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増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

09001 3月26日 小雨 良 （4阪神2） 第1日 第1競走 1，200�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
1：08．8
1：08．5

重
重

713 カルネアサーダ 牝3芦 54 �島 克駿吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム 458＋201：12．5 3．5�
714 テキサスフィズ 牝3鹿 54

51 ▲松本 大輝 �シルクレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 462－ 41：12．6� 9．5�
12 キ ッ シ ョ ウ 牝3鹿 54 藤岡 佑介 �ニッシンホール

ディングス 奥村 豊 新ひだか チャンピオンズファーム 420＋ 21：14．09 5．1�
611 タガノシリフケ 牝3青鹿 54

51 ▲大久保友雅八木 良司氏 斉藤 崇史 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 452－ 21：14．53 5．0�

48 タマモエストレジャ 牝3青鹿54 国分 恭介タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 480－ 61：14．71 91．2	
47 アイファームーラン 牝3黒鹿54 藤懸 貴志中島 稔氏 �島 一歩 日高 株式会社

アースファーム 438＋ 41：15．01� 135．9

35 メタルゴッド 牝3青 54

50 ★古川 奈穂田畑 勝彦氏 矢作 芳人 浦河 秋場牧場 444－ 41：15．1� 43．2�
510 デルマシルフ 牝3鹿 54 幸 英明浅沼 廣幸氏 畑端 省吾 日高 白井牧場 458± 01：15．2� 3．3�
24 グリーンエンジェル 牝3黒鹿54 �島 良太中村 忠彦氏 清水 久詞 新ひだか 山野牧場 492＋ 41：15．41� 130．5
816 メイショウアルル 牝3鹿 54 岩田 望来松本 好�氏 笹田 和秀 様似 中脇 一幸 410＋ 8 〃 アタマ 25．3�
11 サイドシュート 牝3黒鹿54 松若 風馬瀬野尾裕久氏 千田 輝彦 浦河 三好牧場 428－ 21：15．5� 134．2�
612 ダブルブレンド 牝3栗 54 小崎 綾也�酒井牧場 西村 真幸 浦河 酒井牧場 406－ 2 〃 クビ 17．9�
36 ドロップオブライト 牝3黒鹿 54

52 △小沢 大仁岡田 牧雄氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 454 ―1：15．92 85．8�
59 ポケットカラキュン 牝3黒鹿 54

51 ▲服部 寿希山下 良子氏 服部 利之 浦河 杵臼斉藤牧場 388－ 21：16．01 557．4�
23 ナエギジョー 牝3芦 54 田中 健丸山 輝城氏 木原 一良 登別 青藍牧場 432－101：16．21� 159．7�
815 ダイヤノカガヤキ 牝3芦 54 中井 裕二 �ダイヤモンドファーム 村山 明 浦河 ダイヤモンドファーム 392－ 81：16．51� 354．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，757，700円 複勝： 42，682，300円 枠連： 9，324，900円
馬連： 43，794，900円 馬単： 19，307，800円 ワイド： 45，125，800円
3連複： 73，082，200円 3連単： 74，998，000円 計： 335，073，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 170円 � 260円 � 160円 枠 連（7－7） 2，170円

馬 連 �� 1，930円 馬 単 �� 2，890円

ワ イ ド �� 860円 �� 560円 �� 860円

3 連 複 ��� 3，270円 3 連 単 ��� 15，120円

票 数

単勝票数 計 267577 的中 � 59982（2番人気）
複勝票数 計 426823 的中 � 69323（3番人気）� 35513（5番人気）� 77187（2番人気）
枠連票数 計 93249 的中 （7－7） 3330（7番人気）
馬連票数 計 437949 的中 �� 17530（8番人気）
馬単票数 計 193078 的中 �� 5002（13番人気）
ワイド票数 計 451258 的中 �� 13284（12番人気）�� 21225（7番人気）�� 13306（11番人気）
3連複票数 計 730822 的中 ��� 16729（11番人気）
3連単票数 計 749980 的中 ��� 3595（50番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―12．3―12．5―12．2―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．4―35．7―48．2―1：00．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．1―3F36．8
3 11，13（8，14）（2，10）（4，16）（3，12）（9，15）（1，5）6＝7 4 11（13，14）（8，10）2（16，12）4，15（3，5）9，1，6－7

勝馬の
紹 介

カルネアサーダ �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2021．6．26 札幌2着

2019．2．27生 牝3芦 母 ハラペーニョペパー 母母 レッドチリペッパー 5戦1勝 賞金 9，810，000円
〔発走状況〕 ダブルブレンド号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔調教再審査〕 ダブルブレンド号は，発走調教再審査。
※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 オマツサマ号・ジョーヌヴェール号

09002 3月26日 雨 良 （4阪神2） 第1日 第2競走 1，800�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
1：48．5
1：47．6

重
重

68 ソルトゴールド 牡3栗 56 幸 英明杉浦 敏夫氏 木原 一良 浦河 大北牧場 506± 01：55．2 4．3�
710 レッドデクスター 牡3青鹿56 �島 克駿 �東京ホースレーシング 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 476＋ 21：55．41� 27．7�
812 テーオーパルフェ 牡3栗 56 加藤 祥太小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 516＋ 41：56．25 6．8�
11 プリモスペランツァ 牡3栗 56 福永 祐一伊藤 篤氏 中竹 和也 新冠 オリエント牧場 484－ 21：56．3� 1．7�
56 ディーノエナジー 牡3鹿 56

53 ▲大久保友雅坂本 守孝氏 清水 久詞 浦河 丸村村下
ファーム 490－ 2 〃 クビ 42．7�

711 ウインアラジン 牡3栗 56 松若 風馬�ウイン 寺島 良 新ひだか 桜井牧場 504 ―1：57．36 14．9	
813 ブラックオパール 牝3黒鹿54 戸崎 圭太 �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 476－ 21：58．47 39．2

