
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

04097 3月12日 晴 良 （4阪神1） 第9日 第1競走 1，800�3歳未勝利
発走9時55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

66 ウインメイフラワー 牝3栗 54 松山 弘平�ウイン 梅田 智之 日高 出口牧場 490＋161：56．6 6．0�
55 カンティプール 牝3鹿 54 川田 将雅 �社台レースホース渡辺 薫彦 千歳 社台ファーム 484＋ 61：56．7� 1．2�
77 ヴァンダンジュ 牝3栗 54 岩田 望来�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 438－ 61：57．02 7．3�
33 スズカアーム 牝3鹿 54 森 裕太朗永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 486＋ 41：57．21� 45．9�
44 エ ギ ー ユ 牝3栗 54 �島 克駿 �社台レースホース長谷川浩大 千歳 社台ファーム 488 ― 〃 ハナ 12．2	
22 ブラックオパール 牝3黒鹿54 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 松下 武士 新ひだか ケイアイファーム 478－ 2 〃 アタマ 51．9

88 メイショウコウヨウ 牝3鹿 54 田中 健松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 磯野牧場 416－ 21：57．73 170．5�
11 ヤマニンリリアーナ 牝3青鹿54 酒井 学土井 肇氏 田中 克典 浦河 廣田 光夫 480 ―1：58．97 131．0�
89 ルージュヴェルダ 牝3栗 54 斎藤 新 �東京ホースレーシング 松下 武士 安平 ノーザンファーム 482± 01：59．0� 49．1
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売 得 金
単勝： 25，876，400円 複勝： 79，988，600円 枠連： 5，098，800円
馬連： 30，050，400円 馬単： 22，556，600円 ワイド： 29，736，500円
3連複： 55，261，400円 3連単： 120，992，300円 計： 369，561，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 110円 � 100円 � 110円 枠 連（5－6） 220円

馬 連 �� 250円 馬 単 �� 1，090円

ワ イ ド �� 120円 �� 210円 �� 130円

3 連 複 ��� 230円 3 連 単 ��� 1，770円

票 数

単勝票数 計 258764 的中 � 34358（2番人気）
複勝票数 計 799886 的中 � 55238（2番人気）� 619607（1番人気）� 55012（3番人気）
枠連票数 計 50988 的中 （5－6） 17308（1番人気）
馬連票数 計 300504 的中 �� 92632（1番人気）
馬単票数 計 225566 的中 �� 15476（4番人気）
ワイド票数 計 297365 的中 �� 79480（1番人気）�� 24206（4番人気）�� 60534（2番人気）
3連複票数 計 552614 的中 ��� 179124（1番人気）
3連単票数 計1209923 的中 ��� 49317（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―24．8―38．6―51．8―1：04．8―1：17．9―1：30．8―1：43．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ウインメイフラワー �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2021．8．8 函館8着

2019．3．20生 牝3栗 母 ウッドシップ 母母 ブライドウッド 4戦1勝 賞金 9，400，000円

04098 3月12日 晴 良 （4阪神1） 第9日 第2競走 1，200�3歳未勝利
発走10時25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

12 チェイスザドリーム 牝3鹿 54
50 ★古川 奈穂 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 矢作 芳人 新ひだか グランド牧場 468 ―1：13．2 14．5�
612 オーシンプラス 牡3黒鹿56 藤岡 康太大田 慎治氏 宮 徹 新ひだか 松本牧場 472± 01：13．94 21．4�
35 ジダイノチョウジ 牡3芦 56 福永 祐一岡 浩二氏 中竹 和也 日高 碧雲牧場 516＋ 61：14．0� 17．3�
59 ジョーリベリカ 牡3栗 56 �島 克駿上田けい子氏 清水 久詞 新ひだか 平野牧場 454－ 41：14．31� 21．2�
713 ミキノプリンス 牡3鹿 56 和田 竜二谷口 久和氏 大橋 勇樹 浦河 浦河育成牧場 484－ 4 〃 � 4．4�
47 ウォータールグラン 牝3鹿 54 横山 典弘山岡 正人氏 河内 洋 浦河 伏木田牧場 490－ 41：14．93� 4．8	
24 ワンダークレイモア 牡3黒鹿56 長岡 禎仁山本 能成氏 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 476－ 41：15．0� 5．8

816 マスタープラン 牡3黒鹿56 松山 弘平 �吉澤ホールディングス 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 B512－ 21：15．21� 3．8�
510 マグネティズム 牡3鹿 56 藤懸 貴志吉田 晴哉氏 渡辺 薫彦 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498＋ 21：15．3クビ 133．4�
36 ダンスデミルリトン 牡3青鹿56 坂井 瑠星岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 日高 船越牧場 460－101：15．41 136．7
714 プリティプリティー 牝3栗 54 岩田 望来 �フジワラ・ファーム 笹田 和秀 新ひだか フジワラフアーム 454 ―1：15．71� 65．2�
23 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 452＋101：15．8クビ 13．4�
11 ファンタジックラン 牝3黒鹿 54

50 ★今村 聖奈 �社台レースホース飯田 祐史 千歳 社台ファーム 444－ 4 〃 クビ 57．7�
48 ニホンピロオーサー �3鹿 56 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 406－ 21：16．22� 137．8�
611 グ ン タ ー 牡3栗 56 池添 謙一門野 重雄氏 池添 兼雄 浦河 王蔵牧場 470＋ 21：17．15 24．6�
815 コスモマスティフ 牡3栗 56 柴田 未崎 �ビッグレッドファーム 梅田 智之 新冠 石田牧場 B444 ―1：18．48 386．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，810，800円 複勝： 50，522，200円 枠連： 11，752，600円
馬連： 56，095，900円 馬単： 22，763，900円 ワイド： 56，907，800円
3連複： 90，736，200円 3連単： 84，127，500円 計： 409，716，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，450円 複 勝 � 490円 � 410円 � 380円 枠 連（1－6） 5，090円

