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04085 3月5日 晴 良 （5阪神1） 第8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 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

58 ジュエリジュエリー 牝3鹿 54 国分 恭介 �グリーンファーム野中 賢二 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 492－ 41：56．6 1．6�

47 プレミアマイン 牝3鹿 54 吉田 隼人吉田 勝己氏 坂口 智康 安平 ノーザンファーム B486－ 41：57．02� 14．2�
815 ヴォードヴィル 牝3黒鹿 54

52 △角田 大河 �ローレルレーシング 中竹 和也 新冠 松浦牧場 434－ 81：57．63� 9．8�
46 モダンフリンジ 牝3鹿 54 藤岡 康太下河辺隆行氏 辻野 泰之 日高 下河辺牧場 472 ―1：57．7� 4．7�
35 ゲンパチルミナス 牝3栗 54

50 ★永島まなみ平野 武志氏 佐々木晶三 浦河 カナイシスタッド 482 ―1：57．91� 19．9�
814 イズミアマゾネス 牝3青鹿54 和田 竜二泉 一郎氏 北出 成人 浦河 谷口牧場 440± 01：58．22 38．4	
59 アルフェニン 牝3芦 54 �島 克駿�ノースヒルズ 長谷川浩大 新ひだか 土居牧場 B464± 0 〃 アタマ 31．7

713 アルマケルブ 牝3鹿 54 小崎 綾也コウトミックレーシング 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 454－ 21：58．4� 194．4�
611 ウォータードラセナ 牝3鹿 54 菱田 裕二山岡 正人氏 岡田 稲男 浦河 酒井牧場 512＋ 2 〃 クビ 35．4�
610 テイエムユキフブキ 牝3芦 54 藤懸 貴志竹園 正繼氏 鈴木 孝志 新ひだか 静内白井牧場 466－ 41：58．61� 12．1
22 エ ル ー シ ア 牝3栗 54 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 浦河 金石牧場 462＋ 41：58．7� 31．3�
23 エレガントジェシー 牝3鹿 54

53 ☆松本 大輝鈴木 義孝氏 吉田 直弘 新冠 オリエント牧場 440－ 4 〃 クビ 123．4�
11 ファイアーバード 牝3栗 54

53 ☆小沢 大仁三田 昌宏氏 森田 直行 千歳 社台ファーム 474 ―1：58．8クビ 283．4�
712 カリーナアンジェロ 牝3鹿 54 酒井 学大森 悌次氏 高橋 康之 浦河 �川 啓一 448＋ 51：59．86 298．8�
34 パルボナール 牝3栗 54

51 ▲田口 貫太杉山 忠国氏 須貝 尚介 新ひだか 明治牧場 436 ―2：02．1大差 140．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 46，659，000円 複勝： 110，779，100円 枠連： 12，585，600円
馬連： 63，059，400円 馬単： 30，755，300円 ワイド： 73，063，900円
3連複： 106，693，500円 3連単： 119，338，400円 計： 562，934，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 280円 � 200円 枠 連（4－5） 330円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 1，610円

ワ イ ド �� 530円 �� 450円 �� 1，470円

3 連 複 ��� 3，530円 3 連 単 ��� 11，120円

票 数

単勝票数 計 466590 的中 � 219663（1番人気）
複勝票数 計1107791 的中 � 675546（1番人気）� 41877（5番人気）� 70454（3番人気）
枠連票数 計 125856 的中 （4－5） 29330（1番人気）
馬連票数 計 630594 的中 �� 42841（4番人気）
馬単票数 計 307553 的中 �� 14246（6番人気）
ワイド票数 計 730639 的中 �� 36391（5番人気）�� 43251（3番人気）�� 11837（16番人気）
3連複票数 計1066935 的中 ��� 22631（10番人気）
3連単票数 計1193384 的中 ��� 7776（29番人気）

ハロンタイム 13．1―11．5―13．8―13．3―13．4―13．5―13．0―12．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．6―38．4―51．7―1：05．1―1：18．6―1：31．6―1：44．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F38．0
1
3
7（8，14）15，6（9，12）（3，13）（2，11）（1，10）5＝4・（7，8，14）（15，6，9）（3，2，11）（1，13，5）（12，10）＝4

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

勝馬の
紹 介

ジュエリジュエリー �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Rock Hard Ten デビュー 2023．2．18 阪神2着

2020．4．15生 牝3鹿 母 エイシンバンバ 母母 Stella Blue 2戦1勝 賞金 8，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 パルボナール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年4月5日まで平地競走

に出走できない。

04086 3月5日 晴 良 （5阪神1） 第8日 第2競走 ��
��1，200�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 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．4

重
不良

24 アスクダイアムーン 牡3鹿 56 浜中 俊廣崎利洋HD� 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 488± 01：13．9 2．8�
714� フ ス カ ル 牡3鹿 56 岩田 望来合同会社雅苑興業 池添 学 米 Dennis A.

Drazin B482－ 6 〃 クビ 1．7�
815� ウェイオブサクセス 牝3栗 54

50 ★永島まなみゴドルフィン 野中 賢二 英 Godolphin 438－ 21：14．32� 7．0�
35 ペイシャモノノフ 牡3栗 56 国分 優作北所 直人氏 畑端 省吾 平取 赤石牧場 470－ 4 〃 ハナ 20．1�
47 タイコウフェイス 牝3鹿 54

51 ▲川端 海翼 STレーシング 石橋 守 浦河 惣田 英幸 430＋121：14．61� 29．8�
12 レンダリング 牡3鹿 56 酒井 学ゴドルフィン 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 496＋ 41：14．81 83．4	
23 パーペチュアル 牡3鹿 56 国分 恭介�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 平山牧場 494＋ 4 〃 クビ 59．6

611 ノ リ ノ リ 牡3鹿 56

54 △角田 大河岡 浩二氏 石橋 守 青森 マルシチ牧場 500＋141：15．01� 55．0�
11 クリスプオブウォー 牡3栗 56 和田 竜二村上 稔氏 寺島 良 新ひだか 坂本 健一 B480－ 41：15．31� 67．9�
510 インセプション 牡3黒鹿56 小崎 綾也辻 助氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 468－ 2 〃 ハナ 365．3
816 カシノジャッカル 牡3青 56

