単： 151，167，700円 計： 710，307，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 180円 � 210円 � 210円 枠 連（4－6） 2，100円

馬 連 �� 1，810円 馬 単 �� 3，930円

ワ イ ド �� 580円 �� 580円 �� 670円

3 連 複 ��� 3，490円 3 連 単 ��� 18，200円

票 数

単勝票数 計 472516 的中 � 61102（3番人気）
複勝票数 計 802605 的中 � 125094（2番人気）� 95511（4番人気）� 97374（3番人気）
枠連票数 計 259075 的中 （4－6） 9518（9番人気）
馬連票数 計1006680 的中 �� 42997（4番人気）
馬単票数 計 364977 的中 �� 6960（11番人気）
ワイド票数 計1027094 的中 �� 45455（3番人気）�� 45403（4番人気）�� 38604（5番人気）
3連複票数 計1658454 的中 ��� 35551（3番人気）
3連単票数 計1511677 的中 ��� 6020（15番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．8―12．0―12．0―12．9

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミスズメジャー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Distorted Humor デビュー 2021．2．20 阪神5着

2018．5．14生 牡4栗 母 ジ プ シ ー 母母 Glia 11戦2勝 賞金 20，360，000円
※メイクアンシー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



04141 3月20日 曇 良 （4阪神1） 第12日 第9競走 ��
��1，400�

せ っ つ

摂 津 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 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．2
1：19．0

良
良

33 メイショウシンタケ 牡4鹿 57 横山 典弘松本 好雄氏 千田 輝彦 浦河 辻 牧場 472＋ 81：21．1 1．7�
55 リ ヴ ェ ー ル 牝5芦 55 川田 将雅栗山 良子氏 �島 一歩 安平 追分ファーム 446－ 81：21．31	 2．8�
77 クリノオウジャ 牡6鹿 57 荻野 極栗本 守氏 高橋 義忠 浦河 林 孝輝 B448＋ 81：21．4クビ 96．5�
22 ウインスピリタス 牡6鹿 57 和田 竜二�ウイン 長谷川浩大 新ひだか 神垣 道弘 490－ 41：21．5
 10．6�
89 メイショウハボタン 牝4鹿 55 泉谷 楓真松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 林 孝輝 468＋ 41：21．6クビ 10．2�
66 ヤマニンプティパ 牝5鹿 55 酒井 学土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 436± 0 〃 アタマ 13．5	
11 ス キ ッ プ 牡6黒鹿57 松若 風馬�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 482－ 2 〃 ハナ 24．5

88 ネバーゴーンアウト �5青鹿57 西村 淳也岡田 牧雄氏 加藤 和宏 新ひだか 中田 英樹 478± 01：21．7� 124．3�
44 カ ケ ル 牡5鹿 57 古川 吉洋中西 宏彰氏 大根田裕之 浦河 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 504－ 4 〃 クビ 61．2�
（9頭）

売 得 金
単勝： 47，541，200円 複勝： 68，087，200円 枠連： 11，618，000円
馬連： 81，873，700円 馬単： 46，395，100円 ワイド： 64，580，100円
3連複： 122，405，400円 3連単： 257，962，800円 計： 700，463，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 120円 � 880円 枠 連（3－5） 230円

馬 連 �� 220円 馬 単 �� 350円

ワ イ ド �� 150円 �� 1，600円 �� 2，140円

3 連 複 ��� 4，300円 3 連 単 ��� 9，560円

票 数

単勝票数 計 475412 的中 � 212536（1番人気）
複勝票数 計 680872 的中 � 353111（1番人気）� 126013（2番人気）� 6477（8番人気）
枠連票数 計 116180 的中 （3－5） 38227（1番人気）
馬連票数 計 818737 的中 �� 279847（1番人気）
馬単票数 計 463951 的中 �� 98569（1番人気）
ワイド票数 計 645801 的中 �� 162493（1番人気）�� 7938（18番人気）�� 5861（19番人気）
3連複票数 計1224054 的中 ��� 21324（16番人気）
3連単票数 計2579628 的中 ��� 19547（36番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．2―35．7―47．1―58．4―1：09．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．4―3F34．0
3 ・（5，6）（2，7）3，9（1，8）－4 4 ・（5，6，7）（2，3，9）（1，8）4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

メイショウシンタケ 
�
父 ワールドエース 

�
母父 アドマイヤコジーン デビュー 2020．8．29 小倉6着

2018．5．10生 牡4鹿 母 アドマイヤビアン 母母 アドマイヤラピス 11戦3勝 賞金 36，986，000円

04142 3月20日 曇 重 （4阪神1） 第12日 第10競走 ��
��1，400�

な る と

鳴門ステークス
発走15時00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 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000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