馬 連 �� 16，700円 馬 単 �� 25，520円

ワ イ ド �� 4，270円 �� 3，590円 �� 2，390円

3 連 複 ��� 53，120円 3 連 単 ��� 257，350円

票 数

単勝票数 計 368108 的中 � 20178（6番人気）
複勝票数 計 505222 的中 � 26106（8番人気）� 32988（6番人気）� 35381（5番人気）
枠連票数 計 117526 的中 （1－6） 1788（25番人気）
馬連票数 計 560959 的中 �� 2603（48番人気）
馬単票数 計 227639 的中 �� 669（83番人気）
ワイド票数 計 569078 的中 �� 3421（44番人気）�� 4077（39番人気）�� 6183（30番人気）
3連複票数 計 907362 的中 ��� 1281（144番人気）
3連単票数 計 841275 的中 ��� 237（765番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．8―12．4―12．6―12．9

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

チェイスザドリーム �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 アドマイヤムーン 初出走

2019．5．20生 牝3鹿 母 ゴールドチェイス 母母 セクレゴールド 1戦1勝 賞金 5，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コスモマスティフ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年4月12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 タガノマドリード号・メイショウウインダ号

第１回 阪神競馬 第９日



04099 3月12日 晴 良 （4阪神1） 第9日 第3競走 2，000�3歳未勝利
発走10時55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

77 ニューダイアリーズ 牡3栗 56 松山 弘平 �社台レースホース杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 468－ 22：07．3 2．5�
33 シ ャ ン バ ラ 牡3黒鹿56 川田 将雅�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 494± 02：07．4クビ 1．4�
22 フォアランナー 牡3栗 56 岩田 望来 �キャロットファーム 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 520＋ 42：08．99 8．6�
11 ドンチッチョ 牡3青鹿56 松田 大作吉田 和美氏 畑端 省吾 安平 ノーザンファーム B522－142：09．32� 70．3�
88 ワールドパレス 牡3鹿 56 小牧 太小林 量氏 服部 利之 安平 ゼットステーブル 448－ 22：09．83 154．4	
44 テイエムアラジン 牡3鹿 56 国分 優作竹園 正繼氏 坂口 智康 新ひだか 有限会社PRIDE ROCK 504＋ 82：10．01� 30．1

55 カシノロックオン 牡3黒鹿56 幸 英明柏木 務氏 藤沢 則雄 むかわ ヤマイチ牧場 478± 02：10．42� 157．2�
66 エリックバローズ 牡3鹿 56 藤井勘一郎猪熊 広次氏 石坂 公一 浦河 桑田牧場 B462－ 22：10．5� 118．2�

（8頭）

売 得 金
単勝： 32，642，100円 複勝： 66，107，600円 枠連： 発売なし
馬連： 32，704，100円 馬単： 26，856，900円 ワイド： 60，536，100円
3連複： 46，460，400円 3連単： 151，421，000円 計： 416，728，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 100円 � 100円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 120円 馬 単 �� 320円

ワ イ ド �� 110円 �� 210円 �� 180円

3 連 複 ��� 200円 3 連 単 ��� 810円

票 数

単勝票数 計 326421 的中 � 103523（2番人気）
複勝票数 計 661076 的中 � 191158（2番人気）� 405083（1番人気）� 26240（3番人気）
馬連票数 計 327041 的中 �� 197850（1番人気）
馬単票数 計 268569 的中 �� 62603（2番人気）
ワイド票数 計 605361 的中 �� 450292（1番人気）�� 21039（3番人気）�� 25884（2番人気）
3連複票数 計 464604 的中 ��� 168129（1番人気）
3連単票数 計1514210 的中 ��� 134543（3番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―11．7―14．1―13．2―13．4―13．1―12．7―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．1―35．8―49．9―1：03．1―1：16．5―1：29．6―1：42．3―1：54．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．8―3F37．7
1
3
1（2，7）－3（4，6）－8－5・（1，2）7（4，3）－（8，6）－5

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

勝馬の
紹 介

ニューダイアリーズ 
�
父 キングカメハメハ 

�
母父 Pure Prize デビュー 2021．11．13 阪神2着

2019．3．11生 牡3栗 母 キャンディネバダ 母母 Candy Sola 5戦1勝 賞金 14，100，000円
〔制裁〕 シャンバラ号の騎手川田将雅は，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：2番）

04100 3月12日 晴 良 （4阪神1） 第9日 第4競走 1，800�3歳未勝利
発走11時25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

11 ダノンフューチャー 牡3栗 56 川田 将雅�ダノックス 寺島 良 安平 ノーザンファーム 506－101：55．6 1．3�
22 シ ョ ウ グ ン 牡3黒鹿56 岩田 望来幅田 昌伸氏 笹田 和秀 新ひだか 斉藤スタッド 460 ―1：55．7クビ 20．1�
67 ナムラダイゴロー 牡3黒鹿56 川島 信二奈村 睦弘氏 荒川 義之 日高 ナカノファーム 446± 01：56．44 4．6�
66 ハマーフェイス 牡3鹿 56 川須 栄彦 STレーシング 渡辺 薫彦 新ひだか チャンピオンズファーム 448＋ 41：56．72 225．6�
33 テーオーインパクト 牡3栗 56 �島 良太小笹 公也氏 宮 徹 新冠 タニグチ牧場 516± 01：56．9� 201．8�
810 ハクアイボリイ 牡3鹿 56 国分 恭介石川 博氏 川村 禎彦 浦河 多田 善弘 464－ 6 〃 クビ 207．6	
811 ベイパーコーン 牡3栗 56 福永 祐一前田 晋二氏 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 468± 01：57．0� 6．4