44 モズクルードラゴン 牡3栗 56 小崎 綾也 �キャピタル・システム 小崎 憲 浦河 高野牧場 488－ 61：58．82 266．1�
22 サヨノミニスター 牡3黒鹿 56

54 △小沢 大仁吉岡 泰治氏 長谷川浩大 新冠 ラツキー牧場 468± 01：58．9� 222．1�
57 フィオリーカズマ �3鹿 56 岩田 望来合同会社雅苑興業 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 476－ 41：59．11� 8．2
33 タイセイプライム 牡3黒鹿 56

52 ★古川 奈穂田中 成奉氏 田中 克典 新ひだか 千代田牧場 464－ 21：59．31� 373．3�
45 キーフィールド 牡3栗 56 藤岡 康太北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 中本牧場 500－101：59．83 620．4�
69 ショウナンパーシヴ 牝3芦 54 岩田 康誠国本 哲秀氏 茶木 太樹 新冠 武田牧場 508＋ 8 （競走中止） 134．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 33，271，500円 複勝： 66，768，200円 枠連： 10，001，000円
馬連： 41，528，500円 馬単： 26，514，200円 ワイド： 39，363，100円
3連複： 68，014，700円 3連単： 102，654，800円 計： 388，116，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 190円 � 890円 � 270円 枠 連（6－7） 2，370円

馬 連 �� 5，190円 馬 単 �� 9，530円

ワ イ ド �� 1，140円 �� 320円 �� 1，530円

3 連 複 ��� 6，580円 3 連 単 ��� 48，830円

票 数

単勝票数 計 332715 的中 � 60756（2番人気）
複勝票数 計 667682 的中 � 109076（2番人気）� 15566（7番人気）� 66077（3番人気）
枠連票数 計 100010 的中 （6－7） 3265（8番人気）
馬連票数 計 415285 的中 �� 6190（15番人気）
馬単票数 計 265142 的中 �� 2086（24番人気）
ワイド票数 計 393631 的中 �� 8316（15番人気）�� 36367（3番人気）�� 6095（17番人気）
3連複票数 計 680147 的中 ��� 7743（20番人気）
3連単票数 計1026548 的中 ��� 1524（118番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．5―38．0―50．7―1：03．5―1：16．4―1：29．5―1：42．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ソルトゴールド �
�
父 ダ ン カ ー ク �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2021．11．13 阪神3着

2019．5．3生 牡3栗 母 ダイワバーガンディ 母母 ダイワルージュ 4戦1勝 賞金 9，600，000円
〔競走中止〕 ショウナンパーシヴ号は，競走中に疾病〔右後肢跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔制裁〕 レッドデクスター号の騎手�島克駿は，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：11番・5番）

第２回 阪神競馬 第１日



09003 3月26日 雨 良 （4阪神2） 第1日 第3競走 1，400�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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

510 モズリッキー 牡3鹿 56 福永 祐一 �キャピタル・システム 上村 洋行 新ひだか 増本牧場 464－ 21：26．0 1．1�
713 ココシルフィード 牝3栗 54

51 ▲松本 大輝 �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 458＋ 21：27．38 34．0�

612 ジョーフェイス 牡3青鹿56 藤懸 貴志 STレーシング 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 506＋ 61：27．51� 265．0�
48 ベルアクトリス 牝3鹿 54 松若 風馬福盛 訓之氏 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 454＋ 2 〃 クビ 55．4�
815 ゲオルギウス 牡3鹿 56

52 ★古川 奈穂康本 利幸氏 羽月 友彦 浦河 �川フアーム 460－ 61：27．6クビ 11．3�
35 オ グ ロ 牡3栗 56

52 ★今村 聖奈幅田 昌伸氏 加用 正 浦河 高昭牧場 466± 01：27．92 219．0	
611 アスカノツバサ 牡3鹿 56

53 ▲服部 寿希豊田 智郎氏 川村 禎彦 むかわ 上水牧場 B482＋ 21：28．0アタマ 122．5

816 ジュエリークラフト 牡3鹿 56

54 △小沢 大仁大田 恭充氏 牧田 和弥 新冠 中山 高鹿康 474± 0 〃 クビ 89．8�
36 セ ル ゼ 牡3黒鹿56 横山 典弘 �愛馬レーシングクラブ 四位 洋文 浦河 高昭牧場 508－ 2 〃 ハナ 99．5�
47 ノアラヴィータ 牡3栗 56 国分 恭介佐山 公男氏 牧浦 充徳 浦河 中神牧場 520 ―1：28．1� 200．8
11 オースピシャス 牝3鹿 54 小崎 綾也 �京都ホースレーシング 小崎 憲 新冠 イワミ牧場 450－ 41：28．41� 330．1�
12 ウイングブラボー 牡3鹿 56 小牧 太池田 實氏 服部 利之 日高 沖田牧場 436－ 81：28．71� 146．2�
59 アローゴールド 牡3栗 56 幸 英明佐々木孝之氏 高橋 康之 新冠 柏木 一則 440＋131：28．8クビ 198．4�
24 グローレジェンド 牡3鹿 56 戸崎 圭太�リーヴァ 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 540 ― 〃 アタマ 35．4�
23 リ ヴ ァ ン プ 牡3黒鹿56 岩田 望来水上 行雄氏 杉山 晴紀 浦河 笠松牧場 B498＋141：29．22 11．8�
714 アンナアラジン 牝3黒鹿54 �島 良太橋本 浩氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム 410－ 81：31．4大差 245．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 54，801，700円 複勝： 143，493，900円 枠連： 12，568，900円
馬連： 47，190，900円 馬単： 37，331，100円 ワイド： 50，507，600円
3連複： 75，983，100円 3連単： 142，745，600円 計： 564，622，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 110円 複 勝 � 110円 � 270円 � 1，620円 枠 連（5－7） 600円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 710円

