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06073 3月20日 晴 良 （2阪神1） 第7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 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

24 タガノハイライト 牝3青鹿 54
52 △団野 大成八木 良司氏 斉藤 崇史 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 516＋161：25．5 4．0�
11 グッドラックスター 牝3青鹿54 藤岡 康太�嶋 孝司氏 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 444＋ 41：26．13� 64．8�
48 マイレリーフ 牝3鹿 54 田中 健兼松 忠男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 438＋ 21：26．31 10．3�
612 リバーランド 牝3青鹿 54

53 ☆岩田 望来林 正道氏 浅見 秀一 日高 ヤナガワ牧場 404＋ 21：26．62 30．7�
816 シゲルオトメザ 牝3栗 54 和田 竜二森中 蕃氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 488＋ 21：26．81� 13．3�
714 ミッキーラズベリー 牝3栗 54 松若 風馬野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 464± 01：27．01� 5．5�
23 ラボンダンス 牝3栗 54 武 豊	ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 494＋ 21：27．21 2．8

12 テクノプライド 牝3栗 54

51 ▲泉谷 楓真西村 健氏 上村 洋行 新ひだか グローリーファーム 482＋201：27．62� 55．4�
713 ダンツイノーバ 牝3栗 54 幸 英明山元 哲二氏 谷 潔 浦河 高岸 順一 448＋ 7 〃 クビ 7．5�
47 ジューンフォレスト 牝3鹿 54 国分 優作吉川 潤氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 460 ― 〃 ハナ 34．0
510 マドンナガラメキ 牝3鹿 54 藤懸 貴志髙野 哲氏 小崎 憲 新冠 的場牧場 454＋ 61：28．55 111．6�
611 ホワイトエース 牝3芦 54

53 ☆斎藤 新栗山 良子氏 河内 洋 新ひだか U・M・A 442－ 81：28．71� 20．8�
59 サワーソップ 牝3栗 54 �島 克駿�三嶋牧場 高柳 大輔 日高 白井牧場 432＋ 81：28．91� 205．0�
35 タガノカノア 牝3栗 54 菱田 裕二八木 昌司氏 岡田 稲男 新冠 八木牧場 428± 0 〃 ハナ 287．7�
815 チョウハンパナイ 牝3鹿 54

51 ▲亀田 温心丸山 隆雄氏 西橋 豊治 浦河 草薙 利昭 472＋ 61：29．53� 217．0�
36 ボッシェボーレン 牝3鹿 54 松田 大作�下河辺牧場 宮本 博 日高 下河辺牧場 462－141：32．2大差 217．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，733，800円 複勝： 43，900，400円 枠連： 10，123，000円
馬連： 41，408，300円 馬単： 19，379，500円 ワイド： 39，219，100円
3連複： 68，698，500円 3連単： 70，249，000円 計： 315，711，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 160円 � 1，280円 � 260円 枠 連（1－2） 2，990円

馬 連 �� 14，200円 馬 単 �� 25，490円

ワ イ ド �� 3，540円 �� 490円 �� 6，480円

3 連 複 ��� 25，730円 3 連 単 ��� 168，640円

票 数

単勝票数 計 227338 的中 � 45401（2番人気）
複勝票数 計 439004 的中 � 89398（2番人気）� 6656（10番人気）� 42240（5番人気）
枠連票数 計 101230 的中 （1－2） 2622（10番人気）
馬連票数 計 414083 的中 �� 2259（33番人気）
馬単票数 計 193795 的中 �� 570（61番人気）
ワイド票数 計 392191 的中 �� 2719（30番人気）�� 22793（4番人気）�� 1473（42番人気）
3連複票数 計 686985 的中 ��� 2002（65番人気）
3連単票数 計 702490 的中 ��� 302（414番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．4―11．7―12．2―13．3―14．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．7―34．1―45．8―58．0―1：11．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．4―3F39．7
3 16－4（7，13）14，8（3，12）（6，11）1，9－（2，15）－10，5 4 16－4－13（7，14）（3，12）8－（1，11）－9（2，6）（15，10）5

勝馬の
紹 介

タガノハイライト �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2019．9．22 阪神4着

2017．4．11生 牝3青鹿 母 タガノイノセンス 母母 ウッドフェアリー 3戦1勝 賞金 8，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ボッシェボーレン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年4月20日まで平地競

走に出走できない。

06074 3月20日 晴 良 （2阪神1） 第7日 第2競走 ��1，800�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 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

22 ロードセッション 牡3鹿 56 和田 竜二 �ロードホースクラブ 高橋 義忠 新ひだか ケイアイファーム 494± 01：55．8 2．4�
33 ソルトクリスタル 牡3鹿 56

53 ▲亀田 温心杉浦 敏夫氏 木原 一良 新ひだか 広田牧場 482＋ 21：57．18 77．1�
11 レ ラ シ オ ン 牡3青鹿56 高倉 稜朽名 誠氏 渡辺 薫彦 日高 鹿戸 和幸 518 ― 〃 クビ 29．3�
812 キングダムウイナー 牡3鹿 56 佐藤 友則ライオンレースホース� 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 492＋ 41：57．2� 11．7�

（笠松）

69 ローレルオルブラン 牡3芦 56 浜中 俊 �ローレルレーシング 飯田 雄三 新冠 ハシモトフアーム 480＋ 41：57．62� 15．3�
68 サクラサーブル 牡3黒鹿 56

55 ☆岩田 望来�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 524－ 21：57．7クビ 7．8	
44 スマートコマンダー 牡3青鹿 56