78 ファーストプライズ 牡3鹿 56 酒井 学岡田 牧雄氏 田中 克典 浦河 川越ファーム 444 ―1：57．21� 121．6�
55 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 494－ 61：58．26 57．7�
44 タツフェーヴル 牡3鹿 56 藤岡 康太鈴木 髙幸氏 �島 一歩 新ひだか ニッコウファーム 452－141：58．3� 52．2
79 オセアプレシャス 牡3栗 56 坂井 瑠星 IHR 石坂 公一 熊本 本田 土寿 480 ―1：59．68 86．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 35，406，200円 複勝： 114，752，000円 枠連： 6，650，600円
馬連： 33，827，200円 馬単： 28，987，500円 ワイド： 37，056，900円
3連複： 60，405，100円 3連単： 132，478，900円 計： 449，564，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 100円 � 200円 � 100円 枠 連（1－2） 960円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 1，350円

ワ イ ド �� 320円 �� 120円 �� 460円

3 連 複 ��� 740円 3 連 単 ��� 3，040円

票 数

単勝票数 計 354062 的中 � 214958（1番人気）
複勝票数 計1147520 的中 � 922084（1番人気）� 22509（4番人気）� 96867（2番人気）
枠連票数 計 66506 的中 （1－2） 5317（3番人気）
馬連票数 計 338272 的中 �� 27152（3番人気）
馬単票数 計 289875 的中 �� 16100（5番人気）
ワイド票数 計 370569 的中 �� 22524（4番人気）�� 121947（1番人気）�� 14242（6番人気）
3連複票数 計 604051 的中 ��� 61098（2番人気）
3連単票数 計1324789 的中 ��� 31497（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．6―38．6―51．6―1：04．5―1：17．4―1：30．2―1：42．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンフューチャー �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Not For Sale デビュー 2021．8．1 新潟3着

2019．3．13生 牡3栗 母 ミスセレンディピティ 母母 Marca Registrada 7戦1勝 賞金 14，810，000円



04101 3月12日 晴 良 （4阪神1） 第9日 第5競走 ��2，000�3歳未勝利
発走12時15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
1：57．2
1：56．1

良
良

815 ガイアフォース 牡3芦 56 松山 弘平 KRジャパン 杉山 晴紀 安平 追分ファーム 486± 02：00．4 2．5�
23 ブラックシールド 牡3鹿 56 藤岡 康太吉田 勝己氏 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 452－ 22：01．14 21．1�
48 アメジストブラック 牡3青鹿56 川田 将雅 �サンデーレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 522 ―2：01．2� 4．5�
47 ラ エ ー ル 牝3鹿 54 岩田 望来青山 洋一氏 平田 修 日高 白井牧場 412－ 22：01．52 48．0�
24 エイシンクリード 牝3鹿 54 酒井 学�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 442－ 42：01．71� 21．1	
11 エンチャント 牝3黒鹿54 �島 克駿中村 祐子氏 高橋 義忠 新ひだか ケイアイファーム 412－ 82：02．02 396．6

510 ホウオウスミヨシ 牡3鹿 56 �島 良太小笹 芳央氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 544－ 42：02．1� 353．8�
713 エグランタイン 牝3黒鹿54 秋山真一郎�ノースヒルズ 笹田 和秀 新冠 株式会社

ノースヒルズ 422± 02：02．2クビ 344．5�
714 クリノガイア 牝3栗 54 国分 恭介栗本 博晴氏 大根田裕之 新冠 秋田牧場 418＋ 22：02．3� 221．6
12 ア シ タ カ 牡3鹿 56 坂井 瑠星広尾レース� 矢作 芳人 新ひだか 木村 秀則 514 ―2：02．51� 20．9�
35 ヘクトパスカル 牝3黒鹿54 幸 英明西村 健氏 橋口 慎介 新ひだか 坂本 智広 434＋ 62：02．71� 4．5�
611 トロワスール 牝3鹿 54

50 ★今村 聖奈�GET NEXT 高橋 亮 新冠 須崎牧場 412－ 22：03．01� 151．5�
816 カンパニュール 牝3鹿 54 和田 竜二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 吉岡 辰弥 新ひだか 矢野牧場 488－ 2 〃 アタマ 91．3�
59 ノーモアワーズ 牡3栗 56 川須 栄彦池袋レーシング 牧田 和弥 浦河 大北牧場 500－ 52：03．42� 631．8�
612	 ボブズヤアンクル 牡3鹿 56 池添 謙一ゴドルフィン 大久保龍志 英

Kenneth L.
Ramsey & Sarah
K. Ramsey

540－ 22：03．5クビ 4．5�
36 テイケイレジーナ 牝3鹿 54 田中 健兼松 忠男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 442－ 22：03．71� 624．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，941，300円 複勝： 58，627，800円 枠連： 12，186，900円
馬連： 61，333，700円 馬単： 25，205，600円 ワイド： 60，040，600円
3連複： 94，283，200円 3連単： 99，166，600円 計： 458，785，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 380円 � 180円 枠 連（2－8） 1，330円

馬 連 �� 4，100円 馬 単 �� 5，090円

ワ イ ド �� 1，180円 �� 370円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 4，540円 3 連 単 ��� 24，460円

票 数

単勝票数 計 479413 的中 � 150472（1番人気）
複勝票数 計 586278 的中 � 130139（1番人気）� 30075（6番人気）� 84815（4番人気）
枠連票数 計 121869 的中 （2－8） 7076（8番人気）
馬連票数 計 613337 的中 �� 11569（16番人気）
馬単票数 計 252056 的中 �� 3710（18番人気）
ワイド票数 計 600406 的中 �� 12444（14番人気）�� 46308（4番人気）�� 10548（17番人気）
3連複票数 計 942832 的中 ��� 15551（18番人気）
3連単票数 計 991666 的中 ��� 2939（92番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．7―36．1―48．4―1：00．8―1：13．1―1：25．3―1：37．2―1：48．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ガイアフォース �
�
父 キタサンブラック �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2021．9．5 小倉2着