ワ イ ド �� 390円 �� 2，350円 �� 16，200円

3 連 複 ��� 23，590円 3 連 単 ��� 39，850円

票 数

単勝票数 計 548017 的中 � 412374（1番人気）
複勝票数 計1434939 的中 � 1166184（1番人気）� 31604（4番人気）� 4017（14番人気）
枠連票数 計 125689 的中 （5－7） 16164（3番人気）
馬連票数 計 471909 的中 �� 57309（3番人気）
馬単票数 計 373311 的中 �� 39203（3番人気）
ワイド票数 計 505076 的中 �� 37241（3番人気）�� 5230（21番人気）�� 740（66番人気）
3連複票数 計 759831 的中 ��� 2415（52番人気）
3連単票数 計1427456 的中 ��� 2597（103番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．4―35．5―48．2―1：00．8―1：13．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モズリッキー �
�
父 トランセンド �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2022．2．20 阪神2着

2019．3．27生 牡3鹿 母 テアトロレアル 母母 ナイトアットオペラ 3戦1勝 賞金 9，700，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アンナアラジン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年4月26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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 タツフェーヴル号・ダンスデミルリトン号・ハデスブレイン号・ホーリーサンライズ号・マーゴットワーズ号

09004 3月26日 雨 良 （4阪神2） 第1日 第4競走 2，000�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
2：01．0
2：01．0

不良
不良

44 ジューンアマデウス 牡3鹿 56
52 ★今村 聖奈吉川 潤氏 今野 貞一 浦河 ヒダカフアーム 470± 02：08．5 6．8�

56 ダンツエスプリ 牡3栗 56 藤懸 貴志山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 千代田牧場 468－ 2 〃 ハナ 18．0�
79 ヒラボクロマネ 牡3鹿 56 岩田 康誠�平田牧場 寺島 良 浦河 辻 牧場 494－ 22：08．92� 1．6�
55 ロックバウンド 牡3鹿 56 福永 祐一 �サンデーレーシング 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 476＋ 4 〃 ハナ 3．5�
33 サンウエストウッド 牡3鹿 56 幸 英明加藤 信之氏 谷 潔 新ひだか ウエスタンファーム 492± 02：09．43 40．4	
812 エリックバローズ 牡3鹿 56 �島 克駿猪熊 広次氏 石坂 公一 浦河 桑田牧場 B456－ 62：11．3大差 157．8

67 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 446－ 22：11．4� 54．7�
811 エ レ ダ ー ル 牡3黒鹿56 岩田 望来 �グリーンファーム杉山 晴紀 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 472＋ 62：11．61 19．3�
68 スプレンダーシチー �3栗 56

53 ▲松本 大輝 �友駿ホースクラブ 高橋 義忠 新ひだか 千代田牧場 454－ 4 〃 クビ 276．5
710 ワイズマンコート 牡3鹿 56

54 △小沢 大仁吉岡 泰治氏 松永 昌博 浦河 オカモトファーム 442＋ 22：11．7クビ 25．6�
11 ブルーバレル 牡3黒鹿56 長岡 禎仁岡田甲子男氏 清水 久詞 浦河 富菜牧場 538－ 42：11．91� 211．4�
22 チ ャ キ �3鹿 56 松若 風馬中村 祐子氏 茶木 太樹 新冠 武田牧場 436－ 62：13．8大差 247．8�
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売 得 金
単勝： 34，115，800円 複勝： 88，734，100円 枠連： 8，155，000円
馬連： 39，076，100円 馬単： 26，444，300円 ワイド： 41，834，400円
3連複： 70，323，500円 3連単： 115，594，200円 計： 424，277，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 150円 � 210円 � 110円 枠 連（4－5） 1，030円

馬 連 �� 3，650円 馬 単 �� 6，730円

ワ イ ド �� 810円 �� 220円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，050円 3 連 単 ��� 12，990円

票 数

単勝票数 計 341158 的中 � 39827（3番人気）
複勝票数 計 887341 的中 � 51911（3番人気）� 31510（4番人気）� 648837（1番人気）
枠連票数 計 81550 的中 （4－5） 6108（4番人気）
馬連票数 計 390761 的中 �� 8281（11番人気）
馬単票数 計 264443 的中 �� 2946（18番人気）
ワイド票数 計 418344 的中 �� 11397（10番人気）�� 55572（2番人気）�� 25422（4番人気）
3連複票数 計 703235 的中 ��� 49922（2番人気）
3連単票数 計1155942 的中 ��� 6450（44番人気）

ハロンタイム 13．2―11．2―11．8―14．2―13．4―12．7―12．9―13．0―13．0―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―24．4―36．2―50．4―1：03．8―1：16．5―1：29．4―1：42．4―1：55．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F39．1
1
3
12－11，5，8，9（2，10）－4－（3，6）（1，7）・（5，9）12，10，11，4（8，2）－（3，6）－（1，7）

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

勝馬の
紹 介

ジューンアマデウス �
�
父 ホッコータルマエ �

�
母父 カ ン パ ニ ー デビュー 2021．11．6 阪神5着

2019．3．15生 牡3鹿 母 ジューンヴィエナ 母母 ゴルトクローネ 3戦1勝 賞金 5，900，000円
〔発走状況〕 ワールドパレス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※ダンツエスプリ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