55 ☆斎藤 新大川 徹氏 安田 隆行 新ひだか 静内山田牧場 468－ 61：58．12� 8．0

813 ジョウショーカーブ 牡3栗 56 国分 恭介熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 五丸農場 468－ 2 〃 クビ 176．7�
710 ヒッポカンポス 牡3鹿 56 酒井 学山口 敦広氏 渡辺 薫彦 日高 モリナガファーム 470＋ 41：59．27 156．9�
57 メイショウヒトハル 牝3黒鹿54 武 豊松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 470－ 41：59．3クビ 4．4
56 フウジンジョー 牡3鹿 56 幸 英明河内 孝夫氏 岡田 稲男 新冠 中地 康弘 526＋ 42：01．2大差 33．1�
45 ルールオブサム 牡3黒鹿56 福永 祐一前田 幸治氏 笹田 和秀 様似 猿倉牧場 476＋10 （競走中止） 7．6�
711 ロードデルタ 牡3鹿 56 藤懸 貴志 �ロードホースクラブ 高柳 大輔 浦河 ヒダカフアーム 492± 0 （競走中止） 364．6�
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売 得 金
単勝： 29，032，900円 複勝： 35，047，100円 枠連： 6，329，300円
馬連： 38，056，500円 馬単： 17，083，800円 ワイド： 32，057，800円
3連複： 54，605，200円 3連単： 61，529，500円 計： 273，742，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 1，110円 � 630円 枠 連（2－3） 6，300円

馬 連 �� 8，030円 馬 単 �� 10，510円

ワ イ ド �� 2，530円 �� 1，040円 �� 12，310円

3 連 複 ��� 35，330円 3 連 単 ��� 185，090円

票 数

単勝票数 計 290329 的中 � 93203（1番人気）
複勝票数 計 350471 的中 � 94642（1番人気）� 6150（10番人気）� 11497（9番人気）
枠連票数 計 63293 的中 （2－3） 778（16番人気）
馬連票数 計 380565 的中 �� 3671（27番人気）
馬単票数 計 170838 的中 �� 1218（41番人気）
ワイド票数 計 320578 的中 �� 3248（27番人気）�� 8240（12番人気）�� 651（58番人気）
3連複票数 計 546052 的中 ��� 1159（81番人気）
3連単票数 計 615295 的中 ��� 241（441番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．3―37．4―50．1―1：02．9―1：16．0―1：29．2―1：42．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．9―3F39．8
1
3
・（4，7）5（6，9）－3－2，8（1，13）（10，11，12）・（4，7）9，2（6，3，13）8（1，5）－10－12

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

勝馬の
紹 介

ロードセッション �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 Storm Cat デビュー 2020．1．12 京都14着

2017．3．4生 牡3鹿 母 ジャズキャット 母母 Barbicue Sauce 3戦1勝 賞金 6，400，000円
〔競走中止〕 ロードデルタ号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため向正面で競走中止。

ルールオブサム号は，競走中に異常歩様となったため最後の直線コースで競走中止。
〔調教再審査〕 ルールオブサム号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フウジンジョー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年4月20日まで平地競走

に出走できない。
※レラシオン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

第１回 阪神競馬 第７日



06075 3月20日 晴 良 （2阪神1） 第7日 第3競走 ��1，200�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 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．7

重
重

57 プリサイスショット 牡3鹿 56 水口 優也山上 和良氏 吉田 直弘 浦河 小林 仁 506＋ 41：14．3 2．8�
712 ペプチドシンデレラ 牝3鹿 54 松山 弘平沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 430－ 21：14．4� 8．3�
46 レインボービーム 牡3黒鹿56 中谷 雄太北原光一郎氏 加藤 和宏 新ひだか カタオカステーブル 468± 01：15．03� 37．5�
22 タイセイブルース �3鹿 56 幸 英明田中 成奉氏 大橋 勇樹 浦河 ディアレスト

クラブ 434 ― 〃 クビ 27．5�
814 カツノセヴンス 牡3鹿 56

53 ▲泉谷 楓真勝野産業� 伊藤 伸一 日高 モリナガファーム 462－ 21：15．1クビ 19．9�
610 テイエムワールド 牡3鹿 56 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 岩見牧場 454－ 21：15．63 45．5	
69 グッドストーム 牡3青鹿56 川須 栄彦杉立 恭平氏 宮 徹 新冠 小泉牧場 510－ 6 〃 クビ 4．0

45 マリンディーヴァ 牝3黒鹿 54

53 ☆斎藤 新一村 哲也氏 安田 翔伍 日高 高山牧場 444 ― 〃 アタマ 11．8�
11 マテラハピネス 牝3鹿 54 松若 風馬大野 照旺氏 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444＋ 21：15．92 103．6�
711 フ レ ガ ー タ 牡3鹿 56

54 △団野 大成加藤 徹氏 荒川 義之 日高 広富牧場 430 ―1：16．1� 62．2
813 ピュアスマート 牝3芦 54 和田 竜二田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 406－ 41：16．95 3．6�
34 シティリズム 牝3鹿 54 荻野 極飯田 正剛氏 吉村 圭司 新ひだか 千代田牧場 430＋ 41：17．0クビ 120．8�
58 コ ッ ポ ラ 牡3鹿 56 長岡 禎仁松田 整二氏 杉山 晴紀 浦河 富塚ファーム 444－ 21：17．63� 237．9�

（13頭）
33 メイショウワダマ 牝3栗 54

53 ☆岩田 望来松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 絵笛牧場 ― ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 22，370，000円 複勝： 32，691，200円 枠連： 6，625，600円
馬連： 38，334，200円 馬単： 18，052，100円 ワイド： 33，756，600円
3連複： 56，196，400円 3連単： 66，394，500円 計： 274，420，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 220円 � 670円 枠 連（5－7） 1，030円

馬 連 �� 1，060円 馬 単 �� 1，860円

ワ イ ド �� 440円 �� 710円 �� 2，720円

3 連 複 ��� 4，950円 3 連 単 ��� 19，590円

票 数

単勝票数 差引計 223700（返還計 1056） 的中 � 62378（1番人気）
複勝票数 差引計 326912（返還計 1042） 的中 � 86770（1番人気）� 36417（4番人気）� 8757（8番人気）
枠連票数 差引計 66256（返還計 4 ） 的中 （5－7） 4951（4番人気）
馬連票数 差引計 383342（返還計 6259） 的中 �� 27993（4番人気）
馬単票数 差引計 180521（返還計 2550） 的中 �� 7270（6番人気）
ワイド票数 差引計 337566（返還計 3437） 的中 �� 21018（4番人気）�� 12281（7番人気）�� 2941（26番人気）
3連複票数 差引計 561964（返還計 13473） 的中 ��� 8502（18番人気）
3連単票数 差引計 663945（返還計 18577） 的中 ��� 2457（58番人気）

