
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

06085 3月21日 晴 良 （2阪神1） 第8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 5，100，000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

58 ピュアリーグッド 牝3鹿 54 福永 祐一飯田 正剛氏 中尾 秀正 新ひだか 千代田牧場 454＋ 41：56．2 6．6�
611 ペルルドール 牝3栗 54 岩田 康誠寺田 寿男氏 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 470－ 41：56．62� 4．8�
712 リ ピ ネ 牝3鹿 54 藤井勘一郎�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 494－ 61：56．81� 23．9�
34 ワイルドキャット 牝3黒鹿54 菱田 裕二岡田 隆寛氏 西橋 豊治 新ひだか 岡田牧場 430＋ 41：56．9� 30．9�
23 サンデージュピター 牝3鹿 54 武 豊杉野 公彦氏 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 490－ 41：57．0クビ 2．2�
610 ジョウショーリード 牝3黒鹿54 小牧 太熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 柏木 一則 458＋ 41：57．21� 127．6	
59 ワイドディスボン 牝3鹿 54

53 ☆岩田 望来幅田 昌伸氏 笹田 和秀 日高 浦新 徳司 482－ 8 〃 ハナ 21．2

814 ゴ リ ン 牝3鹿 54 荻野 極杉澤 光雄氏 高橋 義忠 新ひだか 前谷 武志 500＋ 41：57．73 299．7�
11 グリムスポンド 牝3鹿 54 川田 将雅吉田 勝己氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 468± 01：57．91� 9．0�
22 タイセイチアーズ 牝3栗 54 松田 大作田中 成奉氏 宮本 博 むかわ 市川牧場 448± 01：58．11� 5．6
35 トラストナオトラ 牝3栗 54

51 ▲亀田 温心菅波 雅巳氏 羽月 友彦 新冠 松浦牧場 466－ 81：58．2クビ 233．6�
713 オスカーステージ 牝3栗 54

51 ▲泉谷 楓真森 保彦氏 西園 正都 新ひだか チャンピオンズファーム 432＋ 22：00．4大差 171．0�
815 クライナークイーン 牝3黒鹿54 藤懸 貴志三宅 勝俊氏 庄野 靖志 日高 高山牧場 466± 02：01．25 50．1�
46 デルママラカイト 牝3青 54 竹之下智昭浅沼 廣幸氏 長谷川浩大 千歳 社台ファーム 462 ―2：03．1大差 164．7�
47 セ ル シ ア ナ 牝3栗 54 岩崎 翼村上 憲政氏 上村 洋行 新ひだか 岡田牧場 412－ 6 （競走中止） 371．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 33，792，200円 複勝： 61，511，500円 枠連： 9，378，300円
馬連： 53，671，700円 馬単： 27，266，200円 ワイド： 52，587，400円
3連複： 89，248，400円 3連単： 106，873，100円 計： 434，328，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 210円 � 210円 � 610円 枠 連（5－6） 1，610円

馬 連 �� 1，530円 馬 単 �� 2，980円

ワ イ ド �� 540円 �� 1，920円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 7，060円 3 連 単 ��� 33，020円

票 数

単勝票数 計 337922 的中 � 40672（4番人気）
複勝票数 計 615115 的中 � 86879（2番人気）� 81270（3番人気）� 21167（7番人気）
枠連票数 計 93783 的中 （5－6） 4492（5番人気）
馬連票数 計 536717 的中 �� 27064（6番人気）
馬単票数 計 272662 的中 �� 6841（10番人気）
ワイド票数 計 525874 的中 �� 26359（5番人気）�� 6733（20番人気）�� 10818（15番人気）
3連複票数 計 892484 的中 ��� 9472（23番人気）
3連単票数 計1068731 的中 ��� 2346（104番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―13．9―13．1―13．0―13．2―13．2―12．6―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．8―37．7―50．8―1：03．8―1：17．0―1：30．2―1：42．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．4―3F39．2
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ピュアリーグッド �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2020．2．22 京都5着

2017．4．17生 牝3鹿 母 マーチャンテイマー 母母 マサコチャン 2戦1勝 賞金 5，700，000円
〔競走中止〕 セルシアナ号は，競走中に疾病〔左第3中手骨粉砕骨折〕を発症し，決勝線手前で転倒したため競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デルママラカイト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年4月21日まで平地競

走に出走できない。

06086 3月21日 晴 良 （2阪神1） 第8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 5，100，000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

24 バ ル ボ ア 牡3芦 56 秋山真一郎 �カナヤマホール
ディングス 飯田 祐史 新冠 村上 欽哉 468－ 61：14．1 23．8�

815 コーラルティアラ 牝3栗 54 横山 典弘 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 和田 勇介 浦河 猿橋 義昭 456－ 41：14．2� 3．7�

714 ワンダーウィッタヤ 牡3栗 56 松山 弘平山本 能成氏 吉村 圭司 新ひだか フクダファーム 456 ―1：14．52 21．6�
611 ユ ア ソ ー ラ 牡3鹿 56 �島 克駿ユアストーリー 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 456－ 61：14．81� 5．8�
11 ピノタージュ 牝3鹿 54

52 △団野 大成椎名 節氏 松永 幹夫 洞�湖 レイクヴィラファーム 440± 01：15．11� 8．7�
713 デ ロ リ ス 牝3青鹿 54

53 ☆岩田 望来栗山 学氏 �島 一歩 新ひだか U・M・A 414－ 4 〃 ハナ 7．9	
510 キモンルビー 牝3栗 54 松若 風馬小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 西村 和夫 460－ 41：15．52� 146．1

816 スマートアペックス 牡3青鹿56 武 豊大川 徹氏 浅見 秀一 日高 株式会社ス

マート B474－ 21：15．6� 4．0�
47 ラヴアンドヨウコ 牝3栗 54 吉田 隼人薪浦 亨氏 武 英智 新冠 松浦牧場 414－ 21：16．02� 37．4�
48 ルビーポート 牝3鹿 54