23 ケイアイドリー 牡5鹿 57 藤岡 康太 �ケイアイスタリオン 村山 明 新冠 隆栄牧場 516± 01：23．1 1．5�
59 シゲルタイタン 牡5鹿 57 川田 将雅森中 蕃氏 伊藤 圭三 日高 シンボリ牧場 B492± 01：23．52� 4．7�
35 ソーラーフレア 牡7鹿 57 吉田 隼人ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472± 01：23．92� 31．2�
611 エ グ レ ム ニ 牡5鹿 57 和田 竜二吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム 498＋ 21：24．11 10．6�
510 オルクリスト 牡6鹿 57 古川 吉洋�日進牧場 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 482－181：24．31� 32．0	
714 エターナリー 牡5栗 57 石川裕紀人吉田 晴哉氏 辻野 泰之 安平 追分ファーム 466± 01：24．4クビ 16．4

713 ラ ボ エ ー ム 牝5黒鹿55 国分 優作ライオンレースホース� 大根田裕之 浦河 浦河日成牧場 446± 01：24．82� 53．6�
48 ゼンノジャスタ 牡5黒鹿57 	島 克駿大迫久美子氏 中村 直也 新冠 川島牧場 466－ 41：25．11� 92．1�
47 ヨドノビクトリー 牡8鹿 57 幸 英明海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 498－ 41：25．2
 132．4
612 ファシネートゼット 牝5栗 55 西村 淳也吉田 和美氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 482± 01：25．3クビ 68．7�
24 ライジングドラゴン 牡7芦 57 松田 大作鈴木 義孝氏 吉田 直弘 新冠 芳住 鉄兵 454＋ 81：25．4
 169．8�
815 アーデンフォレスト 牡6黒鹿57 荻野 極 �シルクレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 470＋101：25．93 32．1�
36 スカーレットスカイ 牝4栗 55 菱田 裕二ゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 462－ 8 〃 ハナ 14．9�
12 ローレルジャック 牡9黒鹿57 角田 大和 �ローレルレーシング 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 500－ 41：26．0クビ 193．2�
816� ボンボンショコラ 牝5黒鹿55 藤岡 佑介田頭 勇貴氏 小崎 憲 新冠 武田牧場 486－ 2 〃 クビ 73．3�
11 グロワールシチー 牡8鹿 57 坂井 瑠星 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 日高 下河辺牧場 476－ 21：26．1クビ 98．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 64，782，800円 複勝： 202，763，700円 枠連： 32，461，100円
馬連： 152，534，800円 馬単： 79，227，900円 ワイド： 130，906，200円
3連複： 261，929，400円 3連単： 387，311，300円 計： 1，311，917，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 130円 � 330円 枠 連（2－5） 270円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 370円

ワ イ ド �� 160円 �� 580円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 1，600円 3 連 単 ��� 3，240円

票 数

単勝票数 計 647828 的中 � 329845（1番人気）
複勝票数 計2027637 的中 � 1439796（1番人気）� 173863（2番人気）� 39268（7番人気）
枠連票数 計 324611 的中 （2－5） 92398（1番人気）
馬連票数 計1525348 的中 �� 405317（1番人気）
馬単票数 計 792279 的中 �� 159239（1番人気）
ワイド票数 計1309062 的中 �� 284027（1番人気）�� 48771（6番人気）�� 26204（13番人気）
3連複票数 計2619294 的中 ��� 122410（5番人気）
3連単票数 計3873113 的中 ��� 86596（5番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．3―12．0―12．4―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．8―34．1―46．1―58．5―1：10．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケイアイドリー �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2020．1．6 京都4着

2017．4．16生 牡5鹿 母 ア ル ヴ ェ ナ 母母 Willow Bunch 11戦4勝 賞金 69，827，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔騎手変更〕 アーデンフォレスト号の騎手団野大成は，第11日第8競走での落馬負傷のため荻野極に変更。
〔制裁〕 ラボエーム号の騎手国分優作は，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：15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。
（非抽選馬） 5頭 ヴァーチャリティ号・タイガーサイレンス号・トウカイオラージュ号・ニシノライトニング号・ワイドカント号

２レース目



04143 3月20日 曇 良 （4阪神1） 第12日 第11競走 ��
��3，000�第70回阪 神 大 賞 典（ＧⅡ）

発走15時35分 （芝・右）
4歳以上；負担重量は，4歳55�5歳以上56�，牝馬2�減，3．3．20以降GⅠ競走（牝馬
限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除
く）1着馬1�増，3．3．19以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳
時の成績を除く）

