
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

04085 3月6日 晴 良 （4阪神1） 第8日 第1競走 1，400�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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

36 デルマセドナ 牝3青鹿54 団野 大成浅沼 廣幸氏 田中 克典 千歳 社台ファーム 464± 01：26．6 2．7�
816 タマモペアリング 牝3鹿 54

51 ▲角田 大河タマモ� 角田 晃一 新冠 対馬 正 452＋ 21：26．81 4．3�
35 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 474－101：26．9� 6．4�
24 エ レ ア イ ム 牝3青鹿54 西村 淳也 �サンデーレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 482＋ 21：27．21� 11．2�
23 ミスティファイ 牝3黒鹿54 岩田 望来 �サンデーレーシング 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 440－ 61：27．3� 11．4	
612 ブルックレット 牝3鹿 54 幸 英明�三嶋牧場 北出 成人 浦河 三嶋牧場 458＋ 21：27．83 14．8

59 ココシルフィード 牝3栗 54 藤懸 貴志 �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 木下牧場 456 ― 〃 アタマ 138．2�
815 ノーブルラベンダー 牝3黒鹿54 藤岡 康太青芝商事� 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 434－ 41：28．33 176．4�
12 ワイルドベティ 牝3鹿 54

50 ★今村 聖奈吉田 勝己氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 424＋ 21：28．51 124．1
48 クイーンオブロード 牝3鹿 54 横山 和生増田 和啓氏 安田 翔伍 平取 二風谷ファーム 436 ―1：29．13� 29．9�
510 ジ ェ ル メ 牝3栗 54 藤井勘一郎�ターフ・スポート石坂 公一 浦河 上山牧場 452 ―1：29．2� 118．4�
714 スパイツヴァルール 牝3黒鹿54 松若 風馬 KRジャパン 杉山 晴紀 日高 スマイルファーム 532 ―1：29．41 6．2�
11 ミレヴィーナス 牝3鹿 54 国分 恭介岡田 隆寛氏 茶木 太樹 新ひだか 岡田牧場 452 ―1：29．71� 115．3�
47 メイショウナガツキ 牝3鹿 54

51 ▲角田 大和松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 420－121：30．01� 77．6�
713 パロクサイダー 牝3鹿 54 松山 弘平吉田 勝利氏 鈴木 孝志 日高 若林 順一 382－ 21：30．85 133．6�
611 コウエイヨカオゴ 牝3鹿 54

50 ★永島まなみ伊東 政清氏 新谷 功一 熊本 本田 土寿 418－ 21：33．7大差 321．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 33，196，900円 複勝： 54，265，400円 枠連： 16，363，400円
馬連： 68，547，600円 馬単： 27，767，900円 ワイド： 66，646，600円
3連複： 112，557，100円 3連単： 108，171，200円 計： 487，516，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 110円 � 140円 � 150円 枠 連（3－8） 400円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，260円

ワ イ ド �� 270円 �� 270円 �� 430円

3 連 複 ��� 1，010円 3 連 単 ��� 4，030円

票 数

単勝票数 計 331969 的中 � 97668（1番人気）
複勝票数 計 542654 的中 � 156493（1番人気）� 94507（2番人気）� 74430（3番人気）
枠連票数 計 163634 的中 （3－8） 31471（1番人気）
馬連票数 計 685476 的中 �� 79216（1番人気）
馬単票数 計 277679 的中 �� 16520（1番人気）
ワイド票数 計 666466 的中 �� 66111（1番人気）�� 65071（2番人気）�� 36205（3番人気）
3連複票数 計1125571 的中 ��� 83407（1番人気）
3連単票数 計1081712 的中 ��� 19425（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．7―35．5―47．9―1：00．7―1：13．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デルマセドナ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2021．12．25 阪神4着

2019．5．17生 牝3青鹿 母 ブランニューカップ 母母 シルヴァーカップ 3戦1勝 賞金 8，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 パロクサイダー号・コウエイヨカオゴ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年4月

6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。
（非抽選馬） 2頭 ソプラヴェステ号・タマモエストレジャ号

04086 3月6日 晴 良 （4阪神1） 第8日 第2競走 ��2，000�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
2：01．0
2：01．0

不良
不良

58 アスクヴィヴァユー 牡3芦 56 岩田 望来廣崎利洋HD� 藤原 英昭 新ひだか 千代田牧場 504－ 62：09．5 1．7�
57 オブジェダート 牡3栗 56 �島 克駿�G1レーシング 橋口 慎介 安平 追分ファーム 488± 0 〃 クビ 12．6�
69 エスケイカイザー 牡3黒鹿56 太宰 啓介伊藤 輔則氏 畑端 省吾 浦河 高昭牧場 508－ 82：09．92� 94．2�
22 ヒラボクロマネ 牡3鹿 56

52 ★今村 聖奈�平田牧場 寺島 良 浦河 辻 牧場 496－ 22：10．21� 5．1�
34 ミステリーボックス �3栗 56 西村 淳也松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 B496－ 62：10．3クビ 14．2�
33 ア ト レ イ ユ 牡3芦 56 長岡 禎仁杉山 忠国氏 杉山 晴紀 新ひだか 明治牧場 490＋ 2 〃 ハナ 169．5	
45 ソリダリティ 牡3栗 56 藤岡 佑介 
シルクレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 514＋ 4 〃 クビ 4．7�
712 ク リ ノ ビ ビ 牝3芦 54 森 裕太朗栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 440－ 22：10．4クビ 537．7�
711 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 532－ 62：10．5クビ 73．4
813 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－ 42：11．03 565．6�
46 ジャスティンマリブ 牡3黒鹿56 横山 和生三木 正浩氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 488－ 22：11．21� 219．1�
814 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 510＋ 22：11．94 88．0�
610 ゲ ー テ 牡3鹿 56 浜中 俊�キーファーズ 武 幸四郎 千歳 社台ファーム 500＋16 〃 ハナ 51．5�
11 タイキモンストル 牡3栗 56 幸 英明
大樹ファーム 西園 正都 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 490－ 22：12．0クビ 26．4�
（14頭）