2019．2．21生 牡3芦 母 ナ タ ー レ 母母 ロージーチャーム 2戦1勝 賞金 8，000，000円
※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 イングレーヴ号

04102 3月12日 晴 良 （4阪神1） 第9日 第6競走 ��
��1，600�3歳1勝クラス

発走12時45分 （芝・右・外）
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
1：31．1
1：30．3

良
良

44 トゥードジボン 牡3鹿 56 福永 祐一青山 洋一氏 四位 洋文 千歳 社台ファーム 476± 01：33．8 2．9�
89 ヒルノショパン 牡3栗 56 横山 典弘�ヒルノ 昆 貢 浦河 辻 牧場 B458± 01：33．9クビ 58．3�
88 レッドベルアーム 牡3鹿 56 川田 将雅 �東京ホースレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 522＋101：34．0� 1．4�
11 タガノエスコート 牡3鹿 56 和田 竜二八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 478± 0 〃 ハナ 13．7�
66 クラウンドマジック 牡3黒鹿56 松山 弘平�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 512＋ 41：34．1� 14．6�
55 グランスラムアスク 牝3鹿 54

50 ★古川 奈穂廣崎利洋HD� 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 452－ 61：34．73� 23．3	
22 カレンマックナイト 牡3黒鹿56 藤懸 貴志鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 432－ 21：35．01� 196．6

77 アスカノツバサ 牡3鹿 56 幸 英明豊田 智郎氏 川村 禎彦 むかわ 上水牧場 B480－ 21：35．64 229．3�
33 	 エイシントゥラン 牝3栗 54 松田 大作平井 克彦氏 盛本 信春 浦河 栄進牧場 B466＋161：36．66 396．5�

（兵庫）

（9頭）

売 得 金
単勝： 50，160，900円 複勝： 127，444，100円 枠連： 8，903，400円
馬連： 48，014，500円 馬単： 39，851，200円 ワイド： 41，951，700円
3連複： 67，340，600円 3連単： 191，622，100円 計： 575，288，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 110円 � 320円 � 100円 枠 連（4－8） 160円

馬 連 �� 4，590円 馬 単 �� 7，640円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 140円 �� 580円

3 連 複 ��� 1，510円 3 連 単 ��� 15，810円

票 数

単勝票数 計 501609 的中 � 137028（2番人気）
複勝票数 計1274441 的中 � 107844（2番人気）� 13439（6番人気）� 1030076（1番人気）
枠連票数 計 89034 的中 （4－8） 41663（1番人気）
馬連票数 計 480145 的中 �� 8105（10番人気）
馬単票数 計 398512 的中 �� 3908（16番人気）
ワイド票数 計 419517 的中 �� 7742（12番人気）�� 107459（1番人気）�� 14837（7番人気）
3連複票数 計 673406 的中 ��� 33244（5番人気）
3連単票数 計1916221 的中 ��� 8787（40番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．6―35．3―47．1―59．0―1：10．9―1：21．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トゥードジボン 
�
父 イスラボニータ 

�
母父 Yesbyjimminy デビュー 2021．6．12 中京3着

2019．3．30生 牡3鹿 母 コ ッ パ 母母 Diplomatic Angel 5戦2勝 賞金 14，400，000円



04103 3月12日 晴 良 （4阪神1） 第9日 第7競走 1，400�4歳以上1勝クラス
発走13時15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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

11 ヴ ア ー サ 牡4青 57 川田 将雅本間 茂氏 �島 一歩 新ひだか 矢野牧場 458－ 21：25．2 1．5�
713 ド ゥ ー ベ 牡5栗 57 松山 弘平 �サンデーレーシング 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム 522＋ 81：25．73 7．8�
35 ベ ラ ー ル 牡5黒鹿57 岩田 康誠安原 浩司氏 武 幸四郎 浦河 三嶋牧場 486－ 21：26．12� 14．6�
612 パイプライナー 牡5芦 57 長岡 禎仁 �CHEVAL AT-

TACHE 杉山 晴紀 新冠 イワミ牧場 B510－ 61：26．2� 12．8�
714 スリーヘリオス �7黒鹿57 和田 竜二永井商事� 村山 明 浦河 辻 牧場 B480± 0 〃 ハナ 65．7	
12 ジューンロールオン 牡4芦 57 富田 暁吉川 潤氏 武 英智 千歳 社台ファーム B470± 01：26．41� 11．1

23 ソ ツ ナ サ 牡5鹿 57 �島 克駿佐久間拓士氏 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 460＋ 2 〃 クビ 153．5�
36 メタモルフォーゼ 牝5鹿 55 藤岡 康太�ノースヒルズ 渡辺 薫彦 新ひだか 土居牧場 456± 0 〃 アタマ 31．5�
816� スナークレジスト 牡5鹿 57 岩田 望来杉本 豊氏 川村 禎彦 浦河 高昭牧場 502－ 31：26．5� 10．5
48 セカンドエフォート 牡9青鹿57 藤井勘一郎 �シルクレーシング 村山 明 安平 ノーザンファーム 514－ 61：26．6クビ 37．7�
59 ショウナンアイビー 牡4鹿 57

54 ▲大久保友雅国本 哲秀氏 清水 久詞 新ひだか 秋田育成牧場 B510＋ 6 〃 クビ 30．9�
815� エクストラノート 牡5栗 57 秋山真一郎 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 坂口 智康 新ひだか 岡田スタツド B470－ 21：26．81� 81．1�
510 タイセイポジション 牡4栗 57