ハロンタイム 12．1―11．2―11．9―12．0―13．1―14．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．3―35．2―47．2―1：00．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．0―3F39．1
3 ・（12，13，9，14）7，6，5（1，8）10－2－4－11 4 ・（12，13，9，14）（7，6）－5（8，10）1，2－4＝11
市場取引馬

勝馬の
紹 介

プリサイスショット �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2020．1．18 京都3着

2017．4．10生 牡3鹿 母 ティアップダイヤ 母母 ポンパドール 4戦1勝 賞金 7，170，000円
〔出走取消〕 メイショウワダマ号は，疾病〔左前肢挫創〕のため出走取消。
〔3走成績による出走制限〕 シティリズム号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年5月20日まで平地競走に出走できない。
※カツノセヴンス号・レインボービーム号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

06076 3月20日 晴 良 （2阪神1） 第7日 第4競走 ��
��2，000�3歳未勝利

発走11時20分 （ダート・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
2：01．0
2：01．0

不良
不良

69 ウインダークローズ 牡3青鹿56 国分 優作�ウイン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 494＋ 22：09．7 13．8�
57 マジックウォリアー 牡3鹿 56 和田 竜二吉田 晴哉氏 杉山 晴紀 安平 追分ファーム 516＋ 42：09．8� 4．4�
11 エブリワンブラック 牡3鹿 56 武 豊 DMMドリームクラブ� 武 幸四郎 日高 ヤナガワ牧場 488－ 42：10．01 7．3�
58 アベックフォルス 牡3鹿 56 浜中 俊田中 義明氏 加藤士津八 浦河 笠松牧場 486－ 22：10．31� 2．0�
814 ブライトアイズ 牝3栗 54 �島 克駿飯田 正剛氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 476＋ 22：11．15 23．7�
712 クリノターハイ 牡3栗 56 幸 英明栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 永村 侑 482± 02：11．31	 112．6	
610 クリノビックスター 牡3鹿 56

55 ☆森 裕太朗栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 日高 宝寄山 拓樹 462＋ 22：11．51 136．2

34 サ ン テ ル ノ 牡3栗 56

55 ☆岩田 望来 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 506－ 4 〃 ハナ 9．3�
46 ライフオブリバイブ 牡3鹿 56 �島 良太中辻 明氏 牧浦 充徳 新ひだか 田上 徹 462± 02：11．71	 127．4
33 プリンセスシューズ 牝3鹿 54

52 △団野 大成呉本 昌時氏 高柳 大輔 新ひだか チャンピオンズファーム 458± 02：12．01� 13．4�
711 クレアトゥール 牡3鹿 56

53 ▲亀田 温心 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 田所 秀孝 新ひだか 矢野牧場 458＋ 22：12．21	 201．5�

45 デルマラピス 牡3芦 56
55 ☆川又 賢治浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 518＋ 22：12．51� 72．6�

813
 ミラードムーン 牡3鹿 56
55 ☆西村 淳也ゴドルフィン 須貝 尚介 英 Miss K.

Rausing B504－ 62：13．77 21．2�
22 タ ガ ノ ミ ミ 牝3鹿 54 太宰 啓介八木 良司氏 西園 正都 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 446－ 62：22．3大差 85．5�
（14頭）

売 得 金
単勝： 24，992，900円 複勝： 34，220，700円 枠連： 9，935，200円
馬連： 40，514，300円 馬単： 20，708，400円 ワイド： 36，559，900円
3連複： 59，165，500円 3連単： 68，040，000円 計： 294，136，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，380円 複 勝 � 380円 � 210円 � 240円 枠 連（5－6） 880円

馬 連 �� 2，460円 馬 単 �� 5，590円

ワ イ ド �� 700円 �� 1，940円 �� 770円

3 連 複 ��� 8，170円 3 連 単 ��� 51，490円

票 数

単勝票数 計 249929 的中 � 14459（6番人気）
複勝票数 計 342207 的中 � 20518（6番人気）� 47263（2番人気）� 37879（4番人気）
枠連票数 計 99352 的中 （5－6） 8707（5番人気）
馬連票数 計 405143 的中 �� 12752（9番人気）
馬単票数 計 207084 的中 �� 2778（18番人気）
ワイド票数 計 365599 的中 �� 13785（7番人気）�� 4630（19番人気）�� 12318（8番人気）
3連複票数 計 591655 的中 ��� 5425（24番人気）
3連単票数 計 680400 的中 ��� 958（156番人気）

ハロンタイム 13．1―11．2―12．4―14．3―13．5―13．2―13．1―12．7―12．9―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―24．3―36．7―51．0―1：04．5―1：17．7―1：30．8―1：43．5―1：56．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F38．9
1
3
9，13（4，8）7，2，14，6（12，11）（3，10）1－5
9，13（4，8）7（14，11）（6，1）12－10，2－3，5

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

勝馬の
紹 介

ウインダークローズ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2019．9．22 阪神12着

2017．3．17生 牡3青鹿 母 ベ リ ー フ 母母 ダイアモンドコア 9戦1勝 賞金 7，850，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タガノミミ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年4月20日まで平地競走に出

走できない。
〔3走成績による出走制限〕 クレアトゥール号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年5月20日まで平地競走に出走できな

い。



06077 3月20日 晴 良 （2阪神1） 第7日 第5競走 ��
��1，800�3歳新馬

発走12時10分 （ダート・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

35 リーガルマナー 牡3鹿 56 川田 将雅吉田 勝己氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 496 ―1：55．7 1．3�
23 ヴェラアズール 牡3青 56 福永 祐一 �キャロットファーム 渡辺 薫彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 514 ―1：56．12� 17．6�
612 トキノソマリ 牡3鹿 56 松山 弘平田中 準市氏 寺島 良 新冠 村田牧場 506 ―1：56．63 10．7�
11 クールシャイン 牡3栗 56 柴田 未崎林 進氏 飯田 雄三 浦河 浦河日成牧場 492 ―1：57．13 60．7�
36 シンゼンデレヤ 牡3鹿 56 城戸 義政原 司郎氏 荒川 義之 新冠 川上牧場 528 ―1：57．31� 113．9�
59 スティーヴン 牡3鹿 56