売 得 金
単勝： 46，381，400円 複勝： 76，947，200円 枠連： 13，332，600円
馬連： 65，250，600円 馬単： 37，499，500円 ワイド： 63，618，100円
3連複： 116，627，400円 3連単： 155，785，200円 計： 575，442，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 240円 � 800円 枠 連（5－5） 770円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 840円

ワ イ ド �� 310円 �� 1，550円 �� 4，090円

3 連 複 ��� 8，300円 3 連 単 ��� 21，940円

票 数

単勝票数 計 463814 的中 � 218139（1番人気）
複勝票数 計 769472 的中 � 389044（1番人気）� 52235（4番人気）� 11603（7番人気）
枠連票数 計 133326 的中 （5－5） 13354（3番人気）
馬連票数 計 652506 的中 �� 73146（3番人気）
馬単票数 計 374995 的中 �� 33252（3番人気）
ワイド票数 計 636181 的中 �� 61758（3番人気）�� 9815（17番人気）�� 3605（28番人気）
3連複票数 計1166274 的中 ��� 10535（23番人気）
3連単票数 計1557852 的中 ��� 5147（62番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―11．6―14．0―13．5―13．3―13．1―13．2―13．2―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．0―35．6―49．6―1：03．1―1：16．4―1：29．5―1：42．7―1：55．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．1―3F40．0
1
3
1（2，7，4）－（3，10）11（5，8）－（9，13）－12，14＝6・（1，7）（4，2）（8，10）（3，11，9，5）＝（12，13）－14－6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アスクヴィヴァユー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2021．10．31 東京5着

2019．4．10生 牡3芦 母 バ デ ィ ー ラ 母母 Magical Allure 4戦1勝 賞金 8，000，000円
〔発走状況〕 フクノエヴリー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 アスクヴィヴァユー号の騎手岩田望来は，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：1番）

第１回 阪神競馬 第８日



04087 3月6日 晴 良 （4阪神1） 第8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

12 ゼウスバイオ 牡3栗 56 秋山真一郎バイオ� 畑端 省吾 日高 中館牧場 486－121：55．2 7．5�
611 ワールドハート 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣 COCORO組合 杉山 佳明 新冠 佐藤牧場 430－ 41：55．41� 41．8�
612 サ イ ラ ス 牡3鹿 56 幸 英明�ノースヒルズ 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 518＋ 21：55．5クビ 3．0�
510 ハヤブサウィッシュ 牡3栗 56 川又 賢治武田 修氏 吉村 圭司 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464± 01：55．71� 109．4�
713 コンジャンクション 牡3黒鹿56 吉田 隼人 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 500＋121：55．8クビ 2．0	
815 ヒ ロ シ ク ン �3芦 56 松田 大作瀬谷 
雄氏 宮本 博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 528－ 61：55．9� 13．5�
24 スリードゥラメンテ 牡3青鹿 56

55 ☆泉谷 楓真永井商事� 南井 克巳 むかわ 市川牧場 464＋ 21：56．43 17．6�
36 シャドウアイル 牡3栗 56 団野 大成飯塚 知一氏 斉藤 崇史 千歳 社台ファーム 480 ―1：57．03� 33．8
48 ミヤジタンジロウ 牡3鹿 56 �島 克駿曽我 司氏 川村 禎彦 浦河 栄進牧場 506－ 81：57．21� 83．1�
11 サンウエストウッド 牡3鹿 56 酒井 学加藤 信之氏 谷 潔 新ひだか ウエスタンファーム 492－ 6 〃 ハナ 118．9�
23 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－ 41：57．3� 347．3�
714 トーアマサムネ 牡3栗 56 斎藤 新高山ランド� 羽月 友彦 豊浦トーア牧場 B460－ 21：57．4� 87．2�
47 タ ボ ン 牡3鹿 56

54 △小沢 大仁サン 安達 昭夫 新冠 武田 修一 476－ 41：58．14 282．6�
816 リリーラッシャー 牡3鹿 56 川須 栄彦土井 孝夫氏 平田 修 新冠 新冠橋本牧場 484± 01：58．52� 437．1�
35 トーホウテンリュウ 牡3栗 56

53 ▲川端 海翼東豊物産� 石坂 公一 日高 竹島 幸治 B474＋ 41：58．71 26．7�
59 マルトドラゴン �3鹿 56

55 ☆亀田 温心大戸 志浦氏 渡辺 薫彦 新ひだか 高橋 修 462－ 61：59．33� 39．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 41，200，200円 複勝： 56，654，800円 枠連： 14，768，900円
馬連： 65，757，800円 馬単： 34，267，500円 ワイド： 68，894，100円
3連複： 120，183，300円 3連単： 144，897，800円 計： 546，624，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 190円 � 620円 � 150円 枠 連（1－6） 820円

馬 連 �� 16，080円 馬 単 �� 25，470円

ワ イ ド �� 3，250円 �� 370円 �� 1，400円

3 連 複 ��� 10，300円 3 連 単 ��� 93，790円

票 数

単勝票数 計 412002 的中 � 43846（3番人気）
複勝票数 計 566548 的中 � 80144（3番人気）� 16825（9番人気）� 128288（2番人気）
枠連票数 計 147689 的中 （1－6） 13825（3番人気）
馬連票数 計 657578 的中 �� 3169（32番人気）
馬単票数 計 342675 的中 �� 1009（50番人気）
ワイド票数 計 688941 的中 �� 5031（33番人気）�� 53831（2番人気）�� 12014（15番人気）
3連複票数 計1201833 的中 ��� 8745（28番人気）
3連単票数 計1448978 的中 ��� 1120（235番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．4―38．0―50．7―1：03．7―1：16．7―1：29．6―1：42．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゼウスバイオ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 アルデバランⅡ デビュー 2021．8．15 新潟13着