53 ★古川 奈穂田中 成奉氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 500－ 21：27．11	 292．2�
47 ミッキーマラン 牡7芦 57 酒井 学三木 久史氏 長谷川浩大 浦河 宮内牧場 B494－ 21：27．2クビ 37．1�
611� テーオールノワール �4黒鹿57 川須 栄彦小笹 公也氏 梅田 智之 新冠 村田牧場 504＋ 81：27．41� 188．3�
24 � グロリアスダッド 牡4鹿 57 森 裕太朗渡辺公美子氏 宮本 博 浦河 高昭牧場 B478－ 21：27．93 401．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，548，700円 複勝： 103，136，200円 枠連： 13，498，200円
馬連： 65，607，400円 馬単： 32，508，200円 ワイド： 60，859，400円
3連複： 98，765，600円 3連単： 124，306，400円 計： 536，230，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 210円 � 200円 枠 連（1－7） 460円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 870円

ワ イ ド �� 360円 �� 340円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 2，250円 3 連 単 ��� 5，110円

票 数

単勝票数 計 375487 的中 � 189037（1番人気）
複勝票数 計1031362 的中 � 679991（1番人気）� 49273（3番人気）� 51473（2番人気）
枠連票数 計 134982 的中 （1－7） 22328（1番人気）
馬連票数 計 656074 的中 �� 68381（2番人気）
馬単票数 計 325082 的中 �� 27981（1番人気）
ワイド票数 計 608594 的中 �� 45766（3番人気）�� 47838（2番人気）�� 12312（10番人気）
3連複票数 計 987656 的中 ��� 32839（3番人気）
3連単票数 計1243064 的中 ��� 17623（1番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．9―12．1―12．6―12．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．6―35．5―47．6―1：00．2―1：12．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴ ア ー サ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 ロックオブジブラルタル デビュー 2020．10．11 京都1着

2018．4．4生 牡4青 母 ブリリアントクラン 母母 スターズインハーアイズ 13戦2勝 賞金 23，800，000円
〔発走状況〕 グロリアスダッド号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔調教再審査〕 グロリアスダッド号は，発走調教再審査。

04104 3月12日 晴 良 （4阪神1） 第9日 第8競走 ��3，900�第24回阪神スプリングジャンプ（Ｊ・ＧⅡ）
発走13時50分 （ 芝 ）
4歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�
減，J・GⅠ競走1着馬2�増，J・GⅡ競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード4：19．1稍重

67 エイシンクリック 牡8鹿 60 西谷 誠�栄進堂 坂口 智康 浦河 栄進牧場 478± 04：21．2 16．7�
78 レオビヨンド 牡6鹿 60 高田 潤�レオ 高柳 大輔 浦河 中島牧場 502＋ 44：21．51� 5．7�
55 オジュウチョウサン 牡11鹿 62 石神 深一�チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 512＋ 2 〃 クビ 1．7�
33 ビーオールアイズ �5黒鹿60 植野 貴也吉田 照哉氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 450－ 84：23．110 22．2�
22 タガノエスプレッソ 牡10鹿 60 平沢 健治八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 468＋ 64：24．810 3．5�
811 ベイビーステップ 牡8鹿 60 伴 啓太大塚 亮一氏 菊川 正達 浦河 杵臼牧場 490＋ 24：25．22 106．2	
66 フリーフリッカー 牡8鹿 60 森 一馬�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 492＋ 24：25．52 14．4

79 ノーリミッツ 牡6黒鹿60 北沢 伸也山内 邦一氏 木原 一良 浦河 岡本 昌市 454＋ 24：25．71� 121．0�
810	 マイネルプロンプト �10黒鹿60 白浜 雄造岡田 壮史氏 坂口 智康 新冠 コスモヴューファーム 482＋ 44：27．310 100．3�
11 シンキングダンサー �9栗 60 草野 太郎佐藤 雄司氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド B464－ 44：28．15 99．3
44 ビルジキール 牡6黒鹿60 中村 将之玉井 宏和氏 安達 昭夫 新ひだか 和田牧場 502± 04：28．31� 168．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 63，530，500円 複勝： 103，648，700円 枠連： 15，462，400円
馬連： 80，345，300円 馬単： 52，998，900円 ワイド： 68，056，200円
3連複： 161，136，800円 3連単： 308，776，700円 計： 853，955，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，670円 複 勝 � 310円 � 150円 � 110円 枠 連（6－7） 1，470円

馬 連 �� 4，470円 馬 単 �� 11，990円

ワ イ ド �� 870円 �� 640円 �� 240円

3 連 複 ��� 2，280円 3 連 単 ��� 31，410円

票 数

単勝票数 計 635305 的中 � 30313（5番人気）
複勝票数 計1036487 的中 � 27345（6番人気）� 90587（3番人気）� 678006（1番人気）
枠連票数 計 154624 的中 （6－7） 8115（6番人気）
馬連票数 計 803453 的中 �� 13922（12番人気）
馬単票数 計 529989 的中 �� 3315（28番人気）
ワイド票数 計 680562 的中 �� 17836（11番人気）�� 25133（8番人気）�� 84958（2番人気）
3連複票数 計1611368 的中 ��� 52811（7番人気）
3連単票数 計3087767 的中 ��� 7126（85番人気）
上り 1マイル 1：46．0 4F 52．4－3F 39．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→
」
�
�

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

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

勝馬の
紹 介

エイシンクリック �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 キャロルハウス デビュー 2017．3．19 阪神11着

2014．3．3生 牡8鹿 母 エイシンサンサン 母母 エイシンギヤロツプ 障害：7戦3勝 賞金 68，775，000円



04105 3月12日 晴 良 （4阪神1） 第9日 第9競走 ��
��2，400�ゆ き や な ぎ 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 189，000円 54，000円 27，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．1
2：20．6