52 ★河原田菜々柏木 務氏 北出 成人 鹿児島 徳重 正幸 416＋30 〃 クビ 202．8�
48 � エレガントメイデン 牝3栗 54

51 ▲今村 聖奈福盛 訓之氏 高橋 義忠 米 Jane
Schosberg 448－101：15．61	 36．9�

36 ジャズピアニスト 牝3芦 54
51 ▲鷲頭 虎太小菅 誠氏 坂口 智康 新ひだか 千代田牧場 464＋ 61：15．7� 435．9�

612 スマートミラージュ 牝3栗 54 松若 風馬大川 徹氏 音無 秀孝 浦河 桑田牧場 430－ 61：16．34 511．1�
713 オ ミ コ シ 牝3鹿 54 幸 英明幅田 昌伸氏 杉山 佳明 日高 サンバマウン

テンファーム 458－101：16．4クビ 111．2�
59 グレイシャスオーラ 牝3栗 54

50 ★古川 奈穂岡田 牧雄氏 吉田 直弘 新ひだか 岡田スタツド 440＋ 8 （競走中止） 277．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 53，027，500円 複勝： 70，188，100円 枠連： 14，705，600円
馬連： 69，236，200円 馬単： 34，667，900円 ワイド： 71，607，800円
3連複： 111，578，700円 3連単： 130，859，000円 計： 555，870，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 110円 � 150円 枠 連（2－7） 260円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 590円

ワ イ ド �� 160円 �� 400円 �� 250円

3 連 複 ��� 660円 3 連 単 ��� 2，690円

票 数

単勝票数 計 530275 的中 � 150144（2番人気）
複勝票数 計 701881 的中 � 107960（2番人気）� 315911（1番人気）� 74479（3番人気）
枠連票数 計 147056 的中 （2－7） 42436（1番人気）
馬連票数 計 692362 的中 �� 181031（1番人気）
馬単票数 計 346679 的中 �� 43827（2番人気）
ワイド票数 計 716078 的中 �� 139809（1番人気）�� 37462（4番人気）�� 68224（2番人気）
3連複票数 計1115787 的中 ��� 125544（1番人気）
3連単票数 計1308590 的中 ��� 35189（3番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―12．0―12．2―12．3―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．8―23．9―35．9―48．1―1：00．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アスクダイアムーン �
�
父 ミッキーアイル �

�
母父 Adios Charlie デビュー 2023．1．15 小倉3着

2020．3．1生 牡3鹿 母 エルフィンコーブ 母母 Siren Cove 3戦1勝 賞金 7，100，000円
〔競走中止〕 グレイシャスオーラ号は，発走直後につまずき，転倒したため競走中止。
〔3走成績による出走制限〕 インセプション号は，「3走成績による出走制限」のため，令和5年5月5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 ロワシュペール号

第１回 阪神競馬 第８日



04087 3月5日 晴 良 （5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 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

79 アオイイーグル 牡3黒鹿56 荻野 琢真新谷 正子氏 大久保龍志 新ひだか チャンピオンズファーム 484 ―1：55．0 10．9�
67 ロードトラスト 牡3黒鹿56 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 長谷川浩大 浦河 宮内牧場 B492± 01：55．1� 8．4�
11 レッドダンルース 牡3鹿 56 坂井 瑠星 �東京ホースレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 484 ―1：55．73� 24．4�
55 アッチャゴーラ 牡3鹿 56 �島 克駿吉田 千津氏 村山 明 千歳 社台ファーム 498－ 21：55．91� 3．0�
22 タイセイウォリアー 牡3鹿 56 幸 英明田中 成奉氏 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 480－ 41：56．21� 5．5�
44 ヒロピアーナ 牡3鹿 56 富田 暁石川 博氏 川村 禎彦 新冠 三村 卓也 508－ 61：56．3� 410．3	
811 ショーヘーフェイス 牡3芦 56 団野 大成 STレーシング 荒川 義之 新冠 森永 聡 560－121：56．83 3．3

33 マンノステータス 牡3鹿 56

55 ☆角田 大和萬野 順啓氏 角田 晃一 新冠 中本牧場 506＋ 61：57．01� 30．1�
78 シゲルオトコギ 牡3鹿 56

52 ★河原田菜々森中 啓子氏 渡辺 薫彦 新ひだか 矢野牧場 490－ 21：57．53 6．6�
66 イ ロ ゴ ノ ミ 牡3鹿 56 小崎 綾也内田 玄祥氏 牧田 和弥 平取 びらとり牧場 468＋181：57．7� 101．7
810 セイエスパシオ 牡3黒鹿56 国分 優作金田 成基氏 加用 正 新冠 アサヒ牧場 500± 02：07．0大差 614．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 63，291，200円 複勝： 80，946，600円 枠連： 10，515，400円
馬連： 81，540，700円 馬単： 36，328，100円 ワイド： 77，934，200円
3連複： 124，586，000円 3連単： 151，252，200円 計： 626，394，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，090円 複 勝 � 390円 � 260円 � 550円 枠 連（6－7） 1，480円

馬 連 �� 4，040円 馬 単 �� 6，910円

ワ イ ド �� 1，430円 �� 3，510円 �� 2，140円

3 連 複 ��� 21，590円 3 連 単 ��� 102，380円

票 数

単勝票数 計 632912 的中 � 46135（6番人気）
複勝票数 計 809466 的中 � 52557（6番人気）� 92638（5番人気）� 35325（8番人気）
枠連票数 計 105154 的中 （6－7） 5475（8番人気）
馬連票数 計 815407 的中 �� 15629（17番人気）
馬単票数 計 363281 的中 �� 3941（31番人気）
ワイド票数 計 779342 的中 �� 14274（19番人気）�� 5645（27番人気）�� 9351（24番人気）
3連複票数 計1245860 的中 ��� 4327（51番人気）
3連単票数 計1512522 的中 ��� 1071（282番人気）