2019．3．27生 牡3栗 母 エスカレートバイオ 母母 アマゾネスバイオ 3戦1勝 賞金 7，300，000円
〔発走状況〕 シャドウアイル号は，発進不良〔出遅れ〕。

04088 3月6日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （4阪神1） 第8日 第4競走 ��2，970�障害4歳以上未勝利

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
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

66 ネビーイーム 牡4黒鹿59 白浜 雄造前田 幸貴氏 佐々木晶三 新ひだか 木村 秀則 530＋ 83：24．6 1．3�
44 � ジェミニキング �6鹿 60 難波 剛健三宅 勝俊氏 服部 利之 日高 高山牧場 B492＋ 23：24．7クビ 16．1�
33 グランドビクトリー 牡6栗 60 小坂 忠士田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 502＋183：26．19 7．7�
55 アドラメレク 牡8黒鹿60 西谷 誠�G1レーシング 長谷川浩大 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B476－ 23：26．31� 4．4�
77 � ビッグスコール 牡6鹿 60 五十嵐雄祐木村 廣太氏 天間 昭一 新ひだか 桜井牧場 546－ 83：26．72 26．9�
11 � マルカテノール 牡8鹿 60 北沢 伸也日下部 猛氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 492± 03：27．33� 20．9	
22 � ワンダーグロウス 牝6黒鹿58 植野 貴也山本 能成氏 森田 直行 新ひだか 米田牧場 492± 03：30．6大差 77．5
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売 得 金
単勝： 23，620，900円 複勝： 28，537，400円 枠連： 発売なし
馬連： 33，041，600円 馬単： 24，118，200円 ワイド： 22，432，200円
3連複： 49，093，200円 3連単： 142，547，800円 計： 323，391，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 240円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，090円

ワ イ ド �� 270円 �� 230円 �� 680円

3 連 複 ��� 1，450円 3 連 単 ��� 3，980円

票 数

単勝票数 計 236209 的中 � 138987（1番人気）
複勝票数 計 285374 的中 � 203028（1番人気）� 16365（4番人気）
馬連票数 計 330416 的中 �� 29060（3番人気）
馬単票数 計 241182 的中 �� 16542（5番人気）
ワイド票数 計 224322 的中 �� 21477（3番人気）�� 27493（2番人気）�� 7110（10番人気）
3連複票数 計 490932 的中 ��� 25255（6番人気）
3連単票数 計1425478 的中 ��� 25916（15番人気）
上り 1マイル 1：46．5 4F 51．4－3F 38．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ネビーイーム �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Singspiel デビュー 2020．11．22 阪神2着

2018．2．19生 牡4黒鹿 母 ヴェルヴェットクイーン 母母 Velvet Moon 障害：5戦1勝 賞金 15，500，000円



04089 3月6日 曇 良 （4阪神1） 第8日 第5競走 2，200�3歳未勝利
発走12時10分 （芝・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
2：10．1
2：09．7

良
良

58 クワイエットホーク 牡3青鹿56 岩田 望来金子真人ホール
ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 526－ 82：14．6 2．8�

11 グ ロ ー 牡3鹿 56 幸 英明ケーエスHD 鈴木 孝志 新ひだか 前谷 武志 472－ 4 〃 ハナ 14．0�
712 シエロフェイス 牡3黒鹿 56

52 ★古川 奈穂 STレーシング 矢作 芳人 新ひだか チャンピオンズファーム 434＋ 42：14．92 10．8�
23 ルシャドール 牝3鹿 54 団野 大成杉山 忠国氏 中尾 秀正 新ひだか 明治牧場 412－ 6 〃 ハナ 234．3�
59 レッドファーロ 牡3鹿 56 藤岡 佑介 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 白老 社台牧場 510± 02：15．0� 13．8�
46 カ イ ザ ー 牡3青鹿56 �島 克駿近藤 英子氏 森田 直行 安平 ノーザンファーム 498 ―2：15．1� 42．7	
35 デュアルレインボー 牡3鹿 56 横山 和生近藤 洋司氏 清水 久詞 新ひだか 幌村牧場 478－ 62：15．2クビ 5．3

22 エンドウノハナ 牡3栗 56

52 ★今村 聖奈瀬谷 �雄氏 四位 洋文 浦河 ディアレスト
クラブ 454－ 2 〃 アタマ 18．0�

713 グロースザーゲ 牝3栗 54 藤懸 貴志小川眞査雄氏 小林 真也 千歳 社台ファーム 404－ 22：15．3� 100．0
610 ダンツキタイ 牝3黒鹿54 酒井 学山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 矢野牧場 486＋ 22：15．4� 25．4�
47 プレシャスソウル 牡3鹿 56 松山 弘平飯田 正剛氏 吉岡 辰弥 新ひだか 千代田牧場 458± 02：15．6� 7．2�
34 パ リ ヘ ン ジ 牡3青鹿56 和田 竜二�G1レーシング 友道 康夫 安平 追分ファーム 470± 02：15．7� 10．2�
814 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 488＋142：16．33� 9．8�
815 ハイパーシーン 牝3青鹿 54

53 ☆泉谷 楓真 �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－ 22：16．62 157．4�
611 ソレジャートポスト 牡3栗 56 藤岡 康太吉田 千津氏 高柳 大輔 千歳 社台ファーム 458－ 42：16．7� 167．6�
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売 得 金
単勝： 50，065，000円 複勝： 79，056，300円 枠連： 15，536，300円
馬連： 81，879，200円 馬単： 32，172，700円 ワイド： 90，803，600円
3連複： 147，267，800円 3連単： 136，233，100円 計： 633，014，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 160円 � 360円 � 290円 枠 連（1－5） 2，010円