55 ☆岩田 望来林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 472 ―1：57．83 20．2	
713 ア ヴ グ ラ ン 牡3鹿 56 	島 良太 
カナヤマホール

ディングス 高柳 大輔 日高 白井牧場 484 ―1：58．22� 71．2�
24 マルカシュタルク 牡3栗 56 荻野 琢真日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 486 ―1：59．47 23．4�
816 ヴァルシャー 牡3青鹿56 国分 恭介 
カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 浦河 辻 牧場 B516 ―1：59．72 43．6
12 アイスジェイド 牡3鹿 56 秋山真一郎 �キャロットファーム 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 476 ―1：59．8クビ 17．1�
815 ス コ ー レ 牡3鹿 56 和田 竜二金子真人ホール

ディングス
 池江 泰寿 日高 白井牧場 540 ― 〃 ハナ 11．9�
47 ショーラッシュ 牡3黒鹿 56

54 △団野 大成吉冨 学氏 斉藤 崇史 新冠 大狩部牧場 B516 ―2：00．43� 79．7�
714 スマートオーブ 牡3栗 56 酒井 学大川 徹氏 西園 正都 浦河 桑田牧場 554 ―2：01．67 90．4�
510 ケンタッキーホーム 牡3栗 56 国分 優作三田 昌宏氏 五十嵐忠男 平取 高橋 啓 512 ―2：02．13 77．5�
48 ベルシャキャンディ 牝3鹿 54 	島 克駿鈴木 義孝氏 吉田 直弘 新冠 川上牧場 446 ―2：04．1大差 96．9�
611 サウンドアベニュー 牡3栗 56

55 ☆森 裕太朗増田 雄一氏 吉田 直弘 新冠 飛渡牧場 474 ―2：07．4大差 85．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，611，600円 複勝： 75，025，900円 枠連： 8，501，500円
馬連： 38，043，800円 馬単： 25，662，600円 ワイド： 35，621，200円
3連複： 57，614，500円 3連単： 91，438，000円 計： 363，519，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 270円 � 200円 枠 連（2－3） 440円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 940円

ワ イ ド �� 400円 �� 370円 �� 1，380円

3 連 複 ��� 1，920円 3 連 単 ��� 4，750円

票 数

単勝票数 計 316116 的中 � 188463（1番人気）
複勝票数 計 750259 的中 � 522810（1番人気）� 23227（7番人気）� 35183（2番人気）
枠連票数 計 85015 的中 （2－3） 14912（1番人気）
馬連票数 計 380438 的中 �� 35718（3番人気）
馬単票数 計 256626 的中 �� 20388（3番人気）
ワイド票数 計 356212 的中 �� 23789（4番人気）�� 26014（2番人気）�� 5929（13番人気）
3連複票数 計 576145 的中 ��� 22415（3番人気）
3連単票数 計 914380 的中 ��� 13948（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．4―25．3―39．3―52．5―1：05．2―1：18．1―1：30．8―1：42．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リーガルマナー �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 シンボリクリスエス 初出走

2017．2．13生 牡3鹿 母 エレガントマナー 母母 ネオクラシック 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔制裁〕 ヴェラアズール号の騎手福永祐一は，4コーナー手前で外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：9番・15番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ケンタッキーホーム号・ベルシャキャンディ号・サウンドアベニュー号は，「タイムオーバーによる出

走制限」のため，令和2年4月20日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 ヴェルシャール号・ウォーデコラシオン号・カッツミー号・サニーシェルブール号・プロミストウォリア号・

メイショウコホク号・メイショウヒノヤマ号・レラシオン号

06078 3月20日 晴 良 （2阪神1） 第7日 第6競走 ��1，800�3歳未勝利
発走12時40分 （芝・右・外）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．4
1：43．9

良
良

48 フ ア ナ 牝3鹿 54 福永 祐一近藤 英子氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 420－ 41：47．9 2．7�
36 ラルナブリラーレ 牝3鹿 54 川田 将雅 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 462－ 21：48．11� 4．4�
24 ム ジ カ 牝3鹿 54 幸 英明杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新ひだか 前谷 武志 430－ 21：48．31� 5．9�
35 チ ャ イ カ 牝3鹿 54 松山 弘平谷掛 龍夫氏 今野 貞一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450－ 8 〃 ハナ 5．2�
612 カレンブラッキーナ 牝3青鹿54 秋山真一郎鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 436－ 21：49．04 22．2�
713 ヴィオリーナ 牝3黒鹿54 和田 竜二 	ロードホースクラブ 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム 452 ― 〃 クビ 13．0

816 ショウナンラクエン 牝3黒鹿54 柴山 雄一国本 哲秀氏 梅田 智之 新ひだか 静内フアーム 462－ 81：49．42� 29．7�
47 カ サ ド ー ラ 牝3鹿 54 �島 克駿	ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社

ノースヒルズ 430 ―1：49．5� 189．9�
59 ピンクレガシー 牝3鹿 54 藤岡 康太 	グリーンファーム藤岡 健一 千歳 社台ファーム 440－ 41：49．71� 11．8
510 エンカンタドーラ 牝3鹿 54 武 豊 	カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 新ひだか 畠山牧場 438－ 81：49．8� 67．3�
23 ラスティングラヴ 牝3鹿 54 浜中 俊水上ふじ子氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 506 ―1：50．33 88．9�
714 チ ャ ン チ キ 牝3黒鹿54 松若 風馬	G1レーシング 杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 456 ―1：50．62 70．4�
611 ルリエーヴル 牝3鹿 54

53 ☆西村 淳也 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 452 ―1：51．13 70．5�
12 クッキーショット 牝3青鹿 54

52 △団野 大成 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 408－ 21：51．31� 291．1�
815 ル ア オ レ 牝3鹿 54 酒井 学	錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 454± 01：51．61� 543．1�
11 ニコブリランテ 牝3栗 54

53 ☆斎藤 新 	ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 河内 洋 新ひだか 木村 秀則 470 ―1：52．66 336．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，467，100円 複勝： 62，601，000円 枠連： 9，158，900円
馬連： 56，849，100円 馬単： 25，721，100円 ワイド： 52，441，600円
3連複： 82，195，400円 3連単： 90，393，500円 計： 419，827，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 120円 � 150円 � 160円 枠 連（3－4） 350円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，260円