ハロンタイム 12．9―10．7―13．9―13．2―13．1―12．6―12．9―12．8―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．6―37．5―50．7―1：03．8―1：16．4―1：29．3―1：42．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アオイイーグル �
�
父 カレンブラックヒル �

�
母父 ハーツクライ 初出走

2020．5．15生 牡3黒鹿 母 アオイエンジェル 母母 シルバートレイン 1戦1勝 賞金 5，500，000円
〔制裁〕 ロードトラスト号の騎手川須栄彦は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。

アオイイーグル号の騎手荻野琢真は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セイエスパシオ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年4月5日まで平地競走

に出走できない。

04088 3月5日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （5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

11 セルリアンルネッタ 牡4鹿 59 熊沢 重文�イクタ 高橋 康之 日高 長谷川 一男 468＋ 23：22．1 12．7�
66 グランシャーク 牡4鹿 59 中村 将之岡田 牧雄氏 田島 俊明 青森 谷川ファーム 504± 03：22．41� 58．2�
810 フ ァ ジ ュ ル 牡4鹿 59 北沢 伸也岡田 牧雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 増本牧場 460＋ 63：22．5� 33．4�
33 シゲルタヌキ 牡4鹿 59 小坂 忠士森中 啓子氏 服部 利之 浦河 三好牧場 474＋ 2 〃 クビ 42．7�
78 グリニッチヴィレジ 牝10黒鹿58 森 一馬 �コロンバスサークル 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド 450± 03：23．88 12．2	
77 ワイドレッジャドロ 牡6黒鹿60 小野寺祐太幅田 京子氏 加用 正 浦河 成隆牧場 522± 03：24．01� 6．3

44 エンプティチェア 牡6鹿 60 平沢 健治江馬 由将氏 音無 秀孝 浦河 帰山 清貴 490± 03：25．17 21．0�
22 � アスタースウィング 牡9栗 60 西谷 誠加藤 久枝氏 中竹 和也 米 WinStar

Farm, LLC 530＋ 63：30．9大差 2．4�
55 ジ ジ 牡5鹿 60 草野 太郎林 弘之氏 田島 俊明 安平 追分ファーム 480－ 4 （競走中止） 21．6
89 カ サ デ ガ 牡5芦 60

58 △小牧加矢太杉浦 和也氏 寺島 良 浦河 栄進牧場 460＋ 2 （競走中止） 2．7�
（10頭）

売 得 金
単勝： 34，546，200円 複勝： 37，266，800円 枠連： 9，149，000円
馬連： 43，649，300円 馬単： 23，698，900円 ワイド： 46，598，100円
3連複： 81，905，400円 3連単： 114，325，200円 計： 391，138，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，270円 複 勝 � 380円 � 1，270円 � 900円 枠 連（1－6） 15，050円

馬 連 �� 16，070円 馬 単 �� 29，130円

ワ イ ド �� 4，630円 �� 2，800円 �� 7，110円

3 連 複 ��� 78，150円 3 連 単 ��� 448，030円

票 数

単勝票数 計 345462 的中 � 21599（5番人気）
複勝票数 計 372668 的中 � 28353（5番人気）� 7295（10番人気）� 10561（8番人気）
枠連票数 計 91490 的中 （1－6） 471（26番人気）
馬連票数 計 436493 的中 �� 2105（32番人気）
馬単票数 計 236989 的中 �� 610（62番人気）
ワイド票数 計 465981 的中 �� 2592（36番人気）�� 4328（28番人気）�� 1680（43番人気）
3連複票数 計 819054 的中 ��� 786（103番人気）
3連単票数 計1143252 的中 ��� 185（561番人気）
上り 1マイル 1：48．5 4F 52．9－3F 40．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

セルリアンルネッタ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2021．11．21 福島9着

2019．4．9生 牡4鹿 母 ユウアールシー 母母 バレットルッセ 障害：4戦1勝 賞金 12，300，000円
〔騎手変更〕 グランシャーク号の騎手五十嵐雄祐は，第2回中山競馬第3日第4競走での落馬負傷のため中村将之に変更。

グリニッチヴィレジ号の騎手伴啓太は，第2回中山競馬第3日第4競走での落馬負傷のため森一馬に変更。
〔競走中止〕 カサデガ号は，8号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

ジジ号は，9号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。
〔制裁〕 セルリアンルネッタ号の騎手熊沢重文は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔その他〕 アスタースウィング号は，競走中に疾病〔鼻出血及び心房細動〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 アスタースウィング号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和5年4月5日まで出走できない。



04089 3月5日 晴 良 （5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 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000円� コースレコード

中央レコード
2：09．7
2：09．0

良
良

33 シャドウソニック 牡3鹿 56 坂井 瑠星飯塚 知一氏 辻野 泰之 千歳 社台ファーム 500－ 62：15．1 1．5�
58 アイヲヨブテーラー 牝3青鹿54 幸 英明中西 浩一氏 河内 洋 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 474－ 42：15．52� 7．3�
814 エアミュニュレ 牡3栗 56 浜中 俊 �ラッキーフィールド新谷 功一 千歳 社台ファーム 476＋ 2 〃 ハナ 80．1�
712 ルクスビッグスター 牡3黒鹿56 岩田 望来�ルクス 清水 久詞 新ひだか 静内山田牧場 464 ―2：15．6� 8．2�
711 ショウナンダグラス 牡3黒鹿56 西村 淳也国本 哲秀氏 茶木 太樹 日高 中原牧場 472－102：15．7� 34．7�
11 バスキュラント 牝3鹿 54 藤岡 康太市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 浦河 梅田牧場 408－ 22：16．23 80．1�
22 カゼノジョー 牡3栗 56 菱田 裕二河内 孝夫氏 岡田 稲男 新冠 中地 広大 452± 02：16．41� 210．0	
57 スヴニールデジール 牡3鹿 56 吉田 隼人�G1レーシング 友道 康夫 安平 追分ファーム 494 ―2：16．5クビ 27．9