馬 連 �� 2，660円 馬 単 �� 4，120円

ワ イ ド �� 940円 �� 820円 �� 2，370円

3 連 複 ��� 8，360円 3 連 単 ��� 34，370円

票 数

単勝票数 計 500650 的中 � 139451（1番人気）
複勝票数 計 790563 的中 � 161824（1番人気）� 48108（8番人気）� 65412（4番人気）
枠連票数 計 155363 的中 （1－5） 5970（8番人気）
馬連票数 計 818792 的中 �� 23782（12番人気）
馬単票数 計 321727 的中 �� 5843（12番人気）
ワイド票数 計 908036 的中 �� 25000（11番人気）�� 29199（6番人気）�� 9489（32番人気）
3連複票数 計1472678 的中 ��� 13209（29番人気）
3連単票数 計1362331 的中 ��� 2873（105番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．8―24．1―35．4―47．8―1：01．2―1：14．3―1：26．2―1：38．1―1：49．8―2：02．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．4―3F36．5
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

クワイエットホーク �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Hawk Wing デビュー 2022．1．5 中京4着

2019．3．14生 牡3青鹿 母 ウイングステルス 母母 Starlight Smile 2戦1勝 賞金 6，100，000円

04090 3月6日 曇 良 （4阪神1） 第8日 第6競走 ��1，800�4歳以上1勝クラス
発走12時40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
1：48．5
1：47．6

重
重

11 タイスケフェイス 牡4鹿 57
55 △小沢 大仁 STレーシング 石橋 守 新冠 高瀬牧場 480＋ 21：53．2 11．6�

77 � ユイノザッパー 牡4栗 57 坂井 瑠星田中 晴夫氏 矢作 芳人 米
Bonne Chance
Farm, LLC &
Stud RDI, LLC

B498－141：53．3� 5．8�
33 メイショウオキビ 牡4栗 57

54 ▲角田 大河松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 504＋ 61：53．51� 4．7�
44 ニホンピロクリフ 牡4黒鹿57 森 裕太朗小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 480＋ 21：54．03 4．7�
66 クリノヴジュアル 牡5栗 57 和田 竜二栗本 博晴氏 川村 禎彦 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 500－ 41：55．38 125．3�
88 タガノチュール 牡4栗 57 幸 英明八木 良司氏 西園 正都 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 488＋181：55．4アタマ 5．6�
55 	 レッドヴァイス 
4芦 57 津村 明秀 	東京ホースレーシング 高橋 義忠 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500－ 41：55．61� 14．0

22 � アメリカンピース 牡4芦 57 松山 弘平 	吉澤ホールディングス 音無 秀孝 米 Don Alberto

Corporation B462± 02：01．1大差 3．2�
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売 得 金
単勝： 49，574，900円 複勝： 52，384，700円 枠連： 発売なし
馬連： 70，938，500円 馬単： 33，242，300円 ワイド： 57，578，200円
3連複： 93，293，500円 3連単： 166，929，300円 計： 523，941，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，160円 複 勝 � 240円 � 180円 � 170円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 2，920円 馬 単 �� 6，700円

ワ イ ド �� 930円 �� 640円 �� 520円

3 連 複 ��� 3，270円 3 連 単 ��� 23，700円

票 数

単勝票数 計 495749 的中 � 33902（6番人気）
複勝票数 計 523847 的中 � 51505（6番人気）� 76821（4番人気）� 86221（3番人気）
馬連票数 計 709385 的中 �� 18795（16番人気）
馬単票数 計 332423 的中 �� 3721（33番人気）
ワイド票数 計 575782 的中 �� 15245（16番人気）�� 23166（12番人気）�� 29190（9番人気）
3連複票数 計 932935 的中 ��� 21384（22番人気）
3連単票数 計1669293 的中 ��� 5105（131番人気）

ハロンタイム 12．6―10．7―12．8―12．3―12．5―12．8―12．9―13．0―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．3―36．1―48．4―1：00．9―1：13．7―1：26．6―1：39．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．3―3F39．5
1
3

・（2，7）－5，3－8，6－4－1
7，5（2，3）8（6，4，1）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タイスケフェイス �

父 ジャスタウェイ �


母父 コロナドズクエスト デビュー 2020．12．5 阪神9着

2018．3．10生 牡4鹿 母 ビ バ エ ル フ 母母 エ ル フ ィ ン 12戦2勝 賞金 19，390，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アメリカンピース号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年4月6日まで平地競走

に出走できない。

追 加 記 事（第 1回阪神競馬第 7日第 3競走）
〔その他〕　　シャルンホルスト号は，競走中に疾病〔左橈側手根骨々折〕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。



04091 3月6日 晴 良 （4阪神1） 第8日 第7競走 ��1，600�4歳以上1勝クラス
発走13時15分 （芝・右・外）

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
1：31．1
1：30．3

良
良

48 ジ ュ ノ ー 牡4芦 57 松山 弘平金子真人ホール
ディングス� 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 526－ 61：33．3 3．9�

36 リュクスフレンド 牝4鹿 55 岩田 望来田畑 憲士氏 加藤士津八 千歳 社台ファーム 462± 01：33．93� 54．7�
11 ヴィアルークス 牡4鹿 57

54 ▲鷲頭 虎太�フクキタル 藤原 英昭 新冠 パカパカ
ファーム 508＋141：34．0クビ 4．7�

47 ヴェントボニート 牝5鹿 55
52 ▲大久保友雅名古屋友豊� 池添 学 新冠 オリエント牧場 424－ 6 〃 クビ 8．5�

35 ビップランバン 牡4黒鹿57 �島 克駿鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 482－ 21：34．31� 6．6�
714 アメイジングタイム 牡4鹿 57 藤岡 康太 	サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 442－ 21：34．5� 8．0