51 ▲服部 寿希ターフ・スポート加用 正 浦河 笹地牧場 460－ 41：16．1クビ 309．0�
35 ダイシンユノ 牝3黒鹿 54

51 ▲亀田 温心大八木信行氏 森 秀行 日高 中原牧場 430 ― 〃 クビ 110．9�
59 ホイップサンライズ 牝3芦 54 加藤 祥太松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 428＋ 81：16．41� 254．6�
612 メイショウケイソウ 牝3鹿 54

51 ▲泉谷 楓真松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 412－ 61：17．03� 10．1�
23 スマートメイス 牡3栗 56 幸 英明大川 徹氏 松永 昌博 新ひだか 静内山田牧場 514 ―1：17．63� 31．5�
36 オメガシュプリーム 牝3栗 54

53 ☆斎藤 新原 	子氏 安田 翔伍 新ひだか 岡田スタツド 438－ 41：18．02� 21．7�
12 カフジリブラ 牡3鹿 56 荻野 極加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 448－ 21：18．42� 112．2�
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売 得 金
単勝： 31，866，500円 複勝： 51，328，700円 枠連： 12，389，500円
馬連： 53，831，400円 馬単： 22，629，900円 ワイド： 47，815，300円
3連複： 81，630，500円 3連単： 79，735，400円 計： 381，227，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，380円 複 勝 � 490円 � 160円 � 610円 枠 連（2－8） 1，460円

馬 連 �� 4，620円 馬 単 �� 12，180円

ワ イ ド �� 1，450円 �� 4，140円 �� 1，990円

3 連 複 ��� 25，330円 3 連 単 ��� 197，970円

票 数

単勝票数 計 318665 的中 � 10692（9番人気）
複勝票数 計 513287 的中 � 23112（7番人気）� 115065（1番人気）� 17960（9番人気）
枠連票数 計 123895 的中 （2－8） 6541（7番人気）
馬連票数 計 538314 的中 �� 9020（19番人気）
馬単票数 計 226299 的中 �� 1393（48番人気）
ワイド票数 計 478153 的中 �� 8632（17番人気）�� 2925（43番人気）�� 6200（24番人気）
3連複票数 計 816305 的中 ��� 2417（79番人気）
3連単票数 計 797354 的中 ��� 292（558番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―12．1―12．8―12．6―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．6―35．7―48．5―1：01．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バ ル ボ ア �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2020．2．8 東京3着

2017．3．11生 牡3芦 母 パナマックス 母母 マキシマムデニール 3戦1勝 賞金 6，600，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時30分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カフジリブラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年4月21日まで平地競走に

出走できない。

第１回 阪神競馬 第８日



06087 3月21日 晴 良 （2阪神1） 第8日 第3競走 ��1，800�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 5，100，000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

44 トゥルブレンシア 牡3栗 56 幸 英明岡田 牧雄氏 藤沢 則雄 浦河 山下 恭茂 462－ 61：55．7 1．7�
22 ロッシュローブ 牡3青鹿 56

55 ☆岩田 望来水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 464－ 41：56．12� 10．1�
812 ゼンダンイワミ 牡3黒鹿56 �島 良太渡邊 善男氏 飯田 雄三 安平 �橋本牧場 492± 01：56．52� 172．7�
711 レッドレビン 牡3鹿 56 藤岡 佑介 �東京ホースレーシング 昆 貢 浦河 富田牧場 B492＋ 41：56．6� 13．6�
45 アバディーン 牡3鹿 56 松山 弘平 �社台レースホース大久保龍志 千歳 社台ファーム 488－141：56．7クビ 6．2	
68 キーンウィット 牡3栗 56 吉田 隼人水上 行雄氏 吉田 直弘 浦河 笠松牧場 482－ 41：56．91	 56．1

33 テイエムゴールデン 牡3青鹿56 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新ひだか 千代田牧場 474－ 21：57．0� 5．0�
69 ア ル セ ス ト 牡3黒鹿56 川田 将雅 �シルクレーシング 清水 久詞 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470－ 6 〃 クビ 10．4�
710 メイショウハルカス 牡3黒鹿56 城戸 義政松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 日進牧場 500± 01：58．17 183．0
11 ビーマイオーシャン 牡3青鹿 56

54 △団野 大成 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B492± 01：58．52� 73．5�
57 テイエムキンシャ 牡3黒鹿56 太宰 啓介竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 516＋ 8 〃 クビ 310．4�
56 メイショウビッグ 牡3黒鹿56 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 義忠 浦河 太陽牧場 566± 01：59．03 186．5�
813 メイショウソウモウ 牡3青鹿 56

53 ▲泉谷 楓真松本 好雄氏 本田 優 安平 �橋本牧場 B534± 02：00．48 147．5�
（13頭）

売 得 金
単勝： 37，678，800円 複勝： 74，325，000円 枠連： 7，655，700円
馬連： 51，509，400円 馬単： 28，736，100円 ワイド： 43，015，100円
3連複： 73，249，200円 3連単： 107，349，700円 計： 423，519，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 190円 � 1，600円 枠 連（2－4） 520円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 870円

ワ イ ド �� 270円 �� 2，740円 �� 7，090円

3 連 複 ��� 12，490円 3 連 単 ��� 29，380円

票 数

単勝票数 計 376788 的中 � 170219（1番人気）
複勝票数 計 743250 的中 � 393248（1番人気）� 64183（4番人気）� 4910（10番人気）
枠連票数 計 76557 的中 （2－4） 11373（2番人気）
馬連票数 計 515094 的中 �� 67865（2番人気）
馬単票数 計 287361 的中 �� 24638（3番人気）
ワイド票数 計 430151 的中 �� 48692（2番人気）�� 3645（19番人気）�� 1386（36番人気）
3連複票数 計 732492 的中 ��� 4397（30番人気）
3連単票数 計1073497 的中 ��� 2649（86番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―13．8―12．7―12．8―13．0―12．9―13．0―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―37．9―50．6―1：03．4―1：16．4―1：29．3―1：42．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トゥルブレンシア �
�
父 フ リ オ ー ソ �

�
母父 アドマイヤジャパン デビュー 2020．2．8 京都2着

2017．3．8生 牡3栗 母 エルシェロアスール 母母 フォレストキティ 3戦1勝 賞金 9，500，000円
〔発走状況〕 メイショウビッグ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔3走成績による出走制限〕 メイショウハルカス号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年5月21日まで平地競走に出走で

きない。

06088 3月21日 晴 良 （2阪神1） 第8日 第4競走 ��
��1，400�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 5，100，000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

814 テイエムファルコン 牡3栗 56 柴田 未崎竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか 本桐牧場 488－101：26．3 10．3�
69 モズナガレボシ 牡3芦 56 川島 信二 �キャピタル・システム 荒川 義之 浦河 谷川牧場 482± 01：26．4� 203．5�
57 リ ノ 牝3鹿 54 藤岡 佑介�ノースヒルズ 寺島 良 新冠 株式会社

ノースヒルズ 434－ 21：26．61� 2．4�
712 テ ラ ン ガ 牡3青鹿56 武 豊寺田 寿男氏 武 幸四郎 千歳 社台ファーム 454± 01：26．81� 4．0�
58 	 ユウアメリカン 牡3鹿 56 福永 祐一�アイテツ 森 秀行 米 Karen J.

Silva 468－ 41：26．9� 15．1�
711	 ト ロ イ カ 牡3鹿 56 松山 弘平ゴドルフィン 大久保龍志 米 B. P. Walden Jr.

& P. W. Madden 490－ 21：27．0
 6．6	
813	 カ ク シ ン 牡3黒鹿56 和田 竜二風早 信昭氏 森 秀行 米

Thomas Scucci, Renee
Scucci, Dividing Ridge
Farm LLC & Doug Smith

510＋ 21：27．42� 34．9

45 ピエナビーチ 牡3青鹿56 太宰 啓介本谷 兼三氏 長谷川浩大 千歳 社台ファーム 476－ 81：27．82� 13．3�
610 ハ ナ ブ サ 牡3鹿 56 荻野 極 �フジワラ・ファーム 笹田 和秀 新ひだか フジワラフアーム 446 ―1：27．9� 227．6
34 メイショウシャガ 牡3黒鹿56 酒井 学松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 506＋ 81：28．21
 154．5�
46 シ ェ ノ ン 牡3鹿 56 吉田 隼人�フクキタル 矢作 芳人 新冠 パカパカ

ファーム 476－181：28．41� 15．0�
11 ヒューミリティ 牡3栗 56

55 ☆斎藤 新 �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム 470 ―1：28．61� 16．6�
33 ウェルビーイング 牝3鹿 54

52 △団野 大成 �ローレルレーシング 飯田 雄三 新冠 樋渡 志尚 438－ 61：30．19 173．5�
22 カーヴィーレーザー 牡3鹿 56

53 ▲亀田 温心 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 鈴木 孝志 むかわ 市川牧場 456＋ 41：30．84 35．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 38，985，500円 複勝： 52，124，900円 枠連： 10，423，800円
馬連： 53，202，700円 馬単： 25，900，100円 ワイド： 49，491，800円
3連複： 86，556，000円 3連単： 99，294，000円 計： 415，978，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，030円 複 勝 � 270円 � 2，260円 � 140円 枠 連（6－8） 14，580円

馬 連 �� 57，260円 馬 単 �� 105，000円

ワ イ ド �� 9，550円 �� 530円 �� 4，480円

3 連 複 ��� 47，480円 3 連 単 ��� 425，960円

票 数

単勝票数 計 389855 的中 � 30218（4番人気）
複勝票数 計 521249 的中 � 45472（4番人気）� 4043（12番人気）� 140433（1番人気）
枠連票数 計 104238 的中 （6－8） 554（23番人気）
馬連票数 計 532027 的中 �� 720（56番人気）
馬単票数 計 259001 的中 �� 185（106番人気）
ワイド票数 計 494918 的中 �� 1266（53番人気）�� 26407（4番人気）�� 2722（39番人気）
3連複票数 計 865560 的中 ��� 1367（95番人気）
3連単票数 計 992940 的中 ��� 169（682番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―35．1―48．0―1：00．9―1：13．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テイエムファルコン �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 アドマイヤムーン デビュー 2019．8．25 小倉8着

2017．5．12生 牡3栗 母 アペラシオン 母母 アンブロワーズ 3戦1勝 賞金 6，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カーヴィーレーザー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年4月21日まで平地

競走に出走できない。
※出走取消馬 セイウンヒュージ号（疾病〔顔部フレグモーネ〕のため）



06089 3月21日 晴 良 （2阪神1） 第8日 第5競走 ��1，600�3歳未勝利
発走12時15分 （芝・右・外）

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
1：31．9
1：30．3

良
良

36 スマートクラージュ 牡3鹿 56 藤井勘一郎大川 徹氏 池江 泰寿 日高 いとう牧場 476－ 21：34．3 1．7�
24 ユピテルルークス 牡3鹿 56 藤岡 康太輝レーシング 清水 久詞 新ひだか オギオギ牧場 494－ 21：34．72� 5．9�
35 カレンシュトラウス 牡3鹿 56 池添 謙一鈴木 隆司氏 平田 修 浦河 高昭牧場 516 ―1：34．91� 48．2�
714 ノーセキュリティ 牡3鹿 56 秋山真一郎竹中 一彰氏 飯田 祐史 浦河 赤田牧場 492－ 4 〃 ハナ 7．3�
48 ラ キ 牝3鹿 54 武 豊 �ニッシンホール