610 ガーランドスタイル 牡3鹿 56 �島 克駿 �キャロットファーム 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 438－ 22：16．6� 6．4�
813 シャンドゥルン 牝3鹿 54

52 △角田 大河玉井 宏和氏 安達 昭夫 浦河 小倉牧場 444－ 2 〃 クビ 149．9
69 カ ズ キ 牡3鹿 56 荻野 琢真大石 秀夫氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 432－ 22：16．7� 50．6�
45 ロイヤルバイオ 牝3黒鹿 54

50 ★永島まなみバイオ� 新谷 功一 安平 ノーザンファーム B436± 02：17．12� 85．2�
34 レッドバルデス 牡3鹿 56

53 ▲今村 聖奈 �東京ホースレーシング 寺島 良 千歳 社台ファーム 556－ 82：17．2� 38．0�
46 ルージュメアリー 牝3鹿 54 加藤 祥太 �東京ホースレーシング 杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 498 ―2：20．3大差 83．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 54，887，000円 複勝： 123，881，000円 枠連： 14，354，000円
馬連： 72，163，000円 馬単： 39，756，600円 ワイド： 78，020，200円
3連複： 115，222，000円 3連単： 173，992，900円 計： 672，276，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 170円 � 700円 枠 連（3－5） 380円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 540円

ワ イ ド �� 260円 �� 1，010円 �� 4，380円

3 連 複 ��� 8，310円 3 連 単 ��� 16，300円

票 数

単勝票数 計 548870 的中 � 292701（1番人気）
複勝票数 計1238810 的中 � 845780（1番人気）� 85978（3番人気）� 12602（10番人気）
枠連票数 計 143540 的中 （3－5） 29268（2番人気）
馬連票数 計 721630 的中 �� 132499（2番人気）
馬単票数 計 397566 的中 �� 54274（2番人気）
ワイド票数 計 780202 的中 �� 93660（2番人気）�� 18265（10番人気）�� 3985（33番人気）
3連複票数 計1152220 的中 ��� 10396（23番人気）
3連単票数 計1739929 的中 ��� 7736（45番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．8―24．3―36．2―49．4―1：02．6―1：15．4―1：27．9―1：39．8―1：51．2―2：02．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シャドウソニック �
�
父 エピファネイア �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2022．8．14 札幌4着

2020．4．30生 牡3鹿 母 シャドウムーン 母母 エビスファミリー 6戦1勝 賞金 10，620，000円
〔発走状況〕 ルージュメアリー号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ルージュメアリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年4月5日まで平地競

走に出走できない。

04090 3月5日 晴 良 （5阪神1） 第8日 第6競走 ��2，000�4歳以上1勝クラス
発走12時40分 （ダート・右）

負担重量は，58�，牝馬2�減
本 賞 8，000，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 800，000円� コースレコード

中央レコード
2：01．0
2：01．0

不良
不良

88 エメヴィベール 牡4芦 58 岩田 望来ライオンレースホース� 吉岡 辰弥 千歳 社台ファーム 574＋182：09．4 13．9�
33 ハギノロックオン 牡4黒鹿58 西村 淳也日隈 良江氏 高野 友和 千歳 社台ファーム 510＋ 82：09．5� 1．9�
44 タマモモンレーブ 牡4芦 58

55 ▲田口 貫太タマモ� 大橋 勇樹 新冠 守矢牧場 494－ 82：09．81� 26．6�
55 � ウインヴェルデ 牡4黒鹿58 国分 優作�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム B484± 0 〃 ハナ 9．2�
89 ダンツエスプリ 牡4栗 58 藤懸 貴志山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 千代田牧場 B490± 02：09．9クビ 18．3�
77 ロードマゼラン 牡4青鹿58 幸 英明 �ロードホースクラブ 奥村 豊 新ひだか ケイアイファーム 504－ 62：10．0� 6．4	
66 リュウセイグン 牡5栗 58 菱田 裕二二口 雅一氏 堀内 岳志 浦河 坂本 晴美 526＋ 22：10．53 146．9

22 レ イ メ イ 牡4鹿 58

54 ★永島まなみ岡 浩二氏 的場 均 新ひだか 株式会社 サ
ンデーヒルズ 470－ 82：10．92 65．3�

11 ダノンマイソウル 牡4鹿 58 坂井 瑠星�ダノックス 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 544＋282：11．53� 3．4�
（9頭）

売 得 金
単勝： 50，034，300円 複勝： 71，435，300円 枠連： 8，598，300円
馬連： 55，227，100円 馬単： 33，450，400円 ワイド： 59，679，900円
3連複： 93，930，000円 3連単： 176，159，600円 計： 548，514，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，390円 複 勝 � 360円 � 110円 � 380円 枠 連（3－8） 830円

馬 連 �� 1，220円 馬 単 �� 3，920円

ワ イ ド �� 470円 �� 3，160円 �� 740円

3 連 複 ��� 5，070円 3 連 単 ��� 42，310円

票 数

単勝票数 計 500343 的中 � 28596（5番人気）
複勝票数 計 714353 的中 � 29993（6番人気）� 339158（1番人気）� 27543（7番人気）
枠連票数 計 85983 的中 （3－8） 8022（4番人気）
馬連票数 計 552271 的中 �� 34813（4番人気）
馬単票数 計 334504 的中 �� 6387（13番人気）
ワイド票数 計 596799 的中 �� 34584（4番人気）�� 4499（26番人気）�� 20801（9番人気）
3連複票数 計 939300 的中 ��� 13888（15番人気）
3連単票数 計1761596 的中 ��� 3018（119番人気）

ハロンタイム 13．2―12．1―12．8―14．5―13．3―12．8―12．7―12．3―12．4―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―25．3―38．1―52．6―1：05．9―1：18．7―1：31．4―1：43．7―1：56．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．7―3F38．0
1
3
7，8（1，3，5）4－9，6－2・（7，8）5（1，3，4）－9，6－2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エメヴィベール 
�
父 ダイワメジャー 