510 ア ラ ン デ ル 牡4鹿 57 和田 竜二 	シルクレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 540＋ 21：34．71	 5．1�
815 ア ナ レ ン マ 牡4鹿 57 松田 大作金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 追分ファーム 454－ 21：34．8� 15．6�
24 タケルジャック 牡4青鹿57 横山 和生森 保彦氏 清水 久詞 新ひだか チャンピオンズファーム 474＋101：34．9� 41．1
611
 ダノンカオス �5栗 57 幸 英明�ダノックス 佐々木晶三 千歳 社台ファーム 496± 01：35．11 109．8�
612 パ ナ プ リ 牡4黒鹿57 富田 暁畑佐 博氏 牧田 和弥 日高 石原牧場 450＋ 61：35．31	 232．1�
12 ヴィルトゥオシタ 牝5鹿 55 松若 風馬�G1レーシング 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム 448± 0 〃 クビ 19．2�
816
 ロードインファイト 牡5黒鹿 57

55 △小沢 大仁 �ロードホースクラブ 野中 賢二 新ひだか ケイアイファーム B446＋121：35．72 237．1�
817� ナイルリバー 牡5黒鹿57 団野 大成馬場 幸夫氏 茶木 太樹 米 Rosedown Rac-

ing Stable, LLC 578－ 21：35．8� 235．9�
23 
 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 456－ 4 〃 クビ 283．7�
713 ユヌエトワール 牝5黒鹿55 吉田 隼人 	社台レースホース小手川 準 千歳 社台ファーム 430＋101：35．9クビ 53．5�

（16頭）
59 ウインドラブリーナ 牝5黒鹿55 岩田 康誠福原 正博氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 48，698，400円 複勝： 77，705，800円 枠連： 20，610，500円
馬連： 103，732，700円 馬単： 37，196，600円 ワイド： 91，269，300円
3連複： 156，991，500円 3連単： 155，255，400円 計： 691，460，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 170円 � 1，270円 � 230円 枠 連（3－4） 810円

馬 連 �� 7，810円 馬 単 �� 13，640円

ワ イ ド �� 3，160円 �� 590円 �� 3，910円

3 連 複 ��� 16，980円 3 連 単 ��� 78，540円

票 数

単勝票数 計 486984 的中 � 99034（1番人気）
複勝票数 計 777058 的中 � 145646（1番人気）� 11746（11番人気）� 91859（5番人気）
枠連票数 計 206105 的中 （3－4） 19714（3番人気）
馬連票数 計1037327 的中 �� 10289（28番人気）
馬単票数 計 371966 的中 �� 2044（55番人気）
ワイド票数 計 912693 的中 �� 7176（33番人気）�� 42902（4番人気）�� 5773（37番人気）
3連複票数 計1569915 的中 ��� 6933（62番人気）
3連単票数 計1552554 的中 ��� 1433（302番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．3―34．5―46．2―58．0―1：09．6―1：21．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F35．3
3 2，12（1，5）3（8，16）（6，14）7，13，11，17（4，10，15） 4 ・（2，12）（1，5）（3，8）（14，11）（6，16）（7，13，15）（17，10）4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ジ ュ ノ ー �
�
父 Dark Angel �

�
母父 Rail Link デビュー 2020．9．19 中京6着

2018．3．25生 牡4芦 母 ブギーダモーレ 母母 Asmita 13戦2勝 賞金 20，485，000円
〔出走取消〕 ウインドラブリーナ号は，疾病〔左前肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔制裁〕 ヴィアルークス号の騎手鷲頭虎太は，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）

ヴィアルークス号の騎手鷲頭虎太は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：5番・6
番・14番）

04092 3月6日 晴 良 （4阪神1） 第8日 第8競走 ��1，200�4歳以上1勝クラス
発走13時50分 （ダート・右）

負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 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

12 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 416－ 21：12．6 6．2�
815� ア ス カ ロ ン 牡4鹿 57 松若 風馬小松 達昌氏 森 秀行 米 Heider Family

Stables, LLC 480－ 2 〃 クビ 9．9�
35 ミヤコシスター 牝5鹿 55

51 ★永島まなみ若草クラブ 中村 直也 むかわ 真壁 信一 B474－101：12．91� 41．5�
816� パルフェアンジュ 牝6栗 55 和田 竜二�イクタ 飯田 雄三 新冠 村本牧場 476＋ 4 〃 アタマ 28．2�
36 フィールドモーリス 牡4鹿 57 幸 英明地田 勝三氏 西園 正都 新ひだか 中田 英樹 468－ 21：13．0クビ 27．6�
47 ロードサージュ 牡4栗 57 川須 栄彦 	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 454± 01：13．1	 37．2

23 ミスズメジャー 牡4栗 57 岩田 康誠永井 啓弍氏 上村 洋行 浦河 富田牧場 B470＋ 61：13．2	 4．6�
24 トレッファー 牝5栗 55

52 ▲角田 大河 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 448＋ 41：13．3	 78．1�
59 ルールシェーバー 牡5鹿 57

54 ▲鷲頭 虎太儀賀 好子氏 北出 成人 青森 風ノ丘ファーム B476－ 21：13．4	 43．0
713 サウンドプリズム 牡5青鹿 57

53 ★今村 聖奈増田 雄一氏 武 英智 日高 本間牧場 B460－ 2 〃 アタマ 7．4�
510 ハ ヴ ァ ス 
4鹿 57 酒井 学	ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 452－ 61：13．5� 33．5�
11 � スカイナイル 牝4芦 55