ディングス 小崎 憲 新ひだか 友田牧場 446＋ 4 〃 クビ 5．4�
11 マテラユウキ 牡3栗 56

54 △団野 大成大野 照旺氏 浜田多実雄 浦河 村下 明博 440＋ 61：35．53� 129．1	
59 ロードフェローズ 牡3黒鹿56 藤岡 佑介 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 466＋ 21：35．6� 32．4

23 ククルティハール 牝3黒鹿54 水口 優也 �京都ホースレーシング 牧田 和弥 新ひだか ゴールドアップカンパニー 452 ―1：36．34 271．7�
816 デ ィ ラ イ ラ 牝3鹿 54

53 ☆川又 賢治�田 昌久氏 寺島 良 新ひだか 上村 清志 448 ―1：36．4� 42．3
612 ブレイヴサウンド 牡3栗 56 横山 典弘 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 新ひだか タイヘイ牧場 498＋ 21：36．61 22．2�
12 ラ ジ ゼ ル 牝3鹿 54

53 ☆岩田 望来安原 浩司氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 430 ― 〃 クビ 197．2�
815 テーオークイーン 牝3鹿 54

51 ▲泉谷 楓真小笹 公也氏 宮 徹 日高 中原牧場 430－101：36．81� 192．8�
713 ビービーグラビティ 牡3青鹿 56

53 ▲亀田 温心�坂東牧場 吉村 圭司 平取 坂東牧場 444 ―1：36．9� 241．9�
47 パームジュメイラ 牝3鹿 54 幸 英明�サンライズ 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 446 ―1：37．11� 52．4�
611 ビーディオネ 牝3鹿 54

53 ☆斎藤 新馬場 祥晃氏 新谷 功一 浦河 富田牧場 428± 01：38．16 279．9�
510 トゥモローマーチ 	3黒鹿56 松山 弘平前田 幸治氏 渡辺 薫彦 新ひだか 飯岡牧場 460＋ 81：38．73� 40．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，334，300円 複勝： 53，416，400円 枠連： 9，656，400円
馬連： 53，736，000円 馬単： 30，082，000円 ワイド： 53，573，900円
3連複： 83，238，200円 3連単： 109，974，600円 計： 438，011，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 170円 � 670円 枠 連（2－3） 590円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 660円

ワ イ ド �� 280円 �� 1，340円 �� 1，180円

3 連 複 ��� 4，130円 3 連 単 ��� 9，590円

票 数

単勝票数 計 443343 的中 � 202598（1番人気）
複勝票数 計 534164 的中 � 187661（1番人気）� 72701（3番人気）� 11783（9番人気）
枠連票数 計 96564 的中 （2－3） 12611（2番人気）
馬連票数 計 537360 的中 �� 77997（2番人気）
馬単票数 計 300820 的中 �� 34161（2番人気）
ワイド票数 計 535739 的中 �� 57814（2番人気）�� 9328（16番人気）�� 10708（11番人気）
3連複票数 計 832382 的中 ��� 15114（11番人気）
3連単票数 計1099746 的中 ��� 8309（23番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―12．3―12．5―12．2―11．2―11．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．0―35．3―47．8―1：00．0―1：11．2―1：22．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマートクラージュ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2020．2．16 京都2着

2017．4．22生 牡3鹿 母 レジェトウショウ 母母 ウイッチトウショウ 2戦1勝 賞金 7，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トゥモローマーチ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年4月21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 スワッグレコード号・テイエムプリジャン号

06090 3月21日 晴 良 （2阪神1） 第8日 第6競走 ��
��2，200�3歳未勝利

発走12時45分 （芝・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
2：10．1
2：09．7

良
良

33 ル リ ア ン 牡3鹿 56 川田 将雅 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 520＋242：13．5 1．8�
710 ウィズダイヤモンズ 牝3鹿 54 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 400± 02：13．82 23．6�
68 コスモジェミラ 牝3芦 54 国分 優作 �ビッグレッドファーム 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 458－ 6 〃 ハナ 25．7�
813 カ ッ ツ ミ ー 牡3鹿 56 加藤 祥太幅田 昌伸氏 庄野 靖志 新ひだか フジワラフアーム 396 ―2：14．43� 11．6�
11 ショウナンランチャ 牡3黒鹿 56

55 ☆岩田 望来国本 哲秀氏 梅田 智之 新ひだか 西村 和夫 446－ 22：14．93 54．8	
56 ア リ ー ガ ル 牡3鹿 56 浜中 俊�G1レーシング 池江 泰寿 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452－102：15．43 4．2

711 シセイイワイ 牝3青鹿 54

51 ▲亀田 温心猪苗代 勇氏 北出 成人 日高 メイプルファーム 424－ 22：15．61� 314．5�
45 セイウンラストヘイ 牡3黒鹿56 池添 謙一西山 茂行氏 宮本 博 新冠 村上 欽哉 506－ 42：15．7	 7．2�
812 レーベンレジェンダ 牡3鹿 56 
島 克駿金山 敏也氏 松下 武士 新ひだか 岡田スタツド 518－ 42：15．8� 277．5
57 ペ レ ウ ス 牡3鹿 56 松田 大作岡本 昌市氏 木原 一良 浦河 岡本 昌市 422± 02：15．9	 337．0�
22 グリーナリー 牡3青鹿56 松若 風馬ディアレストクラブ� 中竹 和也 浦河 金石牧場 448－ 22：16．75 301．6�
44 ハギノペルフェット 牝3鹿 54

52 △団野 大成安岡美津子氏 
島 一歩 浦河 村下 明博 422 ―2：17．97 151．9�
69 � ボンディングタイム 牡3鹿 56 藤岡 佑介ゴドルフィン 中内田充正 米 Country Life Farm