兵庫県知事賞・京阪神ビルディング株式会社賞（1着）
賞 品

本 賞 67，000，000円 27，000，000円 17，000，000円 10，000，000円 6，700，000円
付 加 賞 924，000円 264，000円 132，000円 � コースレコード

中央レコード
3：02．5
3：01．0

良
良

711 ディープボンド 牡5青鹿57 和田 竜二前田 晋二氏 大久保龍志 新冠 村田牧場 510＋ 83：05．0 1．2�
57 アイアンバローズ 牡5鹿 56 石橋 脩猪熊 広次氏 上村 洋行 安平 ノーザンファーム 498－ 23：05．1� 19．5�
33 シルヴァーソニック 牡6芦 56 川田 将雅 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 448＋ 23：05．41	 14．5�
69 マカオンドール 牡4芦 55 吉田 隼人關 陽彦氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 492± 0 〃 ハナ 7．6�
68 ユーキャンスマイル 牡7鹿 56 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 514＋ 23：05．61	 23．8	
56 キングオブドラゴン 牡5黒鹿56 坂井 瑠星窪田 芳郎氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 504－ 43：05．7クビ 14．8

44 トーセンカンビーナ 牡6鹿 56 石川裕紀人島川 �哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 474－ 23：06．02 32．1�
22 シ ロ ニ イ 牡8白 56 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 B504－ 83：06．32 174．1
710 マンオブスピリット 
5鹿 56 池添 謙一ホシノレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 490－ 23：06．61� 60．4�
812 アドマイヤアルバ 
7鹿 56 原田 和真近藤 旬子氏 堀内 岳志 安平 ノーザンファーム 470－103：07．23	 214．5�
813 サンアップルトン 牡6黒鹿56 松岡 正海 �加藤ステーブル 中野 栄治 日高 株式会社

ケイズ 478＋ 63：07．3クビ 104．2�
45 ゴ ー ス ト 
6芦 56 �島 克駿西村 健氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 498＋ 6 〃 ハナ 131．9�
11 ダンビュライト 
8黒鹿56 松若 風馬 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 488＋ 83：19．7大差 68．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 271，677，400円 複勝： 964，403，300円 枠連： 110，088，800円
馬連： 656，175，000円 馬単： 420，730，800円 ワイド： 543，120，900円
3連複： 1，276，390，500円 3連単： 2，976，078，500円 計： 7，218，665，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 100円 � 240円 � 190円 枠 連（5－7） 370円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 880円

ワ イ ド �� 360円 �� 290円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 1，680円 3 連 単 ��� 3，930円

票 数

単勝票数 計2716774 的中 � 1740353（1番人気）
複勝票数 計9644033 的中 � 7747053（1番人気）� 218147（5番人気）� 317646（3番人気）
枠連票数 計1100888 的中 （5－7） 227415（2番人気）
馬連票数 計6561750 的中 �� 647201（3番人気）
馬単票数 計4207308 的中 �� 358571（3番人気）
ワイド票数 計5431209 的中 �� 398275（4番人気）�� 523401（2番人気）�� 118845（11番人気）
3連複票数 計12763905 的中 ��� 566604（6番人気）
3連単票数 計29760785 的中 ��� 548554（10番人気）

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

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�
13．0―25．0―37．6―50．2―1：03．1―1：15．8―1：28．1―1：40．8―1：53．4―2：06．0―2：17．9―2：29．5

2，600� 2，800�
―2：41．1―2：52．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ディープボンド �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2019．10．13 京都3着

2017．2．18生 牡5青鹿 母 ゼフィランサス 母母 モ ガ ミ ヒ メ 14戦4勝 賞金 429，746，000円
［他本会外：2戦1勝］

〔騎手変更〕 シロニイ号の騎手団野大成は，第11日第8競走での落馬負傷のため荻野極に変更。
〔その他〕 ダンビュライト号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりディープボンド号は，天皇賞（春）（GⅠ）競走に優先出走できる。

04144 3月20日 曇 重 （4阪神1） 第12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 11，100，000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
1：48．5
1：47．6

重
重

815 ラズルダズル 牡5鹿 57 吉田 隼人 �サンデーレーシング 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム B472－ 21：52．1 3．2�
11 シゲルバクハツ 牡4栗 57 幸 英明森中 蕃氏 谷 潔 新ひだか 岡田スタツド 504＋ 6 〃 クビ 7．6�
47 キョウワウォール 牡6黒鹿57 中井 裕二浅川 昌彦氏 飯田 雄三 新冠 協和牧場 B484± 01：52．3� 7．8�
611 イルミネーター 牡5鹿 57 水口 優也山上 和良氏 羽月 友彦 浦河 岡部牧場 492－ 41：52．62 54．3�
12 メイショウヨシテル 牡4黒鹿 57