ワ イ ド �� 280円 �� 310円 �� 370円

3 連 複 ��� 870円 3 連 単 ��� 3，920円

票 数

単勝票数 計 404671 的中 � 117742（1番人気）
複勝票数 計 626010 的中 � 160837（1番人気）� 94918（3番人気）� 89543（4番人気）
枠連票数 計 91589 的中 （3－4） 19726（1番人気）
馬連票数 計 568491 的中 �� 61601（1番人気）
馬単票数 計 257211 的中 �� 15251（3番人気）
ワイド票数 計 524416 的中 �� 48552（2番人気）�� 42751（3番人気）�� 34289（5番人気）
3連複票数 計 821954 的中 ��� 70759（1番人気）
3連単票数 計 903935 的中 ��� 16706（1番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―11．6―12．5―12．7―12．4―11．3―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．9―35．5―48．0―1：00．7―1：13．1―1：24．4―1：35．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フ ア ナ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．1．19 京都2着

2017．1．27生 牝3鹿 母 イ サ ベ ル 母母 スカーレット 2戦1勝 賞金 7，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ニコブリランテ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年4月20日まで平地競走

に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 マコトカンゼミズ号



06079 3月20日 晴 良 （2阪神1） 第7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）（500万円以下）

牝；負担重量は，55�
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

44 テ オ レ ー マ 牝4鹿 55 川田 将雅水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 470－ 21：54．8 1．4�
22 � リーピングリーズン 牝4青鹿 55

54 ☆岩田 望来 �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 494－ 6 〃 アタマ 10．4�
55 マ ナ ロ ー ラ 牝6黒鹿55 松山 弘平前田 幸治氏 �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 484－ 2 〃 クビ 12．2�
33 サルサレイア 牝4栗 55 福永 祐一菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 村上 欽哉 484± 01：54．9クビ 3．1�
11 エターナルディーバ 牝4栗 55

54 ☆西村 淳也 �社台レースホース清水 久詞 千歳 社台ファーム B442± 01：57．1大差 18．6	
（5頭）

売 得 金
単勝： 25，037，300円 複勝： 55，601，300円 枠連： 発売なし
馬連： 21，879，500円 馬単： 22，333，300円 ワイド： 18，321，100円
3連複： 25，272，900円 3連単： 135，415，000円 計： 303，860，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 220円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 800円

ワ イ ド �� 270円 �� 420円 �� 760円

3 連 複 ��� 1，440円 3 連 単 ��� 4，040円

票 数

単勝票数 計 250373 的中 � 140396（1番人気）
複勝票数 計 556013 的中 � 417260（1番人気）� 29522（3番人気）
馬連票数 計 218795 的中 �� 24982（2番人気）
馬単票数 計 223333 的中 �� 20933（3番人気）
ワイド票数 計 183211 的中 �� 19277（2番人気）�� 11098（4番人気）�� 5554（8番人気）
3連複票数 計 252729 的中 ��� 13140（4番人気）
3連単票数 計1354150 的中 ��� 24256（11番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．1―39．0―51．8―1：04．5―1：17．2―1：29．8―1：41．9

コーナー
通過順位

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

2
4
・（1，2）－4（3，5）
2（1，4）3，5

勝馬の
紹 介

テ オ レ ー マ 

�
父 ジャスタウェイ 


�
母父 Sea The Stars デビュー 2019．1．20 京都11着

2016．2．2生 牝4鹿 母 スターズアラインド 母母 Senora Galilei 10戦2勝 賞金 23，250，000円
〔制裁〕 テオレーマ号の調教師石坂正は，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。

06080 3月20日 晴 良 （2阪神1） 第7日 第8競走 ��
��2，400�4歳以上1勝クラス

発走13時50分 （500万円以下） （芝・右・外）
負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
2：24．1
2：20．6

良
良

88 マイスターシャーレ 牡5鹿 57 川田 将雅�山紫水明 中内田充正 日高 下河辺牧場 506＋342：28．0 1．6�
22 レッドエンヴィー 牡4鹿 56

55 ☆西村 淳也 �東京ホースレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B492＋ 22：28．21� 9．2�
11 エスピリトゥオーゾ 牡6栗 57 酒井 学名古屋友豊� 木原 一良 新冠 オリエント牧場 484＋242：28．41� 15．1�
55 	 スターオブジーン 牡4鹿 56

53 ▲亀田 温心光安 了氏 田所 秀孝 日高 広富牧場 370＋ 2 〃 クビ 17．5�
77 ビオレイメル 牝4栗 54

51 ▲泉谷 楓真ケーエスHD 本田 優 新ひだか 前谷 武志 478－ 22：29．46 6．2�
33 クリエイトザライフ 
4栗 56

55 ☆岩田 望来飯田 正剛氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 472＋ 22：29．82� 20．5	
44 シエラネバダ 
5芦 57 松山 弘平金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 506－ 62：30．01� 5．0

66 	 クリノハプスブルク 牡6鹿 57 佐藤 友則栗本 博晴氏 天間 昭一 青森 諏訪牧場 462－ 8 〃 クビ 141．4�

（笠松）

（8頭）

売 得 金
単勝： 31，240，500円 複勝： 33，623，200円 枠連： 発売なし
馬連： 43，693，000円 馬単： 26，724，300円 ワイド： 30，725，200円
3連複： 52，453，300円 3連単： 128，668，800円 計： 347，128，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 170円 � 220円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 620円

ワ イ ド �� 250円 �� 340円 �� 770円

3 連 複 ��� 1，550円 3 連 単 ��� 4，030円

票 数

単勝票数 計 312405 的中 � 150928（1番人気）
複勝票数 計 336232 的中 � 144522（1番人気）� 37331（3番人気）� 24258（5番人気）
馬連票数 計 436930 的中 �� 57422（3番人気）
馬単票数 計 267243 的中 �� 32089（2番人気）
ワイド票数 計 307252 的中 �� 34633（3番人気）�� 22917（4番人気）�� 8918（13番人気）
3連複票数 計 524533 的中 ��� 25315（6番人気）
3連単票数 計1286688 的中 ��� 23097（12番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．1―24．4―37．4―50．4―1：02．9―1：15．3―1：27．7―1：40．1―1：52．1―2：03．6―2：15．3