09005 3月26日 雨 稍重 （4阪神2） 第1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

23 ブラックシールド 牡3鹿 56 戸崎 圭太吉田 勝己氏 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 448－ 42：02．7 3．2�
59 モンサンプリーモ 牝3青 54 松若 風馬山下 新一氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 484－ 22：02．91� 24．5�
815 スマートウェリナ 牡3芦 56 岩田 康誠大川 徹氏 笹田 和秀 日高 株式会社ス

マート 502－ 8 〃 � 50．5�
22 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 466－ 62：03．11 2．8�
713 ケイアイセナ 牡3鹿 56 藤岡 康太亀田 和弘氏 平田 修 新冠 隆栄牧場 478± 02：03．31� 5．4�
610 マイネルユヌスール 牡3青鹿 56

53 ▲松本 大輝 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 五十嵐忠男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480－ 42：03．83� 21．3	
814 クリノインパクト 牡3青鹿56 岩田 望来栗本 博晴氏 南井 克巳 様似 様似渡辺牧場 460－ 42：04．11� 11．3

47 ニシオルッカ 牝3鹿 54

50 ★今村 聖奈三宅 勝俊氏 高橋 亮 新ひだか 武 牧場 442± 0 〃 ハナ 129．9�
35 サトノソラーレ 牡3鹿 56 藤岡 佑介 �サトミホースカンパニー 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 454 ―2：04．41� 21．8�
46 ミエノアラジン 牡3鹿 56 長岡 禎仁里見美惠子氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 440＋ 22：04．61� 500．0
11 ラガーフッカー 牝3栗 54

51 ▲大久保友雅奥村 啓二氏 池添 兼雄 新ひだか 前川 勝春 390－102：04．7クビ 357．1�
712 レディコートアスク 牝3黒鹿 54

50 ★古川 奈穂廣崎利洋HD� 梅田 智之 千歳 社台ファーム 420－ 4 〃 アタマ 7．8�
34 アイファーラニオー 牡3栗 56 �島 克駿中島 稔氏 �島 一歩 日高 Wing Farm B482± 02：05．01� 351．6�
611 ヨシノエトワール 牝3黒鹿 54

52 △小沢 大仁清水 義德氏 吉田 直弘 新冠 村上 欽哉 466－ 62：06．9大差 394．4�
58 パーラーギター 牝3青鹿54 福永 祐一吉田 和美氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 434± 02：07．75 51．6�
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売 得 金
単勝： 36，878，600円 複勝： 53，286，600円 枠連： 15，482，200円
馬連： 55，809，300円 馬単： 24，637，100円 ワイド： 54，953，000円
3連複： 93，220，600円 3連単： 99，090，400円 計： 433，357，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 180円 � 600円 � 860円 枠 連（2－5） 1，320円

馬 連 �� 3，700円 馬 単 �� 6，140円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 2，570円 �� 10，380円

3 連 複 ��� 40，670円 3 連 単 ��� 161，800円

票 数

単勝票数 計 368786 的中 � 90517（2番人気）
複勝票数 計 532866 的中 � 103967（2番人気）� 20032（8番人気）� 13355（9番人気）
枠連票数 計 154822 的中 （2－5） 9044（5番人気）
馬連票数 計 558093 的中 �� 11688（14番人気）
馬単票数 計 246371 的中 �� 3008（24番人気）
ワイド票数 計 549530 的中 �� 14392（12番人気）�� 5465（26番人気）�� 1324（51番人気）
3連複票数 計 932206 的中 ��� 1719（87番人気）
3連単票数 計 990904 的中 ��� 444（394番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．9―36．9―50．0―1：03．1―1：15．7―1：27．7―1：39．4―1：50．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F35．0
1
3
9，15，13，14（3，8）11（2，6，12）（1，4）（7，5）10・（9，13）14（15，8，7）（3，2）5（1，4，6，12）（10，11）

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

勝馬の
紹 介

ブラックシールド �
�
父 キタサンブラック �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2021．10．10 阪神3着

2019．2．23生 牡3鹿 母 ゴールドエッセンス 母母 ドバイマジェスティ 4戦1勝 賞金 9，100，000円
〔3走成績による出走制限〕 ヨシノエトワール号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年5月26日まで平地競走に出走でき

ない。

09006 3月26日 小雨 稍重 （4阪神2） 第1日 第6競走 ��
��1，400�3歳1勝クラス

発走12時45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
1：19．2
1：19．0

良
良

77 ケイアイオメガ 牡3鹿 56 藤懸 貴志 �ケイアイスタリオン 梅田 智之 新ひだか 佐竹 学 460－101：22．4 8．4�
89 ド グ マ 牡3鹿 56 戸崎 圭太広尾レース� 武 幸四郎 浦河 桑田牧場 480－ 61：22．61� 4．8�
44 ブレスレスリー 牝3芦 54 藤岡 康太ゴドルフィン 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 454＋ 2 〃 � 5．0�
88 モ ウ シ ョ ウ 牡3黒鹿56 幸 英明岡 浩二氏 鈴木 孝志 新ひだか 株式会社 サ

ンデーヒルズ 482± 01：22．91� 84．6�
11 メイケイバートン 牡3黒鹿56 福永 祐一名古屋競馬� 中竹 和也 千歳 社台ファーム 470－ 41：23．0	 2．9�
55 スカイトレイル 牝3鹿 54 
島 克駿小島 俊治氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 436＋ 4 〃 クビ 41．1	
66 オラヴェリタス 牡3黒鹿 56