& Imagistic LLC 526 ―2：22．2大差 8．1�
（13頭）

売 得 金
単勝： 39，479，200円 複勝： 53，176，800円 枠連： 8，100，100円
馬連： 45，155，400円 馬単： 29，477，200円 ワイド： 39，040，700円
3連複： 67，854，900円 3連単： 110，534，700円 計： 392，819，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 330円 � 250円 枠 連（3－7） 1，350円

馬 連 �� 1，520円 馬 単 �� 1，800円

ワ イ ド �� 580円 �� 630円 �� 1，410円

3 連 複 ��� 5，360円 3 連 単 ��� 14，400円

票 数

単勝票数 計 394792 的中 � 172619（1番人気）
複勝票数 計 531768 的中 � 270722（1番人気）� 21912（6番人気）� 31941（4番人気）
枠連票数 計 81001 的中 （3－7） 4620（6番人気）
馬連票数 計 451554 的中 �� 22986（5番人気）
馬単票数 計 294772 的中 �� 12225（6番人気）
ワイド票数 計 390407 的中 �� 17728（6番人気）�� 16130（7番人気）�� 6772（16番人気）
3連複票数 計 678549 的中 ��� 9483（16番人気）
3連単票数 計1105347 的中 ��� 5564（44番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．1―12．4―12．9―12．8―12．7―12．2―11．8―12．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．4―23．3―34．4―46．8―59．7―1：12．5―1：25．2―1：37．4―1：49．2―2：01．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F36．1
1
3
12－5＝10，3，8，9（1，7）13，2－（11，6）－4
12－5＝10，3，8（9，7）（13，1）2（11，6）＝4

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

勝馬の
紹 介

ル リ ア ン �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2019．7．7 中京2着

2017．3．29生 牡3鹿 母 フレンチバレリーナ 母母 バレークイーン 2戦1勝 賞金 7，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ボンディングタイム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年4月21日まで平地

競走に出走できない。
※カッツミー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



06091 3月21日 晴 良 （2阪神1） 第8日 第7競走 ��1，400�3歳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，馬齢重量
本 賞 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

712 ウルトラマリン 牝3栗 54 岩田 康誠吉澤 克己氏 今野 貞一 新ひだか 田中 裕之 468＋ 21：25．9 3．1�
58 メイショウマサヒメ 牝3青鹿54 幸 英明松本 好�氏 本田 優 新ひだか 稲葉牧場 474＋ 21：26．11 23．6�
23 バーニングソウル 牝3芦 54 太宰 啓介服部 新平氏 谷 潔 浦河 �川フアーム 416－ 61：26．73� 50．0�
713 カ レ ン リ ズ 牝3栗 54 松山 弘平鈴木 隆司氏 鈴木 孝志 平取 びらとり牧場 434± 01：27．12� 5．1�
814 ノクターンノーツ 牝3鹿 54 藤岡 佑介飯田 正剛氏 中内田充正 新ひだか 千代田牧場 482＋ 2 〃 ハナ 51．4�
35 ロフティーピーク 牝3鹿 54 浜中 俊 	サンデーレーシング 武 幸四郎 安平 追分ファーム 472－ 4 〃 アタマ 15．8

34 オレンジペコ 牝3栗 54 武 豊今村 明浩氏 武 英智 浦河 大島牧場 464＋ 21：27．31� 3．8�
46 リアンフィーユ 牝3黒鹿54 吉田 隼人 �CHEVAL AT-

TACHE 斎藤 誠 新ひだか 前田ファーム 444－ 61：27．4クビ 9．3
22 サトノガイア 牝3鹿 54 川島 信二 �サトミホースカンパニー 高橋 亮 新ひだか ウエスタンファーム 460－ 61：27．61� 11．8�
11 ダンツガゼール 牝3青鹿 54

51 ▲泉谷 楓真山元 哲二氏 本田 優 むかわ 上水牧場 444± 01：27．7クビ 39．8�
610 タマノアドレ 牝3鹿 54

51 ▲亀田 温心玉腰 勇吉氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 390－ 61：28．87 95．6�
815 ベッラヴォルタ 牝3栗 54 和田 竜二ディアレストクラブ� 加用 正 新ひだか 前田ファーム 482± 01：29．11� 34．3�
47 タマモアテネ 牝3栗 54

52 △団野 大成タマモ� 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 466－ 4 〃 アタマ 15．9�
59 エクスチェンジ 牝3栗 54

53 ☆岩田 望来宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 470－ 41：30．58 78．8�
611 モズブリリアント 牝3鹿 54

53 ☆斎藤 新 �キャピタル・システム 大久保龍志 浦河 谷川牧場 462－131：33．6大差 182．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 41，898，000円 複勝： 66，265，200円 枠連： 14，981，100円
馬連： 79，051，100円 馬単： 29，280，600円 ワイド： 63，088，700円
3連複： 120，605，900円 3連単： 119，940，300円 計： 535，110，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 180円 � 610円 � 990円 枠 連（5－7） 1，900円

馬 連 �� 2，930円 馬 単 �� 4，380円

ワ イ ド �� 890円 �� 3，180円 �� 6，730円

3 連 複 ��� 46，190円 3 連 単 ��� 130，170円

票 数

単勝票数 計 418980 的中 � 104941（1番人気）
複勝票数 計 662652 的中 � 123285（1番人気）� 25100（8番人気）� 14536（11番人気）
枠連票数 計 149811 的中 （5－7） 6094（8番人気）
馬連票数 計 790511 的中 �� 20896（11番人気）
馬単票数 計 292806 的中 �� 5009（12番人気）
ワイド票数 計 630887 的中 �� 19017（10番人気）�� 5033（37番人気）�� 2346（59番人気）
3連複票数 計1206059 的中 ��� 1958（135番人気）
3連単票数 計1199403 的中 ��� 668（426番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．4―35．2―47．8―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4F50．7―3F38．1
3 12（5，11，8，15）14（13，7，10）6，4，3（2，1，9） 4 ・（12，8）（5，15）－（13，14）（11，6）（3，10）－4（2，1）－7－9
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ウルトラマリン �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 マーベラスサンデー デビュー 2019．7．6 函館3着