良
良

55 ボルドグフーシュ 牡3栗 56 松田 大作 �社台レースホース宮本 博 千歳 社台ファーム 488± 02：27．1 3．6�
44 ディライトバローズ 牡3鹿 56 和田 竜二猪熊 広次氏 杉山 晴紀 日高 下河辺牧場 520＋102：27．31� 5．1�
22 アーティット 牡3鹿 56 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 千歳 社台ファーム 476－ 62：27．62 2．0�
77 シホノスペランツァ 牡3青鹿56 浜中 俊村瀬 寛紀氏 寺島 良 洞�湖 レイクヴィラファーム 482－ 82：27．7	 13．2�
88 ゼンノインヴォーク 牡3鹿 56 富田 暁大迫久美子氏 四位 洋文 新冠 村上 欽哉 444－ 22：27．8クビ 97．8	
66 プレミアスコア 牝3栗 54 福永 祐一 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 468－ 42：28．86 9．7

11 エルデスペラード 牡3青鹿56 幸 英明 �京都ホースレーシング 橋口 慎介 新冠 村上 進治 430± 02：29．11
 16．6�
33 ハイコースト 牡3鹿 56 松山 弘平谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 492＋ 8 （競走中止） 19．2�
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売 得 金
単勝： 68，320，800円 複勝： 65，903，800円 枠連： 発売なし
馬連： 92，072，500円 馬単： 41，329，400円 ワイド： 58，008，500円
3連複： 111，356，800円 3連単： 222，648，500円 計： 659，640，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 120円 � 130円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，090円 馬 単 �� 1，960円

ワ イ ド �� 300円 �� 190円 �� 180円

3 連 複 ��� 510円 3 連 単 ��� 4，310円

票 数

単勝票数 計 683208 的中 � 150413（2番人気）
複勝票数 計 659038 的中 � 120183（2番人気）� 100295（3番人気）� 239385（1番人気）
馬連票数 計 920725 的中 �� 65059（5番人気）
馬単票数 計 413294 的中 �� 15788（7番人気）
ワイド票数 計 580085 的中 �� 41820（5番人気）�� 82619（2番人気）�� 86671（1番人気）
3連複票数 計1113568 的中 ��� 162058（1番人気）
3連単票数 計2226485 的中 ��� 37416（12番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．6―24．3―37．2―49．8―1：02．3―1：15．0―1：27．7―1：40．7―1：53．1―2：04．5―2：15．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．4―3F34．0
1
3
8，6，4，3（2，7）1－5
8，4，7，3（1，2，6）－5

2
4
8（6，4）3（2，7）1－5
8，4，7（3，6）2（1，5）

勝馬の
紹 介

ボルドグフーシュ 
�
父 スクリーンヒーロー 

�
母父 Layman デビュー 2021．10．9 阪神6着

2019．3．23生 牡3栗 母 ボルドグザグ 母母 Belga Wood 5戦2勝 賞金 17，489，000円
〔競走中止〕 ハイコースト号は，最後の直線コースで前の馬に触れ，転倒したため競走中止。
〔制裁〕 ハイコースト号の騎手松山弘平は，最後の直線コースでの御法（前の馬に接触した）について過怠金30，000円。（被害馬：1

番）

04106 3月12日 晴 良 （4阪神1） 第9日 第10競走 ��1，800�
あ す か

飛鳥ステークス
発走15時00分 （芝・右・外）
4歳以上，3勝クラス，3．3．13以降4．3．6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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．8

良
良

12 ヤマニンサンパ 牡4芦 53 川田 将雅土井 肇氏 斉藤 崇史 新冠 錦岡牧場 472－ 21：45．8 3．1�
35 エンデュミオン 牡5黒鹿54 秋山真一郎�ターフ・スポート清水 久詞 浦河 谷川牧場 464＋161：46．01� 35．7�
47 イズジョーノキセキ 牝5鹿 55 岩田 康誠泉 一郎氏 石坂 公一 新ひだか 沖田 哲夫 460－ 81：46．21 3．5�
612� シ ン ボ 牡5鹿 56 和田 竜二�龍光 小崎 憲 新冠 長浜 忠 484＋ 4 〃 クビ 11．1�
48 � ターキッシュパレス 牡5青鹿55 富田 暁ゴドルフィン 昆 貢 愛 Godolphin 490＋ 41：46．3� 39．9�
815 ルペルカーリア 牡4鹿 56 福永 祐一 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 512＋ 41：46．4クビ 3．3	
36 レッドアルマーダ 	6鹿 55 池添 謙一 
東京ホースレーシング 蛯名 正義 浦河 富田牧場 540－ 2 〃 クビ 10．3�
11 ステイオンザトップ 牡8栗 55 岩田 望来 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B478－ 21：46．71
 73．6�
510 リ ノ キ ア ナ 牝5鹿 53 幸 英明松岡 雅昭氏 谷 潔 日高 アイズスタッド株式会社 442＋ 6 〃 ハナ 62．1
23 � リーピングリーズン 牝6青鹿52 斎藤 新 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 吉岡 辰弥 日高 三城ボクジョ
ウ株式会社 516＋ 2 〃 ハナ 218．0�

24 タイセイシリウス 牡5鹿 54 �島 克駿田中 成奉氏 高野 友和 浦河 酒井牧場 496＋ 61：47．01� 177．4�
816 レザネフォール 牡5黒鹿54 石橋 脩前田 幸貴氏 池江 泰寿 新冠 株式会社