52 ★今村 聖奈杉山 忠国氏 寺島 良 浦河 杵臼牧場 B500± 01：23．1クビ 132．2

33 � モンゴリアンキング 牡3鹿 56 横山 典弘吉田 千津氏 安田 隆行 英 Shadai Farm 476－ 4 〃 � 2．9�
22 ストームゾーン 牡3鹿 56 松若 風馬�G1レーシング 杉山 晴紀 安平 追分ファーム B512＋ 41：25．2大差 113．3�
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売 得 金
単勝： 45，675，400円 複勝： 47，697，800円 枠連： 8，303，900円
馬連： 53，456，300円 馬単： 27，797，400円 ワイド： 42，222，900円
3連複： 71，311，200円 3連単： 128，620，300円 計： 425，085，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 210円 � 160円 � 170円 枠 連（7－8） 2，380円

馬 連 �� 2，080円 馬 単 �� 4，100円

ワ イ ド �� 650円 �� 600円 �� 460円

3 連 複 ��� 3，480円 3 連 単 ��� 21，600円

票 数

単勝票数 計 456754 的中 � 43336（5番人気）
複勝票数 計 476978 的中 � 51519（5番人気）� 86860（3番人気）� 75874（4番人気）
枠連票数 計 83039 的中 （7－8） 2694（9番人気）
馬連票数 計 534563 的中 �� 19869（10番人気）
馬単票数 計 277974 的中 �� 5078（19番人気）
ワイド票数 計 422229 的中 �� 16252（10番人気）�� 17702（9番人気）�� 24426（7番人気）
3連複票数 計 713112 的中 ��� 15332（12番人気）
3連単票数 計1286203 的中 ��� 4316（73番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―11．9―12．0―11．8―11．3―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．0―35．9―47．9―59．7―1：11．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケイアイオメガ 
�
父 ビッグアーサー 

�
母父 トワイニング デビュー 2022．3．5 阪神1着

2019．3．2生 牡3鹿 母 ケイアイエーデル 母母 ケイアイワールド 2戦2勝 賞金 12，700，000円

追 加 記 事（第 1回阪神競馬第 11 日第 2競走）
〔その他〕　　メイショウヤソハチ号は，競走中に疾病〔右橈骨遠位端骨折〕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。



09007 3月26日 小雨 稍重 （4阪神2） 第1日 第7競走 1，800�4歳以上1勝クラス
発走13時15分 （ダート・右）

牝；負担重量は，55�
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

22 メガキャット 牝4栗 55 岩田 望来中村 智幸氏 吉岡 辰弥 新ひだか ケイアイファーム 536± 01：54．0 5．0�
44 ハーツラプソディ 牝4栗 55 藤岡 康太下河辺隆行氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 500± 01：54．1� 1．8�
55 アイスヴィスタ 牝5芦 55 �島 良太村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 476－ 21：54．52 4．2�
77 リーベサンライズ 牝4黒鹿55 �島 克駿松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 442－ 61：54．6� 5．9�
88 スマイルガール 牝5鹿 55 藤岡 佑介首藤 徳氏 宮 徹 新冠 シンユウフアーム 438± 01：54．7クビ 21．7�
66 ワイドアウェイク 牝4栗 55 幸 英明 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 496± 01：55．12� 35．9	
11 パレドジュスティス 牝4芦 55 小崎 綾也 
社台レースホース西村 真幸 千歳 社台ファーム 468－ 21：55．31� 29．4�
33 � クリノサンシャイン 牝5鹿 55 長岡 禎仁栗本 博晴氏 石毛 善彦 新冠 上井農場 426－ 41：59．5大差 208．0�
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売 得 金
単勝： 36，407，900円 複勝： 41，731，800円 枠連： 発売なし
馬連： 45，640，500円 馬単： 25，847，600円 ワイド： 38，740，200円
3連複： 66，046，500円 3連単： 132，434，100円 計： 386，848，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 110円 � 110円 � 120円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 1，280円

ワ イ ド �� 190円 �� 260円 �� 170円

3 連 複 ��� 400円 3 連 単 ��� 3，530円

票 数

単勝票数 計 364079 的中 � 57696（3番人気）
複勝票数 計 417318 的中 � 92758（2番人気）� 123750（1番人気）� 75842（3番人気）
馬連票数 計 456405 的中 �� 76449（2番人気）
馬単票数 計 258476 的中 �� 15131（5番人気）
ワイド票数 計 387402 的中 �� 50907（2番人気）�� 33886（4番人気）�� 61321（1番人気）
3連複票数 計 660465 的中 ��� 123607（1番人気）
3連単票数 計1324341 的中 ��� 27137（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．3―38．2―50．9―1：03．5―1：16．0―1：28．2―1：40．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F38．0
1
3
1，2，5（4，7）3，6－8
1，2，5（4，7）6，3－8

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

勝馬の
紹 介

メガキャット 
�
父 ダイワメジャー 

�
母父 Storm Cat デビュー 2020．10．25 京都14着

2018．3．4生 牝4栗 母 ジャズキャット 母母 Barbicue Sauce 9戦2勝 賞金 21，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリノサンシャイン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年4月26日まで平地競

走に出走できない。

09008 3月26日 小雨 稍重 （4阪神2） 第1日 第8競走 ��1，400�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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

68 ウインアキレウス 牡4鹿 57 松若 風馬�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 496＋ 41：24．6 3．3�
711� プライムライン 牡5鹿 57

53 ★古川 奈穂広尾レース� 田中 克典 日高 下河辺牧場 468＋ 3 〃 クビ 12．4�
56 ビオグラフィア 牡4鹿 57 �島 克駿 �キャロットファーム 松下 武士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480－ 41：25．23� 9．7�
45 � ピエトラサンタ 牡4鹿 57 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 522－ 61：25．3クビ 5．8�
22 バーニングソウル 牝5芦 55

52 ▲松本 大輝服部 新平氏 谷 潔 浦河 �川フアーム 420± 01：25．72� 74．2	
44 マイネルグスタフ 牡4栗 57 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 504＋181：25．91	 22．3