53 △小沢 大仁 �社台レースホース牧浦 充徳 米 Teruya
Yoshida 484－ 41：14．03 111．8�

48 ニホンピロジャック 牡4黒鹿57 和田 翼小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 468－ 41：14．1クビ 151．5�
611 メッザノッテ 牝4栗 55 岩田 望来ゴドルフィン 寺島 良 新ひだか 田中 裕之 452＋ 2 〃 クビ 3．9�
714 ミエノベルル 牡4鹿 57 川島 信二里見美惠子氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 452＋ 21：14．31 16．8�
612 レイワプリンセス 牝4栗 55 松山 弘平菅藤 孝雄氏 木原 一良 平取 清水牧場 508± 01：14．83 7．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 52，687，500円 複勝： 85，128，700円 枠連： 23，487，500円
馬連： 110，350，700円 馬単： 43，027，200円 ワイド： 107，718，400円
3連複： 191，438，400円 3連単： 199，626，100円 計： 813，464，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 220円 � 360円 � 900円 枠 連（1－8） 2，340円

馬 連 �� 3，310円 馬 単 �� 6，150円

ワ イ ド �� 1，420円 �� 2，990円 �� 4，480円

3 連 複 ��� 34，760円 3 連 単 ��� 89，390円

票 数

単勝票数 計 526875 的中 � 67459（3番人気）
複勝票数 計 851287 的中 � 118730（3番人気）� 61581（6番人気）� 21073（12番人気）
枠連票数 計 234875 的中 （1－8） 7754（11番人気）
馬連票数 計1103507 的中 �� 25765（13番人気）
馬単票数 計 430272 的中 �� 5247（24番人気）
ワイド票数 計1077184 的中 �� 19947（14番人気）�� 9240（35番人気）�� 6103（49番人気）
3連複票数 計1914384 的中 ��� 4130（115番人気）
3連単票数 計1996261 的中 ��� 1619（270番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．7―12．0―12．4―13．4

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウミズモ �
�
父 ダノンレジェンド �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2021．3．27 阪神4着

2018．4．24生 牝4黒鹿 母 フェルガーナ 母母 プリンセスメイ 10戦2勝 賞金 22，610，000円
〔制裁〕 ミスズメジャー号の騎手岩田康誠は，後検量について注意義務を怠り過怠金50，000円。



04093 3月6日 晴 良 （4阪神1） 第8日 第9競走 ��
��1，800�ア ル メ リ ア 賞

発走14時25分 （芝・右・外）
3歳，1勝クラス；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，300，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，030，000円
付 加 賞 161，000円 46，000円 23，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．8

良
良

22 ピースオブエイト 牡3黒鹿56 岩田 望来 �シルクレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 468＋ 61：46．3 3．5�
11 ジュンブロッサム 牡3黒鹿56 吉田 隼人河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 472－ 21：46．4� 1．4�
77 ホウオウバニラ 牝3栗 54 横山 和生小笹 芳央氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 426－ 21：46．82� 6．5�
44 メイショウウネビ 牡3鹿 56 泉谷 楓真松本 好雄氏 本田 優 浦河 宮内牧場 462± 01：47．11� 20．9�
66 タガノバルコス 牡3鹿 56 藤岡 康太八木 良司氏 	島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 476－ 81：47．52� 28．5�
55 モズタンジロウ 牡3芦 56 団野 大成 	キャピタル・システム 牧田 和弥 浦河 谷川牧場 470－ 21：47．82 49．0

33 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 556＋ 71：48．43� 84．0�

（7頭）

売 得 金
単勝： 64，871，900円 複勝： 91，242，700円 枠連： 発売なし
馬連： 78，917，200円 馬単： 62，590，000円 ワイド： 54，089，200円
3連複： 117，577，600円 3連単： 366，375，900円 計： 835，664，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 130円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 200円 馬 単 �� 590円

ワ イ ド �� 120円 �� 200円 �� 150円

3 連 複 ��� 210円 3 連 単 ��� 1，390円

票 数

単勝票数 計 648719 的中 � 147989（2番人気）
複勝票数 計 912427 的中 � 95802（2番人気）� 674018（1番人気）
馬連票数 計 789172 的中 �� 302650（1番人気）
馬単票数 計 625900 的中 �� 79056（3番人気）
ワイド票数 計 540892 的中 �� 133756（1番人気）�� 51946（4番人気）�� 90218（2番人気）
3連複票数 計1175776 的中 ��� 415025（1番人気）
3連単票数 計3663759 的中 ��� 189955（3番人気）

ハロンタイム 12．7―10．7―11．7―12．2―12．1―12．0―11．6―11．2―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．4―35．1―47．3―59．4―1：11．4―1：23．0―1：34．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ピースオブエイト �

父 スクリーンヒーロー �


母父 Oasis Dream デビュー 2021．7．11 小倉1着

2019．1．7生 牡3黒鹿 母 トレジャーステイト 母母 ワ イ オ ラ 2戦2勝 賞金 17，461，000円
〔制裁〕 ネフィリム号の騎手浜中俊は，下見所集合について注意義務を怠り過怠金10，000円。

ジュンブロッサム号の騎手吉田隼人は，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：4番）

04094 3月6日 晴 良 （4阪神1） 第8日 第10競走 ��1，400�
いかるが

斑鳩ステークス
発走15時00分 （芝・右）
4歳以上，3勝クラス，3．3．6以降4．2．27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 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000円
付 加 賞 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．2
1：19．0

良
良

22 ルプリュフォール �6鹿 56 藤岡 康太名古屋友豊� 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 500＋ 21：20．4 6．6�
44 � ブルースピリット 牡4鹿 55 藤岡 佑介ゴドルフィン 中内田充正 愛