�
母父 Tapit デビュー 2021．12．18 中京4着

2019．2．23生 牡4芦 母 ホワイトローズⅡ 母母 Garden Dance 8戦2勝 賞金 15，600，000円
〔発走状況〕 レイメイ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。



04091 3月5日 晴 良 （5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，58�，牝馬2�減
本 賞 8，000，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 800，000円� コースレコード

中央レコード
1：31．1
1：30．3

良
良

816 ムーンリットナイト 牡4鹿 58 吉田 隼人 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 498＋ 21：33．5 5．9�
36 サトノスカイターフ 牡5鹿 58 岩田 望来里見 治氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 502－ 61：33．6� 4．9�
612 ビジューブリランテ �5栗 58 団野 大成 �シルクレーシング 武井 亮 安平 ノーザンファーム 492－ 21：34．02� 19．8�
48 � ロ ゼ ク ラ ン 牝5黒鹿56 秋山真一郎水谷 昌晃氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田牧場 450± 01：34．1アタマ 15．3�
24 オーダーナチュラル 牡4黒鹿 58

56 △角田 大河 �社台レースホース高橋 亮 千歳 社台ファーム 450－ 81：34．21 12．3	
12 ビップランバン 牡5黒鹿58 	島 克駿鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 492－ 21：34．41 25．3

714 ポ ー カ ー 牡4黒鹿58 坂井 瑠星石川 達絵氏 上村 洋行 安平 ノーザンファーム 464－ 2 〃 アタマ 2．7�
35 � ハルカナネガイ 牝4黒鹿 56

52 ★河原田菜々上茶谷 一氏 服部 利之 日高 坂東ファーム 418＋ 8 〃 クビ 144．4�
611 アドマイヤグリーゼ 牝4栗 56 西村 淳也近藤 旬子氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 472＋221：34．61
 32．6
11 � タツオウカケンラン 牝6青鹿56 松若 風馬鈴木 髙幸氏 	島 一歩 新ひだか 畠山牧場 460＋ 61：34．7� 160．0�
713� クワイエット 牝7黒鹿 56

53 ▲鷲頭 虎太 �YGGホースクラブ 服部 利之 新冠 佐藤牧場 B464＋ 4 〃 ハナ 321．0�
510� グリュレーヴ 牝5芦 56

52 ★永島まなみ飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 496＋ 41：34．8クビ 160．4�
59 � バ レ ル 牡4青鹿58 和田 竜二 �CHEVAL AT-

TACHE 	島 一歩 浦河 高岸 順一 458－ 71：34．9� 13．5�
817 ウォーターブレイク 牝7黒鹿56 幸 英明山岡 正人氏 河内 洋 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480± 01：35．32 315．4�
815 オラヴェリタス 牡4黒鹿 58

55 ▲今村 聖奈杉山 忠国氏 寺島 良 浦河 杵臼牧場 B502± 01：35．4� 31．7�
47 エイシンピクセル 牝5栗 56 池添 謙一�栄進堂 小崎 憲 浦河 栄進牧場 468± 01：36．14 9．2�
23 スペシャルトーク �5青鹿58 酒井 学ホースアディクト杉浦 宏昭 新ひだか 見上牧場 466＋ 41：37．48 126．1�

（17頭）

売 得 金
単勝： 59，115，900円 複勝： 89，202，200円 枠連： 20，564，700円
馬連： 98，499，200円 馬単： 38，461，000円 ワイド： 106，116，500円
3連複： 166，689，600円 3連単： 164，023，700円 計： 742，672，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 210円 � 200円 � 490円 枠 連（3－8） 1，290円

馬 連 �� 1，740円 馬 単 �� 3，340円

ワ イ ド �� 720円 �� 2，230円 �� 1，530円

3 連 複 ��� 11，800円 3 連 単 ��� 49，940円

票 数

単勝票数 計 591159 的中 � 79981（3番人気）
複勝票数 計 892022 的中 � 116330（3番人気）� 127385（2番人気）� 39518（8番人気）
枠連票数 計 205647 的中 （3－8） 12353（4番人気）
馬連票数 計 984992 的中 �� 43675（5番人気）
馬単票数 計 384610 的中 �� 8623（9番人気）
ワイド票数 計1061165 的中 �� 39650（6番人気）�� 11906（29番人気）�� 17526（19番人気）
3連複票数 計1666896 的中 ��� 10588（40番人気）
3連単票数 計1640237 的中 ��� 2381（151番人気）

ハロンタイム 12．5―10．6―11．6―12．3―11．7―11．1―11．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．1―34．7―47．0―58．7―1：09．8―1：21．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F34．8
3 2，3（8，7）（1，9）（12，16）（4，10）（11，6，15）14（5，17）13 4 2－（3，7）（8，9）（1，16）12（4，10）（11，6，14，15）（5，17）13

勝馬の
紹 介

ムーンリットナイト �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2021．7．24 新潟5着

2019．4．13生 牡4鹿 母 デザートオブムーン 母母 グラッブユアハート 15戦2勝 賞金 20，590，000円

04092 3月5日 晴 良 （5阪神1） 第8日 第8競走 ��
��1，800�ア ル メ リ ア 賞

発走13時50分（番組第9競走を順序変更） （芝・右・外）
3歳，1勝クラス；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，700，000円 4，300，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，070，000円
付 加 賞 154，000円 44，000円 22，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．8

良
良

55 ドットクルー 牡3鹿 56 岩田 望来幅田 昌伸氏 笹田 和秀 日高 佐々木牧場 456± 01：46．2 4．5�
33 ジュンツバメガエシ 牡3黒鹿56 坂井 瑠星河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 500＋ 81：46．3� 2．5�
77 シュタールヴィント 牡3鹿 56 北村 友一 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 440± 01：46．93� 2．5�
11 トーアライデン 牡3栗 56 中井 裕二高山ランド� 村山 明 豊浦トーア牧場 470－ 8 〃 ハナ 9．0�
66 ローレルキャニオン 牡3青鹿56 西村 淳也 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B556－ 61：47．11� 16．1	
22 イエルバブエナ 牡3鹿 56 団野 大成広尾レース� 須貝 尚介 浦河 三嶋牧場 B476± 01：48．05 63．9