ノースヒルズ B470＋ 4 〃 クビ 52．6�
714 エンスージアズム 牝4鹿 53 横山 典弘吉田 照哉氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム B440＋10 〃 ハナ 24．4�
611 ル リ ア ン 牡5鹿 54 坂井 瑠星 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 518－ 21：47．31� 115．9�
713 アドマイヤメティス 牝5鹿 53 藤岡 康太近藤 旬子氏 畑端 省吾 安平 ノーザンファーム 418－ 81：48．25 224．9�
59 エクセレントミスズ 牡9鹿 50 酒井 学永井 啓弍氏 藤沢 則雄 むかわ 上水牧場 468＋ 6 〃 クビ 348．7�
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売 得 金
単勝： 71，016，600円 複勝： 79，692，700円 枠連： 23，004，600円
馬連： 135，835，500円 馬単： 49，760，400円 ワイド： 99，187，000円
3連複： 204，752，200円 3連単： 216，702，100円 計： 879，951，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 160円 � 540円 � 150円 枠 連（1－3） 1，600円

馬 連 �� 5，320円 馬 単 �� 7，000円

ワ イ ド �� 1，390円 �� 320円 �� 1，460円

3 連 複 ��� 4，720円 3 連 単 ��� 27，370円

票 数

単勝票数 計 710166 的中 � 178376（1番人気）
複勝票数 計 796927 的中 � 150717（2番人気）� 26525（7番人気）� 159889（1番人気）
枠連票数 計 230046 的中 （1－3） 11135（9番人気）
馬連票数 計1358355 的中 �� 19781（15番人気）
馬単票数 計 497604 的中 �� 5325（22番人気）
ワイド票数 計 991870 的中 �� 16971（14番人気）�� 91028（2番人気）�� 16178（15番人気）
3連複票数 計2047522 的中 ��� 32473（14番人気）
3連単票数 計2167021 的中 ��� 5739（83番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．3―12．2―12．6―11．7―11．3―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．4―34．7―46．9―59．5―1：11．2―1：22．5―1：34．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンサンパ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード デビュー 2021．6．6 中京7着

2018．5．4生 牡4芦 母 ヤマニンパピオネ 母母 ヤマニンメルティ 9戦3勝 賞金 35，906，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔騎手変更〕 レザネフォール号の騎手松山弘平は，第9競走での落馬負傷のため石橋脩に変更。



04107 3月12日 晴 良 （4阪神1） 第9日 第11競走 ��
��1，400�ポラリスステークス

発走15時35分 （ダート・右）
4歳以上；負担重量は，日本馬：56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過
額1，200万円毎1�増，�：56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�
増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

816 バティスティーニ 牡9鹿 57 	島 克駿 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B500＋ 61：23．8 13．8�
23 フルデプスリーダー 牡5鹿 56 斎藤 新小田 吉男氏 斎藤 誠 新冠 村田牧場 490－10 〃 アタマ 7．1�
12 ロイヤルパールス 牡7鹿 57 池添 謙一ロイヤルパーク 池添 兼雄 日高 坂 牧場 534＋ 61：24．12 27．8�
47 タガノビューティー 牡5鹿 58 石橋 脩八木 良司氏 西園 正都 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 522＋ 41：24．2
 3．0�
59 レ デ ィ バ グ 牝4青鹿54 酒井 学 �ゴールドアップ・

カンパニー 北出 成人 新ひだか ゴールドアップカンパニー 450＋ 81：24．3クビ 7．2	
11 フィールドセンス 牡8鹿 56 川須 栄彦前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか 千代田牧場 562＋261：24．4
 244．3

36 メイショウテンスイ 牡5栗 57 秋山真一郎松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 太陽牧場 536＋16 〃 クビ 81．3�
815 デンコウリジエール 牡5鹿 57 松田 大作田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 472－ 21：24．5
 25．9�
714 デターミネーション 牡6鹿 56 藤井勘一郎 �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 480－ 81：24．6
 103．8
510 イ メ ル 牡6黒鹿56 和田 竜二 �吉澤ホールディングス 音無 秀孝 浦河 村下 清志 498－ 41：24．7� 35．9�
48 アヴァンティスト 牡6栗 56 浜中 俊 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 新ひだか 谷岡牧場 472－ 81：24．8アタマ 7．7�
24 � ニュートンテソーロ 牡5鹿 56 川田 将雅了德寺健二ホール

ディングス� 田中 博康 米 WinStar
Farm, LLC B506－ 41：24．9� 5．6�

611 メイショウオーパス 牡7黒鹿57 幸 英明松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 518－ 41：25．32
 95．8�
612 イッツクール 牡6栗 56 富田 暁久木田 隆氏 武 英智 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 B484± 01：25．51 105．7�
35 ウルトラマリン 牝5栗 55 福永 祐一 �吉澤ホールディングス 今野 貞一 新ひだか 田中 裕之 B486＋ 61：26．35 11．4�
713 ダノンチェイサー 牡6鹿 57 岩田 望来�ダノックス 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B482± 01：30．0大差 38．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 92，851，400円 複勝： 135，324，700円 枠連： 61，454，900円
馬連： 272，552，900円 馬単： 88，121，100円 ワイド： 199，588，000円
3連複： 460，305，400円 3連単： 465，900，700円 計： 1，776，099，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，380円 複 勝 � 360円 � 250円 � 720円 枠 連（2－8） 1，470円

馬 連 �� 4，550円 馬 単 �� 10，850円

ワ イ ド �� 1，410円 �� 4，890円 �� 2，430円

3 連 複 ��� 38，410円 3 連 単 ��� 276，180円

票 数

単勝票数 計 928514 的中 � 53751（7番人気）
複勝票数 計1353247 的中 � 99778（6番人気）� 156607（3番人気）� 43804（9番人気）
枠連票数 計 614549 的中 （2－8） 32256（6番人気）
馬連票数 計2725529 的中 �� 46401（18番人気）
馬単票数 計 881211 的中 �� 6087（41番人気）
ワイド票数 計1995880 的中 �� 37255（15番人気）�� 10328（46番人気）�� 21094（27番人気）
3連複票数 計4603054 的中 ��� 8987（108番人気）
3連単票数 計4659007 的中 ��� 1223（703番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．4―12．1―12．5―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．6―34．0―46．1―58．6―1：10．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バティスティーニ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．10．12 京都1着