812 ジューンロールオン 牡4芦 57 横山 典弘吉川 潤氏 武 英智 千歳 社台ファーム B468－ 2 〃 ハナ 12．2�
813 スリーヘリオス 
7黒鹿57 藤岡 康太永井商事� 村山 明 浦河 辻 牧場 B474－ 61：26．0� 51．5�
69 トーホウラデン 牡5黒鹿57 岩田 望来東豊物産� 高橋 亮 日高 竹島 幸治 512＋ 6 〃 ハナ 4．3
11 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 488＋ 21：26．2� 6．3�
57 � エクストラノート 牡5栗 57

55 △小沢 大仁 �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 470± 01：26．41� 266．7�

710 タイセイアーメット 牡4栗 57 藤岡 佑介田中 成奉氏 浜田多実雄 日高 門別山際牧場 472－ 81：27．14 46．7�
33 ショウナンアイビー 牡4鹿 57 藤懸 貴志国本 哲秀氏 清水 久詞 新ひだか 秋田育成牧場 B506－ 41：28．27 43．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 48，241，000円 複勝： 62，420，300円 枠連： 14，997，300円
馬連： 76，293，900円 馬単： 29，305，600円 ワイド： 69，131，400円
3連複： 118，287，700円 3連単： 126，322，200円 計： 544，999，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 170円 � 490円 � 270円 枠 連（6－7） 1，420円

馬 連 �� 3，470円 馬 単 �� 5，440円

ワ イ ド �� 1，470円 �� 790円 �� 2，860円

3 連 複 ��� 10，610円 3 連 単 ��� 41，120円

票 数

単勝票数 計 482410 的中 � 116438（1番人気）
複勝票数 計 624203 的中 � 117680（1番人気）� 27194（8番人気）� 57638（5番人気）
枠連票数 計 149973 的中 （6－7） 8159（7番人気）
馬連票数 計 762939 的中 �� 17003（16番人気）
馬単票数 計 293056 的中 �� 4036（23番人気）
ワイド票数 計 691314 的中 �� 12056（19番人気）�� 23262（7番人気）�� 6014（37番人気）
3連複票数 計1182877 的中 ��� 8359（37番人気）
3連単票数 計1263222 的中 ��� 2227（139番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．6―12．0―12．4―12．7―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―34．9―46．9―59．3―1：12．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウインアキレウス �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 コンデュイット デビュー 2020．12．19 阪神2着

2018．3．14生 牡4鹿 母 ウインアキレア 母母 コスモヴァレンチ 13戦2勝 賞金 26，730，000円
〔発走状況〕 ジューンロールオン号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。
〔調教再審査〕 ジューンロールオン号は，発走調教再審査。

追 加 記 事（第 1回阪神競馬第 12 日第 2競走）
〔その他〕　　モンサンバリエンテ号は，競走中に疾病〔両橈骨遠位端骨折〕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。



09009 3月26日 小雨 稍重 （4阪神2） 第1日 第9競走 ��1，800�
く ん し ら ん

君 子 蘭 賞
発走14時25分 （芝・右・外）

牝，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 168，000円 48，000円 24，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．8

良
良

77 ヴァンルーラー 牝3鹿 54 藤岡 佑介サイプレスホール
ディングス合同会社 吉岡 辰弥 安平 ノーザンファーム 444－ 41：49．7 14．0�

44 シンシアウィッシュ 牝3青鹿54 �島 克駿前田 幸大氏 吉村 圭司 新冠 株式会社
ノースヒルズ 432－ 41：49．81 4．8�

66 サトノリーベ 牝3鹿 54 福永 祐一 �サトミホースカンパニー 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 422± 01：50．0� 8．9�
22 インザオベーション 牝3黒鹿54 藤岡 康太フィールドレーシング 武 幸四郎 洞�湖 レイクヴィラファーム 446－ 6 〃 アタマ 3．0�
11 ユキノプリンセス 牝3青鹿54 幸 英明井上 基之氏 南井 克巳 新ひだか 服部 牧場 466＋ 21：50．21� 43．0�
33 ゴールドエクリプス 牝3栗 54 松本 大輝居城 寿与氏 大久保龍志 新冠 北勝ファーム 486± 0 〃 アタマ 2．3	
55 ツッチーフェイス 牝3黒鹿54 小沢 大仁 STレーシング 今野 貞一 新冠 佐藤牧場 462± 01：50．3� 10．4
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売 得 金
単勝： 43，492，400円 複勝： 29，064，200円 枠連： 発売なし
馬連： 58，059，700円 馬単： 36，770，200円 ワイド： 40，347，500円
3連複： 77，060，500円 3連単： 182，328，100円 計： 467，122，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，400円 複 勝 � 550円 � 220円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 2，870円 馬 単 �� 6，740円

ワ イ ド �� 700円 �� 1，310円 �� 630円

3 連 複 ��� 6，020円 3 連 単 ��� 54，620円

票 数

単勝票数 計 434924 的中 � 24697（6番人気）
複勝票数 計 290642 的中 � 17791（6番人気）� 59427（3番人気）
馬連票数 計 580597 的中 �� 15632（12番人気）
馬単票数 計 367702 的中 �� 4087（24番人気）
ワイド票数 計 403475 的中 �� 14920（12番人気）�� 7604（16番人気）�� 16965（10番人気）
3連複票数 計 770605 的中 ��� 9591（21番人気）
3連単票数 計1823281 的中 ��� 2420（140番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―25．1―37．5―50．3―1：02．9―1：15．1―1：26．6―1：37．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴァンルーラー �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 Forest Camp デビュー 2021．8．8 新潟3着