コーナー
通過順位

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

2
4
1，2，8，7（6，3）4，5
1，8，2（7，4，3）（5，6）

勝馬の
紹 介

マイスターシャーレ �

父 ディープインパクト �


母父 キングカメハメハ デビュー 2017．8．20 札幌3着

2015．5．19生 牡5鹿 母 ウィステリアアーチ 母母 バービキャット 7戦2勝 賞金 18，536，000円
〔制裁〕 エスピリトゥオーゾ号の騎手酒井学は，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）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



06081 3月20日 晴 良 （2阪神1） 第7日 第9競走 ��
��1，200�さ わ ら び 賞

発走14時25分 （芝・右）
3歳，1勝クラス（500万円以下）；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，100，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，010，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

11 カバジェーロ 牡3鹿 56 �島 克駿�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社
ノースヒルズ 482－ 61：09．3 5．4�

35 ヒ バ リ 牝3黒鹿54 福永 祐一�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 412± 0 〃 ハナ 22．0�
612 グランマリアージュ 牝3鹿 54 松山 弘平 �グリーンファーム牧浦 充徳 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 456± 01：10．04 4．2�
611 ローランダー 牝3栗 54 国分 恭介山下 良子氏 湯窪 幸雄 熊本 本田 土寿 452－ 1 〃 クビ 135．4�
815 グランフェスタ 牡3黒鹿56 菱田 裕二市川義美ホール

ディングス� 武 幸四郎 浦河 伏木田牧場 442± 01：10．1� 17．8�
48 ル ク ル ト 牡3鹿 56 武 豊市川義美ホール

ディングス� 吉村 圭司 日高 白井牧場 444＋ 41：10．2� 11．9	
24 	 コウエイバクシン 牡3鹿 56 松若 風馬伊東 政清氏 森 秀行 米 Don Mattox &

Pam Mattox 446＋ 2 〃 アタマ 8．0

816 ルガーサント 牝3青鹿54 藤岡 康太�ターフ・スポート西村 真幸 浦河 谷川牧場 434＋ 61：10．3
 20．7�
714 エ イ リ ア ス 牡3鹿 56 岡田 祥嗣 �サンデーレーシング 浅見 秀一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470－ 81：10．51 52．1
713 シャイニーズラン 牡3鹿 56 和田 竜二田畑 利彦氏 森田 直行 日高 浜本牧場 456± 0 〃 ハナ 7．6�
23 キョウワセイヴァー 牡3鹿 56 西村 淳也�協和牧場 笹田 和秀 新冠 協和牧場 B500－ 41：10．81
 5．5�
510� エイシンパラディン 牡3黒鹿56 川又 賢治�栄進堂 渡辺 薫彦 様似 清水 誠一 464＋ 61：11．11
 107．4�
59 � ア ニ マ ー ダ 牡3青鹿56 佐藤 友則 �グランデオーナーズ 井上 孝彦 新ひだか ヒサイファーム 480＋ 6 〃 クビ 253．0�

（笠松） （笠松）

12 マコトジェムチュク 牝3黒鹿54 荻野 琢真�ディアマント 寺島 良 千歳 社台ファーム 396－101：11．41
 95．0�
47 ラインガルーダ 牡3鹿 56 幸 英明大澤 繁昌氏 松永 昌博 浦河 日進牧場 470± 01：12．57 8．8�

（15頭）
36 シゲルキンセイ 牡3鹿 56 斎藤 新森中 蕃氏 五十嵐忠男 新冠 カミイスタット ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 38，841，300円 複勝： 61，457，500円 枠連： 16，412，900円
馬連： 91，374，100円 馬単： 33，371，200円 ワイド： 66，204，100円
3連複： 141，479，800円 3連単： 138，092，300円 計： 587，233，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 260円 � 540円 � 160円 枠 連（1－3） 7，250円

馬 連 �� 4，990円 馬 単 �� 8，530円

ワ イ ド �� 1，660円 �� 470円 �� 1，660円

3 連 複 ��� 7，330円 3 連 単 ��� 46，130円

票 数

単勝票数 差引計 388413（返還計 248） 的中 � 56678（2番人気）
複勝票数 差引計 614575（返還計 223） 的中 � 57880（5番人気）� 23020（10番人気）� 132114（1番人気）
枠連票数 差引計 164129（返還計 8 ） 的中 （1－3） 1754（22番人気）
馬連票数 差引計 913741（返還計 845） 的中 �� 14174（24番人気）
馬単票数 差引計 333712（返還計 382） 的中 �� 2931（40番人気）
ワイド票数 差引計 662041（返還計 567） 的中 �� 9843（23番人気）�� 39250（1番人気）�� 9806（24番人気）
3連複票数 差引計1414798（返還計 3111） 的中 ��� 14470（24番人気）
3連単票数 差引計1380923（返還計 3869） 的中 ��� 2170（159番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．6―11．3―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―34．2―45．5―57．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F35．1
3 ・（1，3，7）（5，4）－11（2，10，13）（8，16）（9，12）－（14，15） 4 ・（1，3）（7，4）5，11（2，13，16）8（9，10，12，15）14

勝馬の
紹 介

カバジェーロ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2019．12．22 阪神1着

2017．4．28生 牡3鹿 母 ラ ベ 母母 クイーンリザーブ 4戦2勝 賞金 17，443，000円
〔出走取消〕 シゲルキンセイ号は，疾病〔右後肢挫創〕のため出走取消。
〔その他〕 ラインガルーダ号は，競走中に疾病〔右後肢跛行〕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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 クラシックココア号・ボンボヤージ号・メイショウマサヒメ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

06082 3月20日 晴 良 （2阪神1） 第7日 第10競走 ��1，400�
しゅくがわ

夙 川 特 別
発走15時00分 （ダート・右）

4歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000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 オンザロックス 牡7鹿 57 川田 将雅稻井田有司氏 森 秀行 新冠 ベルモント
ファーム 492－ 21：24．6 7．2�

59 � ドウドウキリシマ 牡4栗 57 松山 弘平西村新一郎氏 村山 明 新ひだか 田原橋本牧場 B484＋10 〃 クビ 2．9�
611 ダンケシェーン �5栗 57 福永 祐一 �ローレルレーシング 昆 貢 新冠 村田牧場 480＋ 21：25．02� 17．6�
12 サトノゲイル 牡5青鹿57 幸 英明 �サトミホースカンパニー 高橋 康之 日高 下河辺牧場 476＋ 21：25．1� 12．0�
714 プロネルクール 牝5鹿 55 団野 大成�G1レーシング 千田 輝彦 千歳 社台ファーム B494－ 81：25．31	 174．9�
713 セトノシャトル 牡5栗 57 菱田 裕二�アスール 鈴木 孝志 日高 滝本 健二 B532＋101：25．4クビ 26．5	
815 グランセノーテ 牡7栗 57 和田 竜二安原 浩司氏 
島 一歩 新ひだか 岡田牧場 528－121：25．61� 35．6

47 シャイニーロック 牡4鹿 57 松若 風馬小林 昌志氏 佐々木晶三 平取 川向高橋育

成牧場 506＋ 41：25．7� 21．9�
23 プロトイチバンボシ 牡4栗 57 杉原 誠人飯田 真也氏 浅野洋一郎 日高 中館牧場 504－ 6 〃 アタマ 68．2�
11 サ ン キ ュ ー 牡7栗 57 浜中 俊市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 新ひだか 服部 健太郎 526＋ 41：26．12� 10．0
35 アスクハードスパン 牡5鹿 57 武 豊廣崎利洋HD� 河内 洋 新冠 川上牧場 544± 0 〃 ハナ 3．9�
48 ケイアイビリジアン 牡4栗 57 秋山真一郎亀田 和弘氏 奥平 雅士 日高 ヤナガワ牧場 520－ 21：26．2� 12．0�
612 コスモビスティー 牡5鹿 57 川須 栄彦岡田 繁幸氏 松山 将樹 浦河 伏木田牧場 480－ 41：26．51� 106．0�
510 ケルティックソード 牡7栗 57 藤岡 康太吉田 晴哉氏 新谷 功一 浦河 笠松牧場 500＋ 81：26．71	 37．1�
816 イ モ ー タ ル �7青鹿57 西村 淳也金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 520＋ 61：27．65 53．6�
24 リ ガ ス 牡6芦 57 国分 優作 �カナヤマホール

ディングス 坂口 智康 日高 新井 昭二 506－141：28．98 110．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 44，406，300円 複勝： 79，379，800円 枠連： 23，213，700円
馬連： 117，499，000円 馬単： 42，131，000円 ワイド： 84，740，100円
3連複： 181，921，300円 3連単： 198，485，100円 計： 771，776，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 210円 � 130円 � 550円 枠 連（3－5） 360円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 2，390円

ワ イ ド �� 400円 �� 1，600円 �� 1，240円

3 連 複 ��� 6，380円 3 連 単 ��� 33，840円

票 数

単勝票数 計 444063 的中 � 48697（3番人気）
複勝票数 計 793798 的中 � 90658（3番人気）� 221740（1番人気）� 25577（7番人気）
枠連票数 計 232137 的中 （3－5） 48682（1番人気）
馬連票数 計1174990 的中 �� 91708（2番人気）
馬単票数 計 421310 的中 �� 13167（5番人気）
ワイド票数 計 847401 的中 �� 59176（2番人気）�� 12853（18番人気）�� 16854（12番人気）
3連複票数 計1819213 的中 ��� 21359（18番人気）
3連単票数 計1984851 的中 ��� 4252（86番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．3―12．3―12．4―12．8―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．9―34．2―46．5―58．9―1：11．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オンザロックス �
�
父 サムライハート �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2015．9．20 阪神6着

2013．4．23生 牡7鹿 母 ベルモントエルメス 母母 ミスダンジグ 39戦3勝 賞金 85，893，000円
［他本会外：3戦1勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リガス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年4月20日まで平地競走に出走

できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 グトルフォス号・ニューモニュメント号・フクノグリュック号・ライトオブピース号
（非抽選馬） 3頭 サンビショップ号・スズカゴーディー号・ビッグデータ号

２レース目



06083 3月20日 晴 良 （2阪神1） 第7日 第11競走 ��
��2，200�

あまがさき

尼崎ステークス
発走15時35分 （芝・右）
4歳以上，3勝クラス（1600万円以下），31．3．16以降2．3．15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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000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
2：10．1
2：09．7

良
良

44 ミスディレクション �6黒鹿56 太宰 啓介�ノースヒルズ 武 幸四郎 新冠 株式会社
ノースヒルズ 498－ 62：12．9 9．4�

55 シャイニーゲール 牡6鹿 54 斎藤 新小林 昌志氏 石坂 正 平取 雅 牧場 460＋ 22：13．11� 7．2�
22 バラックパリンカ 牡4黒鹿55 和田 竜二 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 444－102：13．31� 3．1�
11 ローズテソーロ 牝4青鹿53 福永 祐一了德寺健二ホール

ディングス� 金成 貴史 新ひだか 幌村牧場 442－162：13．61� 2．5�
77 ベイビーステップ 牡6鹿 55 岩田 望来大塚 亮一氏 菊川 正達 浦河 杵臼牧場 496＋ 42：13．81	 17．8	
33 タイセイモナーク 牡4鹿 54 藤岡 康太田中 成奉氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 480－ 4 〃 クビ 11．6

66 フィールインラヴ 牡5黒鹿55 松山 弘平大塚 亮一氏 浅見 秀一 浦河 浦河小林牧場 456＋122：13．9クビ 6．7�
78 メイショウカマクラ 牡7青鹿51 松若 風馬松本 好雄氏 上村 洋行 浦河 大島牧場 532－ 82：15．6大差 71．8�

（8頭）
89 サンレイポケット 牡5黒鹿55 荻野 極永井 啓弍氏 高橋 義忠 様似 様似共栄牧場 ― （出走取消）

810 シ ロ ニ イ 牡6白 55 幸 英明金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 52，686，600円 複勝： 61，680，400円 枠連： 15，003，400円
馬連： 130，350，100円 馬単： 57，191，700円 ワイド： 72，087，700円
3連複： 171，378，200円 3連単： 322，145，800円 計： 882，523，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 240円 � 190円 � 130円 枠 連（4－5） 2，760円