55 △小沢 大仁松本 好�氏 池添 兼雄 浦河 高昭牧場 460－121：52．81 21．8	
713 チュウワフライヤー 牝6栗 55

53 ◇藤田菜七子中西 忍氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 514－ 4 〃 クビ 71．5

35 ノ ー チ ラ ス 牝6栗 55 横山 典弘�キーファーズ 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 472± 01：52．9クビ 27．0�
510� フェブタイズ 牡6鹿 57 �島 克駿釘田 義広氏 川村 禎彦 浦河 中村 雅明 520＋ 21：53．43 32．2
714 フォルステライト 牝5黒鹿 55

52 ▲角田 大和 �サンデーレーシング 小林 真也 安平 ノーザンファーム 450± 01：54．03� 80．4�
24 ペイルライダー 牝4鹿 55 酒井 学市川義美ホール

ディングス� 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 482－ 2 〃 クビ 144．6�
23 テイエムベンチャー 牡4鹿 57 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 日高 厚賀古川牧場 512＋ 21：54．63� 5．8�
59 タガノウィリアム 牡5黒鹿 57

54 ▲角田 大河八木 秀之氏 中尾 秀正 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 502＋101：54．7� 4．7�

612� レッドエランドール �5鹿 57 西村 淳也 �東京ホースレーシング 田中 克典 千歳 社台ファーム B490－101：54．91	 15．6�
36 イ グ ナ ー ツ 牡6鹿 57 坂井 瑠星前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 502＋101：55．0クビ 63．8�
48 ヴ ィ ネ ッ ト 牝5鹿 55 松若 風馬水上ふじ子氏 音無 秀孝 浦河 笠松牧場 490－ 22：00．4大差 125．1�
816 タイスケフェイス 牡4鹿 57

53 ★今村 聖奈 STレーシング 石橋 守 新冠 高瀬牧場 476－ 4 （競走中止） 21．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 99，441，600円 複勝： 148，109，900円 枠連： 44，458，600円
馬連： 211，855，400円 馬単： 77，001，800円 ワイド： 196，047，900円
3連複： 358，785，500円 3連単： 387，045，100円 計： 1，522，745，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 150円 � 230円 � 210円 枠 連（1－8） 850円

馬 連 �� 1，310円 馬 単 �� 1，850円

ワ イ ド �� 590円 �� 760円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 5，100円 3 連 単 ��� 17，360円

票 数

単勝票数 計 994416 的中 � 247194（1番人気）
複勝票数 計1481099 的中 � 305942（1番人気）� 148692（5番人気）� 167506（4番人気）
枠連票数 計 444586 的中 （1－8） 40126（3番人気）
馬連票数 計2118554 的中 �� 125332（3番人気）
馬単票数 計 770018 的中 �� 31151（3番人気）
ワイド票数 計1960479 的中 �� 88202（3番人気）�� 65804（7番人気）�� 46316（11番人気）
3連複票数 計3587855 的中 ��� 52698（10番人気）
3連単票数 計3870451 的中 ��� 16161（27番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―12．9―12．4―12．4―12．3―12．7―12．6―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．5―36．4―48．8―1：01．2―1：13．5―1：26．2―1：38．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラズルダズル �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2019．8．25 小倉2着

2017．1．27生 牡5鹿 母 ラシンティランテ 母母 アドマイヤキラメキ 22戦3勝 賞金 49，400，000円
〔競走中止〕 タイスケフェイス号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヴィネット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年4月20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 トモノコテツ号

４レース目



（4阪神1）第12日 3月20日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
重

競走回数 12回 出走頭数 160頭 本 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

321，400，000円
27，080，000円
2，150，000円
41，200，000円
3，000，000円
70，241，000円
5，211，000円
1，536，000円

勝馬投票券売得金
821，432，800円
2，042，455，100円
299，895，400円
1，620，515，000円
890，114，600円
1，448，070，000円
2，884，870，200円
5，189，818，000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 15，197，171，100円

総入場人員 7，121名 （有料入場人員 6，951名）



令和4年度 第1回阪神競馬 総計

競走回数 144回 出走延頭数 1，887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

3，092，180，000円
44，520，000円
331，960，000円
19，260，000円
397，201，000円
6，000，000円
829，950，000円
55，901，500円
18，115，200円

勝馬投票券売得金
8，625，071，100円
13，515，056，200円
2，828，639，700円
16，170，494，300円
7，217，975，200円
13，619，152，000円
27，062，249，100円
36，762，617，200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 125，801，254，800円

総入場延人員 55，099名 （有料入場延人員 53，008名）
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