Deerpark Stud
& Irish Na-
tional Stud

496＋ 21：20．5� 2．9�
33 シャイニーロック 牡6鹿 56 団野 大成小林 昌志氏 佐々木晶三 平取 川向高橋育

成牧場 514＋ 61：20．6クビ 11．2�
66 カ リ ボ ー ル 牡6鹿 55 岩田 望来大和屋 暁氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B498＋ 4 〃 ハナ 11．5�
11 ヤマニンペダラーダ 牡8黒鹿53 �島 克駿土井 肇氏 中村 直也 新冠 錦岡牧場 478＋ 6 〃 クビ 56．7�
79 セ ル フ ィ ー 牝5栗 52 酒井 学�フクキタル �島 一歩 新冠 パカパカ

ファーム B462－ 21：20．7� 68．8	
67 	 コスモエスパーダ 牡6青 55 国分 優作 
ビッグレッドファーム 天間 昭一 新ひだか 静内酒井牧場 498－ 21：20．8アタマ 11．9�
810 ミエノウインウイン �7黒鹿53 太宰 啓介里見美惠子氏 高橋 亮 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480－ 2 〃 アタマ 109．9�
55 セウラサーリ 牝5鹿 53 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 474＋ 21：21．01
 6．2
78 ハッシュゴーゴー 牝6鹿 52 浜中 俊吉田 千津氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 460－ 21：21．21� 44．9�
811 ランドオブリバティ 牡4鹿 56 吉田 隼人吉田 照哉氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 472± 01：21．72
 3．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 77，378，400円 複勝： 100，479，500円 枠連： 24，885，700円
馬連： 157，036，000円 馬単： 66，113，900円 ワイド： 119，745，700円
3連複： 241，059，200円 3連単： 322，606，600円 計： 1，109，305，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 180円 � 140円 � 310円 枠 連（2－4） 1，000円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 2，080円

ワ イ ド �� 350円 �� 1，090円 �� 700円

3 連 複 ��� 3，950円 3 連 単 ��� 19，790円

票 数

単勝票数 計 773784 的中 � 93411（4番人気）
複勝票数 計1004795 的中 � 138705（3番人気）� 231287（1番人気）� 64256（6番人気）
枠連票数 計 248857 的中 （2－4） 19250（4番人気）
馬連票数 計1570360 的中 �� 130160（2番人気）
馬単票数 計 661139 的中 �� 23816（6番人気）
ワイド票数 計1197457 的中 �� 94913（2番人気）�� 26178（17番人気）�� 42320（10番人気）
3連複票数 計2410592 的中 ��� 45687（15番人気）
3連単票数 計3226066 的中 ��� 11817（69番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．1―34．3―45．6―56．9―1：08．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F34．8
3 3，7（4，5）11（2，6，8）（1，9）10 4 ・（3，7）4（2，5）（6，11）（1，8）（9，10）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ルプリュフォール �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．11．17 京都1着

2016．3．7生 �6鹿 母 マイノチカラ 母母 シャンクシー 16戦4勝 賞金 68，527，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 シャイニーロック号の騎手団野大成は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：7番・4

番・6番・5番）

２レース目



04095 3月6日 晴 良 （4阪神1） 第8日 第11競走 ��
��1，800�

おおさかじょう

大阪城ステークス（Ｌ）
発走15時35分 （芝・右・外）
4歳以上，3．3．6以降4．2．27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 26，000，000円 10，000，000円 6，500，000円 3，900，000円 2，600，000円
付 加 賞 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．8

良
良

811 ア ル サ ト ワ 牡5鹿 54 幸 英明ゴドルフィン 斉藤 崇史 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 514＋ 41：44．8 11．7�

812 カレンシュトラウス 牡5鹿 55 津村 明秀鈴木 隆司氏 平田 修 浦河 高昭牧場 518－ 41：44．9� 2．8�
56 アイコンテーラー 牝4栗 52 亀田 温心中西 浩一氏 河内 洋 新ひだか 畠山牧場 472± 01：45．0� 6．5�
44 レッドガラン 牡7鹿 57．5 斎藤 新 �東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム 518－ 61：45．1� 4．1�
55 バイオスパーク 牡7黒鹿57 和田 竜二宮田 直也氏 浜田多実雄 浦河 小島牧場 488＋ 61：45．41� 35．4�
22 サトノフェイバー 牡7黒鹿57 古川 吉洋 �サトミホースカンパニー 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム B510－121：45．61� 11．9	
11 スーパーフェザー 	7鹿 54 松田 大作吉田 勝己氏 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 476－ 41：45．91� 6．0

79 ラ セ ッ ト 牡7鹿 55 藤岡 佑介桂土地� 庄野 靖志 浦河 三好牧場 496± 01：46．0� 24．3�
67 ウインアグライア 牝4鹿 51 泉谷 楓真�ウイン 和田 雄二 新冠 コスモヴューファーム B478＋ 21：46．42� 101．7�
33 ブ ラ ヴ ァ ス 牡6鹿 57 岩田 望来佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 502－ 21：46．5クビ 29．0
68 レッドジェニアル 	6黒鹿56 
島 克駿 �東京ホースレーシング 高橋 義忠 千歳 社台ファーム 482± 01：47．03 28．5�
710 ミヤジコクオウ 牡5青鹿55 松山 弘平曽我 司氏 川村 禎彦 日高 Wing Farm 512± 01：47．1� 39．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 126，482，500円 複勝： 138，034，700円 枠連： 56，936，500円
馬連： 361，977，900円 馬単： 134，858，300円 ワイド： 233，158，300円
3連複： 614，452，400円 3連単： 803，190，300円 計： 2，469，090，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，170円 複 勝 � 310円 � 140円 � 200円 枠 連（8－8） 1，520円