2013．2．9生 牡9鹿 母 バプティスタ 母母 ビ ー バ ッ プ 33戦7勝 賞金 168，890，000円
〔制裁〕 ダノンチェイサー号の騎手岩田望来は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：12番・10番・

9番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダノンチェイサー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年4月12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20頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）20頭 アイアムハヤスギル号・アディラート号・ヴァニラアイス号・ウインカーネリアン号・エクスパートラン号・

ケイティクレバー号・コカボムクイーン号・サダムスキャット号・ショーム号・スナークスター号・
ドウドウキリシマ号・ニューモニュメント号・プレシャスブルー号・ホウショウナウ号・マリオマッハー号・
メイショウダジン号・メイショウミライ号・モズダッシュスター号・レッドヴェイロン号・ロジペルレスト号

04108 3月12日 晴 良 （4阪神1） 第9日 第12競走 ��
��2，000�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
2：01．0
2：01．0

不良
不良

812 カネコメノボル �5栗 57 森 裕太朗髙岡 義雄氏 中尾 秀正 新冠 アサヒ牧場 438－ 42：06．0 18．4�
710 シルバーエース 牡5芦 57 	島 克駿林 正道氏 橋口 慎介 日高 白井牧場 466－ 42：06．21
 55．3�
33 ローズボウル 牡4鹿 57 富田 暁 �グリーンファーム林 徹 千歳 社台ファーム 498－122：06．3
 5．5�
44 キングサーガ �5黒鹿57 福永 祐一 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 486＋122：06．62 3．3�
11 アジャストザルート 牡5鹿 57 川田 将雅 �社台レースホース池添 学 千歳 社台ファーム 500± 02：06．81� 2．4	
68 オ ー マ オ 牡6栗 57 斎藤 新吉田 照哉氏 村山 明 千歳 社台ファーム 460＋ 42：06．9
 62．1

57 ナムラゴロフキン 牡5鹿 57 幸 英明奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 浦河 王蔵牧場 512－ 42：07．11 21．3�
56 アドマイヤビーナス 牝6栗 55 和田 竜二近藤 旬子氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム B502± 02：07．2� 51．0�
711 シゲルヒカルダイヤ 牡6鹿 57 浜中 俊森中 蕃氏 橋田 満 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 532± 02：07．51� 55．5
45 モンサンイルベント 牡5鹿 57 坂井 瑠星山下 新一氏 飯田 祐史 新冠 川島牧場 502－ 82：08．13
 29．4�
813 ジュンキリタップ 牡4芦 57 岩田 望来河合 純二氏 高柳 瑞樹 平取 二風谷ファーム 510－ 62：08．31 15．3�
22 リノユニヴァース 牡4黒鹿57 岩田 康誠 �シルクレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 506－ 22：08．4
 13．4�
69 ハクアイウィンザー 牡5鹿 57 池添 謙一 �H.Iコーポレーション 松永 昌博 新冠 佐藤牧場 526＋ 22：09．35 162．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 65，426，100円 複勝： 82，878，300円 枠連： 26，521，700円
馬連： 119，984，100円 馬単： 51，722，800円 ワイド： 95，183，700円
3連複： 184，594，700円 3連単： 253，771，600円 計： 880，083，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，840円 複 勝 � 380円 � 1，150円 � 260円 枠 連（7－8） 4，620円

馬 連 �� 51，770円 馬 単 �� 119，360円

ワ イ ド �� 9，610円 �� 1，390円 �� 4，350円

3 連 複 ��� 81，200円 3 連 単 ��� 782，910円

票 数

単勝票数 計 654261 的中 � 28369（6番人気）
複勝票数 計 828783 的中 � 56876（5番人気）� 16323（12番人気）� 96849（3番人気）
枠連票数 計 265217 的中 （7－8） 4446（16番人気）
馬連票数 計1199841 的中 �� 1796（64番人気）
馬単票数 計 517228 的中 �� 325（126番人気）
ワイド票数 計 951837 的中 �� 2507（62番人気）�� 18127（13番人気）�� 5595（39番人気）
3連複票数 計1845947 的中 ��� 1705（141番人気）
3連単票数 計2537716 的中 ��� 235（993番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―11．5―13．5―13．1―13．1―13．0―12．8―12．5―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．6―35．1―48．6―1：01．7―1：14．8―1：27．8―1：40．6―1：53．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カネコメノボル �
�
父 ローズキングダム �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2019．11．3 京都12着

2017．4．22生 �5栗 母 クニコチャン 母母 ク バ タ ー 20戦3勝 賞金 45，770，000円
〔騎手変更〕 アドマイヤビーナス号の騎手松山弘平は，第9競走での落馬負傷のため和田竜二に変更。
〔発走状況〕 カネコメノボル号は，枠入り不良。
〔制裁〕 ローズボウル号の騎手富田暁は，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：6番）



（4阪神1）第9日 3月12日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 149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

273，200，000円
3，020，000円
27，210，000円
1，810，000円
36，230，000円
67，212，000円
5，076，500円
1，430，400円

勝馬投票券売得金
627，531，800円
1，068，026，700円
184，534，100円
1，028，423，500円
482，662，500円
867，112，400円
1，635，398，400円
2，371，914，400円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 8，265，603，800円

総入場人員 4，532名 （有料入場人員 4，392名）
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