2017．1．27生 牝3栗 母 ムツミマーベラス 母母 キャサリンクリスタ 6戦2勝 賞金 16，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エクスチェンジ号・モズブリリアント号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年4月

21日まで平地競走に出走できない。
※メイショウマサヒメ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

06092 3月21日 晴 良 （2阪神1） 第8日 第8競走 ��1，800�4歳以上1勝クラス
発走13時50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
1：48．5
1：47．6

重
重

77 レオンコロナ 牡4黒鹿57 和田 竜二山口 敦広氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社 大
作ステーブル 466＋ 81：55．0 2．4�

55 ピ ノ ク ル 牡4黒鹿57 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 488－ 2 〃 ハナ 4．0�

66 スパンキーワールド �4栗 57 岩田 康誠大塚 亮一氏 新谷 功一 浦河 杵臼牧場 B498－ 81：55．21� 10．7�
88 ウィッチクラフト 牡4鹿 57 国分 恭介 �カナヤマホール

ディングス 浜田多実雄 安平 追分ファーム 522＋ 21：56．05 5．3�
22 メイショウテンモン 牡5栗 57 酒井 学松本 好雄氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 510－101：56．1� 10．3�
44 キングサムソン 牡8鹿 57 柴山 雄一伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 コスモヴューファーム 488＋ 21：56．2クビ 13．2	
33 ノーリミッツ 牡4黒鹿57 松山 弘平山内 邦一氏 木原 一良 浦河 岡本 昌市 438－ 41：56．3� 9．7

89 	 ラ イ ズ 牡4鹿 57 藤岡 康太中辻 明氏 藤岡 健一 浦河 辻 牧場 516± 01：57．36 31．5�
11 	 カズマッカレン �4鹿 57 中井 裕二合同会社雅苑興業 高柳 大輔 浦河 高昭牧場 430－ 61：59．1大差 114．1�

（9頭）

売 得 金
単勝： 32，045，600円 複勝： 44，453，200円 枠連： 7，473，000円
馬連： 59，368，800円 馬単： 28，489，400円 ワイド： 42，994，600円
3連複： 76，664，200円 3連単： 130，743，200円 計： 422，232，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 150円 � 240円 枠 連（5－7） 470円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 970円

ワ イ ド �� 240円 �� 390円 �� 850円

3 連 複 ��� 1，450円 3 連 単 ��� 5，190円

票 数

単勝票数 計 320456 的中 � 105067（1番人気）
複勝票数 計 444532 的中 � 142149（1番人気）� 70610（2番人気）� 32966（7番人気）
枠連票数 計 74730 的中 （5－7） 12121（1番人気）
馬連票数 計 593688 的中 �� 82380（1番人気）
馬単票数 計 284894 的中 �� 22000（1番人気）
ワイド票数 計 429946 的中 �� 51274（1番人気）�� 27398（5番人気）�� 11365（17番人気）
3連複票数 計 766642 的中 ��� 39408（2番人気）
3連単票数 計1307432 的中 ��� 18250（5番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―13．5―13．2―13．1―13．0―12．6―12．7―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―37．6―50．8―1：03．9―1：16．9―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4F51．1―3F38．1
1
3
・（9，3）7－1，8（2，6）（4，5）・（9，3）7（2，8，6）（1，4，5）

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

勝馬の
紹 介

レオンコロナ 
�
父 カジノドライヴ 

�
母父 ゴールドヘイロー デビュー 2018．9．29 阪神2着

2016．3．7生 牡4黒鹿 母 モエレサンタマリア 母母 ピサノガレー 10戦2勝 賞金 25，500，000円
〔発走状況〕 キングサムソン号は，枠入り不良。



06093 3月21日 晴 良 （2阪神1） 第8日 第9競走 ��
��2，000�

か わ に し

川 西 特 別
発走14時25分 （ダート・右）
4歳以上，2勝クラス（1000万円以下），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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000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
2：01．0
2：01．0

不良
不良

612 コ ン カ ラ ー 牡4鹿 56 川田 将雅江口雄一郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 472－ 62：05．7 2．2�
713� ウインフォルティス 牡5鹿 55 和田 竜二�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 496－ 22：06．23 10．4�
36 シャンパンクーペ 牡4鹿 54 中井 裕二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 日高 下河辺牧場 B538＋142：06．52 30．7�
35 ブルーコンパクタ 牡4鹿 54 福永 祐一村上 稔氏 大橋 勇樹 新ひだか 岡田牧場 456－ 22：06．92� 16．9�
611 カ ラ ル 	6黒鹿55 団野 大成 �シルクレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 486－ 22：07．32� 5．6	
48 マイネルカイノン 牡5青鹿55 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 502＋102：07．4
 114．1

47 ゴールドスミス 	6黒鹿55 武 豊ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 510－14 〃 クビ 7．1�
714 ロードリバーサル 牡4鹿 55 藤岡 佑介 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 490± 02：07．5クビ 16．3�
59 ワンダーエカルテ 牝4芦 53 長岡 禎仁山本 能行氏 石橋 守 浦河 秋場牧場 508－ 22：07．71� 10．4
23 メイショウホウトウ 牡9青鹿53 太宰 啓介松本 好雄氏 上村 洋行 浦河 大島牧場 500＋ 82：07．8� 253．3�
510 セヴィルロアー 牡6鹿 54 松山 弘平北畑 忍氏 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 500± 02：07．9クビ 39．0�
815� マイネルストラトス 牡6黒鹿53 吉田 隼人杉浦 和也氏 土田 稔 浦河 谷川牧場 492± 02：08．22 240．3�
24 ギガバッケン 牡5鹿 54 酒井 学 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中川 公成 新ひだか 岡田スタツド 550± 02：08．41� 73．1�
816� スズカマサル 牡7鹿 52 岩田 望来永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 462＋122：08．5クビ 224．7�
12 キングフォルテ 牡5鹿 54 小牧 太平口 信行氏 加用 正 浦河 大柳ファーム 530－ 42：08．92� 24．6�
11 ドンアルゴス 牡5黒鹿56 加藤 祥太山田 貢一氏 庄野 靖志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B514＋ 42：10．17 23．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 51，246，800円 複勝： 76，104，100円 枠連： 21，945，600円
馬連： 108，890，400円 馬単： 43，992，400円 ワイド： 84，841，900円
3連複： 172，897，500円 3連単： 193，908，800円 計： 753，827，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 310円 � 580円 枠 連（6－7） 570円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 1，930円