2019．3．29生 牝3鹿 母 カロンセギュール 母母 Yesterdays Gone 6戦2勝 賞金 17，368，000円

09010 3月26日 小雨 稍重 （4阪神2） 第1日 第10競走 ��1，600�
て ん じ ん ば し

天 神 橋 特 別
発走15時00分 （芝・右・外）
4歳以上，2勝クラス，3．3．27以降4．3．21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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．1
1：30．3

良
良

66 メモリーエフェクト 牡4鹿 56 福永 祐一�シンザンクラブ 大久保龍志 日高 下河辺牧場 474＋ 41：35．7 2．7�
78 エーティーソブリン 牡4鹿 55 横山 典弘荒木 徹氏 武 英智 平取 稲原牧場 B478－ 21：35．81 4．6�
33 ジ ュ ノ ー 牡4芦 55 松若 風馬金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 532＋ 61：36．01 2．6�
11 ベストクィーン 牝6栗 51 藤懸 貴志田畑 富子氏 茶木 太樹 新冠 ハクツ牧場 436－ 21：36．31� 58．6�
55 シューラヴァラ 牡4黒鹿55 �島 克駿高原 将浩氏 川村 禎彦 新ひだか 千代田牧場 448－ 4 〃 クビ 14．3�
77 メイショウカミシマ 牡8黒鹿53 幸 英明松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 岡田牧場 478＋ 4 〃 アタマ 91．9	
89 ダノンターキッシュ 牡4鹿 54 藤岡 康太�ダノックス 寺島 良 日高 下河辺牧場 452＋ 41：36．4クビ 13．2

22 シティレインボー 牡4栗 56 国分 恭介深見 富朗氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 492＋ 6 〃 アタマ 9．9�
810 カ ケ ル 牡5鹿 53 小沢 大仁中西 宏彰氏 大根田裕之 浦河 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 504± 01：37．14 71．0�
44 � オレオレサララ 牝5鹿 50 松本 大輝トニー倶楽部 森 秀行 浦河 ミルファーム 518± 01：37．63 175．7
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売 得 金
単勝： 50，617，900円 複勝： 57，245，800円 枠連： 13，458，700円
馬連： 92，150，300円 馬単： 43，780，100円 ワイド： 66，545，800円
3連複： 128，006，700円 3連単： 200，503，700円 計： 652，309，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 110円 � 130円 � 110円 枠 連（6－7） 590円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 1，090円

ワ イ ド �� 220円 �� 180円 �� 240円

3 連 複 ��� 420円 3 連 単 ��� 2，440円

票 数

単勝票数 計 506179 的中 � 147996（2番人気）
複勝票数 計 572458 的中 � 136457（2番人気）� 95463（3番人気）� 150190（1番人気）
枠連票数 計 134587 的中 （6－7） 17418（2番人気）
馬連票数 計 921503 的中 �� 109986（2番人気）
馬単票数 計 437801 的中 �� 29898（4番人気）
ワイド票数 計 665458 的中 �� 73628（2番人気）�� 104072（1番人気）�� 66639（3番人気）
3連複票数 計1280067 的中 ��� 225428（1番人気）
3連単票数 計2005037 的中 ��� 59527（3番人気）

ハロンタイム 12．6―12．0―12．6―12．5―12．2―11．3―11．0―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．6―37．2―49．7―1：01．9―1：13．2―1：24．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F33．8
3 1，6，7（4，3，5）（8，9，10）－2 4 1，6，7（3，2）5（4，8，9，10）

勝馬の
紹 介

メモリーエフェクト �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 ノボジャック デビュー 2021．2．7 中京1着

2018．2．17生 牡4鹿 母 メモリーパフィア 母母 メモリーラマン 12戦3勝 賞金 52，357，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



09011 3月26日 小雨 稍重 （4阪神2） 第1日 第11競走 ��
��1，800�第69回毎 日 杯（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・右・外）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金1，800万
円以上の馬1�増，�：馬齢重量，重賞競走1着馬1�増

毎日新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 40，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，000，000円 4，000，000円
付 加 賞 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．8

良
良

44 ピースオブエイト 牡3黒鹿56 藤岡 佑介 �シルクレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 466－ 21：47．5 6．5�
77 ベ ジ ャ ー ル 牡3黒鹿56 藤岡 康太�シンシアリー 田中 博康 浦河 辻 牧場 564＋ 41：47．6	 107．4�
11 ドゥラドーレス 牡3鹿 56 戸崎 圭太吉田 勝己氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 492± 01：47．7
 2．1�
33 セイウンハーデス 牡3黒鹿56 幸 英明西山 茂行氏 橋口 慎介 浦河 �川 啓一 476＋ 41：47．91� 37．1�
66 リ ア ド 牡3鹿 56 福永 祐一大塚 亮一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 470－ 21：48．0クビ 5．6	
55 ホウオウプレミア 牡3芦 56 岩田 康誠小笹 芳央氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 482－ 81：48．32 11．3

78 テ ン ダ ン ス 牡3鹿 56 �島 克駿前田 葉子氏 中竹 和也 新ひだか グランド牧場 494－ 41：48．72
 5．6�
22 コマンドライン 牡3青鹿57 岩田 望来 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 524－ 61：48．91 8．3�
89 スーサンアッシャー 牡3鹿 56 横山 典弘林 千枝子氏 鈴木 孝志 浦河 富田牧場 452－ 6 〃 クビ 53．0
810 ディープレイヤー 牡3黒鹿56 松若 風馬嶋田 一成氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 468－ 41：49．21	 161．2�

（10頭）

売 得 金
単勝： 223，841，000円 複勝： 207，186，800円 枠連： 40，460，300円
馬連： 396，464，600円 馬単： 172，175，500円 ワイド： 320，909，500円
3連複： 601，750，900円 3連単： 1，002，397，500円 計： 2，965，186，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 190円 � 1，230円 � 130円 枠 連（4－7） 1，550円

馬 連 �� 25，370円 馬 単 �� 36，430円

ワ イ ド �� 5，610円 �� 310円 �� 3，130円

3 連 複 ��� 12，930円 3 連 単 ��� 128，170円

票 数

単勝票数 計2238410 的中 � 271504（4番人気）
複勝票数 計2071868 的中 � 275383（4番人気）� 27181（9番人気）� 593665（1番人気）
枠連票数 計 404603 的中 （4－7） 20119（5番人気）
馬連票数 計3964646 的中 �� 12108（33番人気）
馬単票数 計1721755 的中 �� 3544（56番人気）
ワイド票数 計3209095 的中 �� 14214（32番人気）�� 328212（2番人気）�� 25692（26番人気）
3連複票数 計6017509 的中 ��� 34881（38番人気）
3連単票数 計10023975 的中 ��� 5670（265番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．3―35．9―47．6―59．6―1：11．9―1：23．9―1：35．0

コーナー
通過順位

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

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 3戦3勝 賞金 57，839，000円

09012 3月26日 小雨 稍重 （4阪神2） 第1日 第12競走 1，200�4歳以上1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 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

57 ヒ ヤ 牡4鹿 57 藤岡 康太山口 正行氏 �島 一歩 日高 若林 順一 452± 01：12．0 3．9�
812 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 B448－ 21：12．1� 5．9�
56 ルシャリーブル 牝4栗 55

53 △小沢 大仁�日進牧場 鈴木 孝志 浦河 日進牧場 436－ 21：12．31� 16．9�
45 � メイショウオウギ 牝6芦 55

51 ★今村 聖奈松本 好雄氏 石橋 守 浦河 日の出牧場 446± 0 〃 クビ 7．8�
69 � スナークレジスト 牡5鹿 57 �島 克駿杉本 豊氏 川村 禎彦 浦河 高昭牧場 502± 01：12．51� 10．3�
813� シンゼングレート 牡4青鹿 57

54 ▲大久保友雅原 司郎氏 荒川 義之 日高 ヴェルサイユ
ファーム株式会社 468－ 21：12．92 66．5	

11 スターオブスパーダ 牡4芦 57 田中 健光安 了氏 荒川 義之 浦河 小林 仁 430± 0 〃 ハナ 47．9

710 ワルツフォーデビー 牡5栗 57

54 ▲松本 大輝風早 信昭氏 森 秀行 日高 坪田 信作 454－ 2 〃 クビ 8．2�
44 ヨドノゴールド 牡4鹿 57 幸 英明海原 聖一氏 西園 正都 浦河 林農場 468＋ 81：13．11� 3．6�
22 � エコロキング 牡4青鹿57 国分 恭介原村 正紀氏 牧浦 充徳 新ひだか 前田ファーム 450＋ 61：13．42 35．1
711� スエヒロヴァン 牝4鹿 55 加藤 祥太�みどり住宅 藤沢 則雄 新冠 小泉牧場 458＋ 41：13．6� 192．6�
33 メイショウゼッケイ 牝6栗 55 岩田 康誠松本 好雄氏 梅田 智之 浦河 岡部牧場 428＋ 61：14．13 32．5�
68 ソ ツ ナ サ 牡5鹿 57 松若 風馬佐久間拓士氏 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 458－ 21：14．2� 21．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 55，000，200円 複勝： 61，847，900円 枠連： 23，558，300円
馬連： 117，118，800円 馬単： 43，578，800円 ワイド： 89，210，400円
3連複： 177，153，100円 3連単： 204，196，300円 計： 771，663，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 170円 � 210円 � 380円 枠 連（5－8） 1，130円

馬 連 �� 1，560円 馬 単 �� 2，870円

ワ イ ド �� 670円 �� 1，210円 �� 1，910円

3 連 複 ��� 6，900円 3 連 単 ��� 31，430円

票 数

単勝票数 計 550002 的中 � 111496（2番人気）
複勝票数 計 618479 的中 � 113441（1番人気）� 79812（3番人気）� 34665（7番人気）
枠連票数 計 235583 的中 （5－8） 16062（4番人気）
馬連票数 計1171188 的中 �� 58070（6番人気）
馬単票数 計 435788 的中 �� 11373（8番人気）
ワイド票数 計 892104 的中 �� 35744（7番人気）�� 18727（14番人気）�� 11640（23番人気）
3連複票数 計1771531 的中 ��� 19232（23番人気）
3連単票数 計2041963 的中 ��� 4709（102番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．5―11．7―12．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．4―34．9―46．6―58．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．6―3F37．1
3 ・（3，12）（8，13）（1，4）（5，10）2－7，6，9，11 4 12，3（1，13）8（4，10）5，2，7－（9，6）11

勝馬の
紹 介

ヒ ヤ �
�
父 パ ド ト ロ ワ �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2020．11．14 阪神2着

2018．4．21生 牡4鹿 母 ゴールドピアース 母母 ミュゲルージュ 12戦2勝 賞金 24，470，000円



（4阪神2）第1日 3月26日（土曜日） 雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
良後稍重

競走回数 12回 出走頭数 142頭 本 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

232，000，000円
26，980，000円
1，120，000円
28，490，000円
61，811，000円
4，075，000円
1，363，200円

勝馬投票券売得金
689，101，100円
902，159，700円
156，310，500円
1，066，583，800円
513，489，700円
898，891，600円
1，620，240，700円
2，511，885，200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 8，358，662，300円

総入場人員 3，912名 （有料入場人員 3，749名）
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