44 フライヤートゥルー 牡3鹿 56 	島 克駿中村 忠彦氏 橋口 慎介 新ひだか 土居牧場 470－101：48．53 15．9�

（7頭）

売 得 金
単勝： 59，311，700円 複勝： 42，358，400円 枠連： 発売なし
馬連： 78，235，000円 馬単： 42，620，600円 ワイド： 58，358，900円
3連複： 107，548，000円 3連単： 259，238，400円 計： 647，671，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 180円 � 150円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 1，410円

ワ イ ド �� 180円 �� 190円 �� 140円

3 連 複 ��� 290円 3 連 単 ��� 3，090円

票 数

単勝票数 計 593117 的中 � 103209（3番人気）
複勝票数 計 423584 的中 � 86039（3番人気）� 115649（2番人気）
馬連票数 計 782350 的中 �� 95711（3番人気）
馬単票数 計 426206 的中 �� 22603（5番人気）
ワイド票数 計 583589 的中 �� 74369（2番人気）�� 69984（3番人気）�� 121737（1番人気）
3連複票数 計1075480 的中 ��� 277650（1番人気）
3連単票数 計2592384 的中 ��� 60738（10番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．4―11．5―12．3―12．6―11．9―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．3―34．7―46．2―58．5―1：11．1―1：23．0―1：34．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F35．1
3 ・（1，4）－（3，6）7－5，2 4 1，4（3，7）6（2，5）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ドットクルー �

父 ディーマジェスティ �


母父 ロードカナロア デビュー 2022．11．19 福島1着

2020．4．7生 牡3鹿 母 スターオブロゼッタ 母母 レディハニー 4戦2勝 賞金 20，424，000円



04093 3月5日 晴 良 （5阪神1） 第8日 第9競走 ��
��1，800�4歳以上2勝クラス

発走14時25分（番組第8競走を順序変更） （ダート・右）
負担重量は，58�，牝馬2�減
本 賞 11，400，000円 4，600，000円 2，900，000円 1，700，000円 1，140，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

68 マリオロード 牡4鹿 58 幸 英明サン 安達 昭夫 平取 坂東牧場 498＋ 41：54．3 60．7�
55 テーオードレフォン 牡4栗 58 坂井 瑠星小笹 公也氏 梅田 智之 日高 Wing Farm 498＋ 8 〃 ハナ 7．7�
79 サンライズジャスト 牡4鹿 58 藤岡 康太�ライフハウス 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 536－ 41：54．61� 4．9�
811 エクセスリターン 牡4栗 58 松田 大作今村 明浩氏 野中 賢二 日高 天羽 禮治 B532－ 61：54．7クビ 4．9�
33 ヴォルゴグラード 牡4鹿 58 	島 克駿 �サンデーレーシング 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム B510－ 21：54．8� 5．8	
11 ブラックボイス 牡4黒鹿58 岩田 望来 �スリーエイチレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 510± 01：54．9クビ 4．4

710 パトリオットラン 牡4鹿 58

54 ★河原田菜々岡村 善行氏 渡辺 薫彦 新冠 村上 進治 544－ 2 〃 クビ 8．8�
67 ルイナールカズマ 牡4黒鹿58 吉田 隼人合同会社雅苑興業 奥村 豊 浦河 高昭牧場 502－ 21：55．0
 12．2�
56 トゥルブレンシア �6栗 58

54 ★永島まなみ岡田 牧雄氏 藤沢 則雄 浦河 山下 恭茂 456－ 61：55．32 11．0
812 ダンツチョイス 牝8栗 56

54 △角田 大河山元 哲二氏 本田 優 日高 天羽牧場 466－ 41：55．51 131．0�
44 ニホンピロオーセン 牡4黒鹿 58

55 ▲田口 貫太小林 英一氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 500＋ 41：56．03 165．4�
22 グッドリドゥンス 牡6栗 58 勝浦 正樹林 勝宗氏 的場 均 新ひだか レースホース牧場 480－ 6 〃 ハナ 332．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 68，379，500円 複勝： 102，519，100円 枠連： 24，699，100円
馬連： 151，978，300円 馬単： 55，312，500円 ワイド： 117，268，700円
3連複： 222，718，800円 3連単： 253，434，300円 計： 996，310，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，070円 複 勝 � 1，230円 � 320円 � 190円 枠 連（5－6） 2，510円

馬 連 �� 19，660円 馬 単 �� 60，120円

ワ イ ド �� 5，220円 �� 2，940円 �� 810円

3 連 複 ��� 25，270円 3 連 単 ��� 313，540円

票 数

単勝票数 計 683795 的中 � 8999（9番人気）
複勝票数 計1025191 的中 � 17399（9番人気）� 82909（8番人気）� 172893（1番人気）
枠連票数 計 246991 的中 （5－6） 7604（14番人気）
馬連票数 計1519783 的中 �� 5991（32番人気）
馬単票数 計 553125 的中 �� 690（78番人気）
ワイド票数 計1172687 的中 �� 5608（36番人気）�� 10080（30番人気）�� 39218（11番人気）
3連複票数 計2227188 的中 ��� 6608（64番人気）
3連単票数 計2534343 的中 ��� 586（529番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．0―37．2―49．7―1：02．8―1：16．0―1：28．9―1：41．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マリオロード �
�
父 キタサンブラック �

�
母父 オペラハウス デビュー 2021．8．1 新潟7着

2019．4．21生 牡4鹿 母 ヤマトマリオン 母母 ヤマトプリティ 12戦2勝 賞金 22，250，000円
［他本会外：1戦1勝］

04094 3月5日 晴 良 （5阪神1） 第8日 第10競走 ��
��1，400�

えびすばし

戎橋ステークス
発走15時00分 （芝・右）
4歳以上，3勝クラス，R4．3．5以降R5．2．26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 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．2
1：19．0