ワ イ ド �� 510円 �� 1，540円 �� 4，280円

3 連 複 ��� 10，940円 3 連 単 ��� 33，560円

票 数

単勝票数 計 512468 的中 � 182195（1番人気）
複勝票数 計 761041 的中 � 228168（1番人気）� 52517（5番人気）� 24033（10番人気）
枠連票数 計 219456 的中 （6－7） 29819（1番人気）
馬連票数 計1088904 的中 �� 73518（3番人気）
馬単票数 計 439924 的中 �� 17095（5番人気）
ワイド票数 計 848419 的中 �� 45862（4番人気）�� 13820（16番人気）�� 4816（46番人気）
3連複票数 計1728975 的中 ��� 11853（36番人気）
3連単票数 計1939088 的中 ��� 4189（100番人気）

ハロンタイム 12．6―12．0―12．3―13．8―12．9―12．1―12．4―12．4―12．4―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．6―36．9―50．7―1：03．6―1：15．7―1：28．1―1：40．5―1：52．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．6
1
3
7，4，2（12，13）（5，16）（8，14）（10，11）（3，15）（1，9）6・（7，6）12（2，4，13）5（8，16，15）（3，10，14，11）－1，9

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

勝馬の
紹 介

コ ン カ ラ ー �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 カリスタグローリ デビュー 2018．11．4 京都7着

2016．3．27生 牡4鹿 母 サチノスイーティー 母母 ペルファヴォーレ 11戦3勝 賞金 44，125，000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 ランドジュピター号

06094 3月21日 晴 良 （2阪神1） 第8日 第10競走 ��
��1，200�

ちゅうしゅん

ラジオ関西賞仲春特別
発走15時00分 （芝・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

ラジオ関西賞（1着）
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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

812 ナムラムツゴロー 牡5栗 57 松若 風馬奈村 信重氏 長谷川浩大 浦河 谷川牧場 484－ 21：08．8 7．7�
811 ト ン ボ イ 牝5栗 55 酒井 学幅田 京子氏 西園 正都 浦河 大北牧場 448＋ 61：09．01� 6．9�
79 ウォーターエデン 牝4鹿 55 武 豊山岡 良一氏 岡田 稲男 新冠 須崎牧場 488－ 6 〃 ハナ 7．1�
55 レッドベレーザ 牝4鹿 55 川田 将雅 �東京ホースレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 428± 01：09．1	 5．7�
44 ピースマインド 牡7鹿 57 岩田 康誠小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 454＋12 〃 クビ 10．9�
11 ヤマニンペダラーダ 牡6黒鹿57 福永 祐一土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 486＋ 2 〃 クビ 4．6	
22 メイショウシャチ 牡7鹿 57 太宰 啓介松本 好雄氏 石橋 守 浦河 本巣 敦 486＋ 21：09．2
 54．4

68 パッションチカ 牝6鹿 55 柴田 未崎冨沢 敦子氏 田所 秀孝 浦河 浦河小林牧場 432－ 41：09．62	 159．9�
710 スマートシャヒーン 牡6芦 57 秋山真一郎大川 徹氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B496＋ 61：09．7クビ 65．6�
67 アズマヘリテージ 牝4栗 55 岩田 望来東 哲次氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 474－ 61：09．8
 33．5
33 イルヴェントドーロ 牝4鹿 55 池添 謙一兼松 康太氏 池添 学 浦河 栄進牧場 B436－ 21：10．01� 3．8�
56 � ハーキーステップ 牡4青鹿57 松山 弘平宮田美恵子氏 浜田多実雄 浦河 金成吉田牧場 486± 01：10．21	 36．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 50，125，800円 複勝： 66，018，900円 枠連： 16，525，000円
馬連： 109，274，300円 馬単： 43，487，000円 ワイド： 71，382，300円
3連複： 150，300，400円 3連単： 193，255，300円 計： 700，369，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 280円 � 210円 � 210円 枠 連（8－8） 2，550円

馬 連 �� 3，230円 馬 単 �� 6，140円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 930円 �� 830円

3 連 複 ��� 7，000円 3 連 単 ��� 45，260円

票 数

単勝票数 計 501258 的中 � 51587（6番人気）
複勝票数 計 660189 的中 � 56638（6番人気）� 84652（5番人気）� 88083（4番人気）
枠連票数 計 165250 的中 （8－8） 5006（12番人気）
馬連票数 計1092743 的中 �� 26185（17番人気）
馬単票数 計 434870 的中 �� 5309（33番人気）
ワイド票数 計 713823 的中 �� 18258（16番人気）�� 19722（14番人気）�� 22304（12番人気）
3連複票数 計1503004 的中 ��� 16091（28番人気）
3連単票数 計1932553 的中 ��� 3095（180番人気）

ハロンタイム 12．2―11．4―11．2―11．1―11．2―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．6―34．8―45．9―57．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．2―3F34．0
3 ・（3，11）12（2，4，9）（1，5，10）（6，7）－8 4 3（11，12）2（4，9）（1，5，10）（6，7）8

勝馬の
紹 介

ナムラムツゴロー �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 Storm Cat デビュー 2018．1．14 中京12着