馬 連 �� 2，460円 馬 単 �� 5，060円

ワ イ ド �� 720円 �� 490円 �� 290円

3 連 複 ��� 2，050円 3 連 単 ��� 17，320円

票 数

単勝票数 差引計 526866（返還計 4616） 的中 � 44570（5番人気）
複勝票数 差引計 616804（返還計 3815） 的中 � 51925（5番人気）� 76910（4番人気）� 162590（1番人気）
枠連票数 差引計 150034（返還計 1797） 的中 （4－5） 4208（14番人気）
馬連票数 差引計1303501（返還計 16683） 的中 �� 40945（11番人気）
馬単票数 差引計 571917（返還計 6926） 的中 �� 8470（24番人気）
ワイド票数 差引計 720877（返還計 7558） 的中 �� 23446（11番人気）�� 36956（6番人気）�� 69029（2番人気）
3連複票数 差引計1713782（返還計 40748） 的中 ��� 62697（8番人気）
3連単票数 差引計3221458（返還計 79325） 的中 ��� 13481（73番人気）

ハロンタイム 12．5―12．0―11．9―13．1―12．8―12．4―12．1―11．7―11．4―11．2―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．5―24．5―36．4―49．5―1：02．3―1：14．7―1：26．8―1：38．5―1：49．9―2：01．1

コーナー
通過順位

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

2
4
4，5（2，6）7，1－3，8
4，5（2，6）7（3，1）－8

勝馬の
紹 介

ミスディレクション 
�
父 ミスキャスト 

�
母父 Sky Classic デビュー 2016．11．13 京都8着

2014．5．9生 �6黒鹿 母 スウィフトオブフライト 母母 Sails Unfurled 26戦5勝 賞金 88，767，000円
〔出走取消〕 サンレイポケット号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。

シロニイ号は，疾病〔左前肢跛行〕のため出走取消。

06084 3月20日 晴 良 （2阪神1） 第7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）（500万円以下）

負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．7

重
重

77 ワンダーアフィラド 牡4鹿 57 川須 栄彦山本 能成氏 寺島 良 浦河 高昭牧場 B490－ 41：12．5 16．3�
78 シ ョ ウ ブ 牡4鹿 57

54 ▲泉谷 楓真�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 474± 01：12．81� 49．3�
89 シンゼンマックス 牡4栗 57

55 △団野 大成原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 アラキフアーム 468－101：12．9� 5．5�
810 メ デ ィ ク ス 牡4栗 57 太宰 啓介 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 浦河 栄進牧場 468－ 21：13．0� 3．3�
55 アスカノダイチ 牡4栗 57 �島 克駿豊田 智郎氏 川村 禎彦 新ひだか 山際 智 530＋24 〃 ハナ 12．2�
66 	 クリノカサット 牝5栗 55

52 ▲亀田 温心栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 460－ 21：13．63� 17．4	
44 	 ソ ル フ ァ 牝5鹿 55 和田 竜二 �ロードホースクラブ 長谷川浩大 新ひだか ケイアイファーム 496－ 4 〃 ハナ 11．5

11 ノボリソング 牝5鹿 55 国分 優作原田 豊氏 石橋 守 浦河 杵臼牧場 462± 01：13．7� 128．0�
22 	 ノーボーダー 牡5栗 57

56 ☆西村 淳也林 正道氏 清水 久詞 日高 藤本ファーム 498－ 81：14．23 70．9�
33 ファイアーボーラー 牡4黒鹿57 武 豊 シルクレーシング 武 幸四郎 日高 浜本 幸雄 466＋ 41：14．62� 2．2�

（10頭）

売 得 金
単勝： 56，006，300円 複勝： 66，321，300円 枠連： 17，566，900円
馬連： 100，535，000円 馬単： 54，189，800円 ワイド： 74，449，400円
3連複： 132，987，800円 3連単： 258，225，500円 計： 760，282，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，630円 複 勝 � 400円 � 1，120円 � 210円 枠 連（7－7） 20，970円

馬 連 �� 24，470円 馬 単 �� 44，270円

ワ イ ド �� 4，870円 �� 1，220円 �� 3，080円

3 連 複 ��� 34，780円 3 連 単 ��� 304，900円

票 数

単勝票数 計 560063 的中 � 27424（6番人気）
複勝票数 計 663213 的中 � 41740（7番人気）� 12908（8番人気）� 101226（3番人気）
枠連票数 計 175669 的中 （7－7） 649（23番人気）
馬連票数 計1005350 的中 �� 3184（33番人気）
馬単票数 計 541898 的中 �� 918（59番人気）
ワイド票数 計 744494 的中 �� 3870（31番人気）�� 16213（15番人気）�� 6170（25番人気）
3連複票数 計1329878 的中 ��� 2867（67番人気）
3連単票数 計2582255 的中 ��� 614（401番人気）

ハロンタイム 12．3―11．3―11．9―12．1―12．0―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．6―35．5―47．6―59．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．9―3F37．0
3 7，8（2，5）（4，9）3，10，6－1 4 7（8，5）（2，9）（4，10）3，6，1

勝馬の
紹 介

ワンダーアフィラド �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 アンバーシヤダイ デビュー 2018．12．22 阪神12着

2016．3．28生 牡4鹿 母 ブランピュール 母母 パウダースノー 6戦1勝 賞金 7，600，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔発走状況〕 ファイアーボーラー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ファイアーボーラー号は，発走調教再審査。
※出走取消馬 オースミムテキ号（疾病〔右前肢跛行〕のため）

４レース目



（2阪神1）第7日 3月20日 （祝日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 150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

185，210，000円
8，020，000円
23，290，000円
1，330，000円
18，960，000円
60，877，000円
4，125，000円
1，440，000円

勝馬投票券売得金
419，426，600円
641，549，800円
122，870，400円
758，536，900円
362，548，800円
576，183，800円
1，083，968，800円
1，629，077，000円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 5，594，162，100円

総入場人員 0名 （有料入場人員 0名）

特 記 事 項
第1回阪神競馬第7日は，新型コロナウイルスの感染拡大防止のため，無観客で開催を実施した。
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