良
良

44 メイショウシンタケ 牡5鹿 56 藤岡 康太松本 好雄氏 千田 輝彦 浦河 辻 牧場 478－ 81：20．3 12．0�
11 ボルザコフスキー 牡4黒鹿56 �島 克駿犬塚悠治郎氏 清水 久詞 新冠 ハクレイファーム 508＋ 41：20．51 5．5�
55 ブルーシンフォニー 牡5鹿 55 団野 大成ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476－ 2 〃 アタマ 15．3�
78 アルトシュタット 牡4鹿 56 岩田 望来 �キャロットファーム 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 484－ 61：20．71 3．5�
77 シュヴェルトライテ 牝4栗 56 西村 淳也 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド 440＋ 21：20．8� 6．2	
89 ドロップオブライト 牝4黒鹿53 小沢 大仁岡田 牧雄氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 444＋ 61：20．9	 18．2

33 タイニーロマンス 牝5青鹿54 吉田 隼人吉田 千津氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム B512－10 〃 クビ 14．4�
22 テイエムイダテン 牡6鹿 54 菱田 裕二竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか 本桐牧場 B488＋ 41：21．53	 88．0�
810 ケ デ シ ュ 牝4黒鹿55 坂井 瑠星�ヤナガワ牧場 上村 洋行 日高 ヤナガワ牧場 482－ 4 〃 クビ 2．9
66 サウンドカナロア 
7鹿 53 和田 竜二増田 雄一氏 村山 明 新冠 飛渡牧場 B468± 01：22．77 157．9�

（10頭）

売 得 金
単勝： 82，453，800円 複勝： 97，268，700円 枠連： 29，421，300円
馬連： 166，641，600円 馬単： 73，964，300円 ワイド： 132，328，600円
3連複： 247，132，300円 3連単： 371，707，300円 計： 1，200，917，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，200円 複 勝 � 330円 � 220円 � 340円 枠 連（1－4） 4，450円

馬 連 �� 3，350円 馬 単 �� 7，740円

ワ イ ド �� 930円 �� 2，020円 �� 950円

3 連 複 ��� 11，120円 3 連 単 ��� 69，670円

票 数

単勝票数 計 824538 的中 � 54949（5番人気）
複勝票数 計 972687 的中 � 72283（5番人気）� 130175（3番人気）� 70032（6番人気）
枠連票数 計 294213 的中 （1－4） 5118（14番人気）
馬連票数 計1666416 的中 �� 38469（15番人気）
馬単票数 計 739643 的中 �� 7165（32番人気）
ワイド票数 計1323286 的中 �� 37161（12番人気）�� 16320（26番人気）�� 36415（13番人気）
3連複票数 計2471323 的中 ��� 16662（37番人気）
3連単票数 計3717073 的中 ��� 3868（211番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．5―33．7―45．4―57．1―1：08．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F34．9
3 2，6－5，3，7（9，8，10）－4，1 4 2（6，5）（3，7，8，10）（9，4）1
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5鹿 母 アドマイヤビアン 母母 アドマイヤラピス 16戦4勝 賞金 57，930，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。

２レース目



04095 3月5日 晴 良 （5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，R4．3．5以降R5．2．26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 28，000，000円 11，000，000円 7，000，000円 4，200，000円 2，800，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．8

良
良

816 スカーフェイス 牡7鹿 56 西村 淳也永井商事� 中竹 和也 新ひだか グランド牧場 464－ 21：44．8 18．4�
59 � エアファンディタ 牡6黒鹿57 岩田 望来 �ラッキーフィールド池添 学 米

Sekie Yoshihara
& Tsunebumi
Yoshihara

B464＋ 41：44．9� 3．6�
510 フライライクバード 牡6黒鹿56 坂井 瑠星窪田 芳郎氏 友道 康夫 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458＋ 4 〃 アタマ 6．4�
48 ラ セ ッ ト 牡8鹿 55 加藤 祥太桂土地� 庄野 靖志 浦河 三好牧場 B486－ 21：45．0	 44．8�
36 ワールドバローズ 牡5鹿 56 和田 竜二猪熊 広次氏 石坂 公一 浦河 大島牧場 464＋ 2 〃 ハナ 6．7�
47 シュヴァリエローズ 牡5鹿 56 北村 友一 	キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 458＋ 41：45．21 7．6

11 プライドランド 牡7芦 54 松若 風馬 	サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 476－ 21：45．62� 13．8�
12 シャイニーロック 牡7鹿 57 
島 克駿小林 昌志氏 佐々木晶三 平取 川向高橋育

成牧場 510± 0 〃 アタマ 8．3�
713 プリンスリターン 牡6黒鹿58 幸 英明 	コスモヴューファーム 加用 正 日高 中館牧場 470＋ 6 〃 ハナ 6．1
23 スーパーフェザー �8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 482± 01：45．7� 106．2�
24 ジェットモーション �7黒鹿55 藤岡 佑介�G1レーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム B552＋ 6 〃 ハナ 26．1�
612 プレシャスブルー 牡9鹿 55 勝浦 正樹石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 雅樹 436－ 2 〃 アタマ 88．9�
714 ニホンピロスクーロ �6青鹿55 高倉 稜小林 英一氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 B506＋ 41：46．22� 54．5�
815� ダブルシャープ 牡8鹿 57 浜中 俊天堀 忠博氏 渡辺 薫彦 新冠 村上 雅規 500＋161：47．37 57．9�
35 オウケンムーン 牡8鹿 56 団野 大成福井 明氏 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム 450－ 21：47．72� 116．5�
611� エルプシャフト 牡10青鹿52 今村 聖奈浦野 和由氏 千田 輝彦 安平 ノーザンファーム 472＋ 61：50．2大差 128．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 123，620，500円 複勝： 166，274，400円 枠連： 85，068，800円
馬連： 388，220，200円 馬単： 130，413，400円 ワイド： 298，887，100円
3連複： 735，166，000円 3連単： 791，483，300円 計： 2，719，133，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，840円 複 勝 � 390円 � 170円 � 230円 枠 連（5－8） 2，100円