馬 連 �� 1，570円 馬 単 �� 3，880円

ワ イ ド �� 630円 �� 880円 �� 410円

3 連 複 ��� 2，730円 3 連 単 ��� 18，660円

票 数

単勝票数 計1264825 的中 � 86430（5番人気）
複勝票数 計1380347 的中 � 91234（6番人気）� 326576（1番人気）� 174613（3番人気）
枠連票数 計 569365 的中 （8－8） 28968（5番人気）
馬連票数 計3619779 的中 �� 178303（5番人気）
馬単票数 計1348583 的中 �� 26048（13番人気）
ワイド票数 計2331583 的中 �� 93326（5番人気）�� 64336（11番人気）�� 153111（2番人気）
3連複票数 計6144524 的中 ��� 168479（6番人気）
3連単票数 計8031903 的中 ��� 31206（52番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．7―35．5―47．2―58．7―1：10．0―1：21．2―1：32．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア ル サ ト ワ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2019．12．15 阪神7着

2017．2．26生 牡5鹿 母 ポップアイコン 母母 ピンクタートル 15戦5勝 賞金 71，993，000円

04096 3月6日 晴 良 （4阪神1） 第8日 第12競走 ��1，200�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
1：08．8
1：08．5

重
重

611 スズカキンシャサ 牡4鹿 57 岩田 望来永井 啓弍氏 上村 洋行 登別 ユートピア牧場 476－ 21：11．9 2．8�
11 ロコポルティ 牡4鹿 57 幸 英明 �シルクレーシング 西園 正都 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 522－101：12．0クビ 3．2�
815 ニューフロンティア 牡4鹿 57 吉田 隼人平井 裕氏 田中 克典 日高 白井牧場 486± 0 〃 アタマ 11．5�
510 ビートマジック �6黒鹿57 酒井 学岡田 牧雄氏 小林 真也 新ひだか 大典牧場 474－ 2 〃 クビ 29．5�
36 クリノイコライザー �5栗 57 菱田 裕二栗本 博晴氏 中尾 秀正 日高 日西牧場 442－ 61：12．1クビ 15．1�
59 オンリーワンスター 牝9鹿 55

51 ★今村 聖奈�宮内牧場 渡辺 薫彦 浦河 宮内牧場 456－ 21：12．2� 30．5	
612 ジューンステータス 牡6青鹿57 川須 栄彦吉川 潤氏 今野 貞一 浦河 吉田 又治 B496－ 41：12．41� 17．3

713	 ハードカウント �7栗 57 小崎 綾也前田 幸治氏 小崎 憲 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460－ 21：12．5クビ 24．9�
35 イルデレーヴ 牡4鹿 57

54 ▲大久保友雅 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 486± 01：12．6� 12．3�
47 コ ウ バ コ 牝4栗 55 藤岡 康太LEVEL－K 北出 成人 新冠 長浜 秀昭 486± 0 〃 クビ 33．4�
23 スズカフェラリー 牝7鹿 55 秋山真一郎永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 448－ 21：12．7クビ 69．7�
48 	 フチサンメルチャン 牡5栗 57 小牧 太中西 功氏 服部 利之 日高 増尾牧場 476± 01：12．81 185．2�
12 クリノレオノール 牝8鹿 55 森 裕太朗栗本 博晴氏 天間 昭一 日高 日西牧場 482＋ 41：13．01� 292．2�
816 コ コ ラ 牝5黒鹿 55

51 ★古川 奈穂田中 純一氏 大和田 成 浦河 杵臼牧場 472＋ 41：13．53 188．8�
714 テンテキセンセキ 牡5黒鹿 57

55 △小沢 大仁岡田 牧雄氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 464－ 61：13．71 7．6�
24 メイショウソウビ �8鹿 57

54 ▲角田 大河松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 468－ 8 〃 ハナ 86．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 112，865，300円 複勝： 138，346，300円 枠連： 45，609，800円
馬連： 254，027，800円 馬単： 87，597，300円 ワイド： 199，415，800円
3連複： 413，883，300円 3連単： 462，863，100円 計： 1，714，608，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 150円 � 210円 枠 連（1－6） 450円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 970円

ワ イ ド �� 250円 �� 420円 �� 620円

3 連 複 ��� 1，750円 3 連 単 ��� 5，480円

票 数

単勝票数 計1128653 的中 � 314275（1番人気）
複勝票数 計1383463 的中 � 288202（1番人気）� 252673（2番人気）� 136522（4番人気）
枠連票数 計 456098 的中 （1－6） 77734（1番人気）
馬連票数 計2540278 的中 �� 402506（1番人気）
馬単票数 計 875973 的中 �� 67467（1番人気）
ワイド票数 計1994158 的中 �� 234149（1番人気）�� 115263（3番人気）�� 73766（5番人気）
3連複票数 計4138833 的中 ��� 176864（2番人気）
3連単票数 計4628631 的中 ��� 61142（4番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．5―12．0―12．0―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．5―46．5―58．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．9―3F37．4
3 10，11（6，12，13）（7，15，16）（1，9）（4，8，14）2－3，5 4 10（11，12）（6，13）（7，15）（1，16）（9，14）8，4，2，3，5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

スズカキンシャサ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2020．10．17 京都7着

2018．3．21生 牡4鹿 母 マルクプレンヌ 母母 ハンドレッドスコア 10戦3勝 賞金 34，870，000円
〔制裁〕 テンテキセンセキ号の調教師松永昌博は，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。
※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 モリノカワセミ号
（非抽選馬） 1頭 テオドラ号

４レース目



（4阪神1）第8日 3月6日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 154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

223，380，000円
3，020，000円
23，560，000円
960，000円

26，590，000円
68，211，000円
4，648，000円
1，478，400円

勝馬投票券売得金
727，023，300円
978，783，500円
231，531，200円
1，451，457，600円
620，451，400円
1，175，369，500円
2，374，424，700円
3，164，481，800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 10，723，523，000円

総入場人員 3，245名 （有料入場人員 3，088名）
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