馬 連 �� 4，800円 馬 単 �� 13，120円

ワ イ ド �� 1，470円 �� 2，300円 �� 640円

3 連 複 ��� 11，090円 3 連 単 ��� 102，060円

票 数

単勝票数 計1236205 的中 � 53701（8番人気）
複勝票数 計1662744 的中 � 91424（8番人気）� 306573（1番人気）� 186520（3番人気）
枠連票数 計 850688 的中 （5－8） 31373（11番人気）
馬連票数 計3882202 的中 �� 62566（18番人気）
馬単票数 計1304134 的中 �� 7454（49番人気）
ワイド票数 計2988871 的中 �� 51505（18番人気）�� 32197（27番人気）�� 126001（2番人気）
3連複票数 計7351660 的中 ��� 49707（33番人気）
3連単票数 計7914833 的中 ��� 5622（326番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―11．3―11．6―12．1―11．8―11．1―11．6―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．6―34．9―46．5―58．6―1：10．4―1：21．5―1：33．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スカーフェイス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．11．18 京都4着

2016．4．24生 牡7鹿 母 スプリングサンダー 母母 スプリングマンボ 27戦5勝 賞金 124，173，000円
〔その他〕 ニホンピロスクーロ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エルプシャフト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年4月5日まで平地競走

に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 ニホンピロスクーロ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和5年4月5日まで出走できない。

04096 3月5日 晴 良 （5阪神1） 第8日 第12競走 ��
��1，400�4歳以上2勝クラス

発走16時10分 （ダート・右）
負担重量は，58�，牝馬2�減
本 賞 11，400，000円 4，600，000円 2，900，000円 1，700，000円 1，140，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

48 スプラウティング 牡4栗 58 幸 英明ゴドルフィン 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B510＋ 21：24．9 4．8�

36 サクセスローレル 牡4鹿 58 池添 謙一�タカシマ 北出 成人 浦河 大島牧場 512± 0 〃 ハナ 2．6�
612 ワーズワース 牡5黒鹿58 北村 友一 �カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 新ひだか 谷岡牧場 510± 01：25．0� 9．1�
47 	 ウ ラ ヤ 牡4栗 58 岩田 望来ゴドルフィン 野中 賢二 英 Godolphin 472－ 4 〃 クビ 4．9�
23 モ ナ ル ヒ 牡4鹿 58 西村 淳也�ノースヒルズ 小崎 憲 新冠 平山牧場 474± 01：25．32 38．1�
59 サウンドサンビーム 牡6黒鹿58 坂井 瑠星増田 雄一氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 488± 01：25．61� 10．9	
815 ミセスバローズ 牝5栗 56 松若 風馬猪熊 広次氏 上村 洋行 浦河 三嶋牧場 420－ 41：25．92 25．4

714 バ ク シ ン 牡5鹿 58 
島 克駿林 正道氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 502－ 21：26．0� 46．7�
713 オンザダブル 牡4栗 58

57 ☆小沢 大仁 �社台レースホース池添 学 千歳 社台ファーム 508－ 8 〃 クビ 24．0
611 アラモードバイオ 牡5栗 58 藤岡 康太バイオ� 新谷 功一 日高 中館牧場 500－ 8 〃 アタマ 40．6�
510� マイトレジャーフジ 牡5鹿 58 勝浦 正樹嶋田 賢氏 牧田 和弥 新ひだか 服部 牧場 478± 01：26．1� 129．2�
35 スラップショット �5鹿 58 和田 竜二�ノースヒルズ 大竹 正博 新ひだか 桜井牧場 486－121：26．52 123．9�
816 ラ キ 牝6鹿 56 小崎 綾也 �ニッシンホール

ディングス 小崎 憲 新ひだか 友田牧場 472－10 〃 クビ 30．1�
11 トーアエレクトロン 牡5鹿 58 酒井 学高山ランド� 羽月 友彦 豊浦トーア牧場 482－ 41：26．71 57．6�
24 フェイマスダンディ 牡5鹿 58 菱田 裕二堀江 貞幸氏 深山 雅史 新ひだか 白井 吉美 472－121：26．81 214．9�
12 ド ゥ ー ベ 牡6栗 58 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 530＋ 41：31．5大差 23．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 113，705，500円 複勝： 146，274，500円 枠連： 54，694，200円
馬連： 216，620，000円 馬単： 82，711，200円 ワイド： 214，628，800円
3連複： 381，025，100円 3連単： 409，911，200円 計： 1，619，570，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 180円 � 130円 � 210円 枠 連（3－4） 360円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 1，450円

ワ イ ド �� 320円 �� 690円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，820円 3 連 単 ��� 8，420円

票 数

単勝票数 計1137055 的中 � 187726（2番人気）
複勝票数 計1462745 的中 � 199120（3番人気）� 356459（1番人気）� 149492（4番人気）
枠連票数 計 546942 的中 （3－4） 116218（1番人気）
馬連票数 計2166200 的中 �� 260003（1番人気）
馬単票数 計 827112 的中 �� 42504（3番人気）
ワイド票数 計2146288 的中 �� 180734（1番人気）�� 73665（6番人気）�� 132462（3番人気）
3連複票数 計3810251 的中 ��� 156506（2番人気）
3連単票数 計4099112 的中 ��� 35261（11番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．5―35．2―47．6―1：00．0―1：11．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スプラウティング �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2021．7．25 新潟4着

2019．4．27生 牡4栗 母 ヒントオブスプリング 母母 Cherokee Rose 13戦3勝 賞金 33，800，000円
〔その他〕 ドゥーベ号は，競走中に疾病〔心房細動〕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。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 キタノエクスプレス号・サヴァビアン号・フォックススリープ号
（非抽選馬） 1頭 サトノルフィアン号

４レース目



（5阪神1）第8日 3月5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 153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

239，300，000円
3，020，000円
31，340，000円
1，040，000円
30，780，000円
71，555，000円
4，797，500円
1，468，800円

勝馬投票券売得金
809，032，100円
1，138，394，200円
284，356，000円
1，485，070，000円
622，140，200円
1，334，492，700円
2，494，195，400円
3，115，725，500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 11，283，406，100円

総入場人員 8，319名 （有料入場人員 8，060名）
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