2015．3．14生 牡5栗 母 サンクイーンⅡ 母母 Fountain of Peace 21戦2勝 賞金 39，156，000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。



06095 3月21日 晴 良 （2阪神1） 第8日 第11競走 ��
��2，000�

わ か ば

若葉ステークス（Ｌ）
発走15時35分 （皐月賞トライアル） （芝・右）
3歳；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 20，000，000円 8，000，000円 5，000，000円 3，000，000円 2，000，000円
付 加 賞 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

11 アドマイヤビルゴ 牡3鹿 56 武 豊近藤 旬子氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 430－ 41：58．6 2．6�
812 キメラヴェリテ 牡3黒鹿56 藤岡 康太加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 538± 01：58．92 63．1�
67 � アメリカンシード 牡3鹿 56 川田 将雅吉澤 克己氏 藤岡 健一 米 Courtlandt

Farm 472－ 21：59．11� 3．2�
811 ア ル サ ト ワ 牡3鹿 56 幸 英明ゴドルフィン 斉藤 崇史 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 508＋ 21：59．42 9．4�
33 サーストンカイドー 牡3栗 56 福永 祐一齊藤 宣勝氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 510＋ 41：59．71	 18．2�
44 ナムラカミカゼ 牡3鹿 56 和田 竜二奈村 信重氏 村山 明 日高 いとう牧場 464－ 21：59．91� 67．2�
22 イ ロ ゴ ト シ 牡3鹿 56 川又 賢治内田 玄祥氏 牧田 和弥 熊本 本田 土寿 468＋152：00．0クビ 156．2	
55 ディアマンミノル 牡3栗 56 松山 弘平吉岡 實氏 本田 優 浦河 村下農場 452－ 22：00．32 14．1

79 ムーンショット 牡3鹿 56 横山 典弘寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか タイヘイ牧場 454± 0 〃 ハナ 27．3�
56 ハンメルフェスト 牡3黒鹿56 浜中 俊�三嶋牧場 庄野 靖志 浦河 三嶋牧場 546－ 42：00．51� 59．2
710 エンデュミオン 牡3黒鹿56 藤井勘一郎�ターフ・スポート清水 久詞 浦河 谷川牧場 430－ 62：00．82 30．9�
68 オールザワールド 牡3鹿 56 藤岡 佑介前田 晋二氏 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 470＋ 42：00．9	 4．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 142，386，400円 複勝： 135，943，500円 枠連： 43，979，600円
馬連： 295，027，000円 馬単： 133，018，500円 ワイド： 188，136，800円
3連複： 458，408，500円 3連単： 745，869，000円 計： 2，142，769，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 1，050円 � 110円 枠 連（1－8） 1，780円

馬 連 �� 11，700円 馬 単 �� 14，330円

ワ イ ド �� 3，590円 �� 210円 �� 2，940円

3 連 複 ��� 9，550円 3 連 単 ��� 63，230円

票 数

単勝票数 計1423864 的中 � 424404（1番人気）
複勝票数 計1359435 的中 � 300880（2番人気）� 16826（11番人気）� 423568（1番人気）
枠連票数 計 439796 的中 （1－8） 19069（7番人気）
馬連票数 計2950270 的中 �� 19533（31番人気）
馬単票数 計1330185 的中 �� 6958（41番人気）
ワイド票数 計1881368 的中 �� 11433（34番人気）�� 297237（1番人気）�� 14039（30番人気）
3連複票数 計4584085 的中 ��� 35969（31番人気）
3連単票数 計7458690 的中 ��� 8552（183番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―12．2―12．5―12．3―12．1―11．9―11．5―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―22．9―35．1―47．6―59．9―1：12．0―1：23．9―1：35．4―1：46．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤビルゴ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Elusive City デビュー 2020．1．19 京都1着

2017．1．27生 牡3鹿 母 イルーシヴウェーヴ 母母 Multicolour Wave 2戦2勝 賞金 26，280，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりアドマイヤビルゴ号・キメラヴェリテ号は，皐月賞（GⅠ）競走に優先出走できる。

06096 3月21日 晴 良 （2阪神1） 第8日 第12競走 ��1，400�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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

810 プレイヤーズハイ 牡4黒鹿57 太宰 啓介藤田 孟司氏 高橋 亮 新冠 川上牧場 446± 01：25．4 4．6�
79 セカンドエフォート 牡7青鹿57 浜中 俊 �シルクレーシング 村山 明 安平 ノーザンファーム 516－ 61：25．5� 3．5�
811 メイショウロサン 牡4黒鹿 57

54 ▲亀田 温心松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 太陽牧場 486－ 2 〃 クビ 40．1�
66 エールショー 牡5芦 57 松山 弘平�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 484－ 81：26．13� 4．6�
55 ド ラ セ ナ �5黒鹿57 藤井勘一郎林 正道氏 奥村 豊 新冠 秋田牧場 B494－ 61：26．2クビ 6．2	
78 メイショウアマギ 牡4鹿 57 幸 英明松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 486－ 41：26．62� 5．6

44 アールジオール 牡4栗 57 加藤 祥太前原 敏行氏 角居 勝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 520＋181：26．81� 20．4�
67 スリーヘリオス �5黒鹿57 田中 健永井商事� 村山 明 浦河 辻 牧場 B484± 01：30．1大差 42．1�
22 � クリノモリゾ 牝5鹿 55

52 ▲泉谷 楓真栗本 博晴氏 天間 昭一 新冠 上井農場 442－ 4 〃 ハナ 143．4
11 ダノンテアトロ 牡5鹿 57 松田 大作�ダノックス 高橋 康之 新ひだか ケイアイファーム 480－ 61：31．05 15．9�
33 � ジェイジーノ 牝6鹿 55 松若 風馬吉澤 克己氏 今野 貞一 新冠 川島牧場 420－331：31．63� 28．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 55，465，700円 複勝： 73，806，500円 枠連： 19，195，900円
馬連： 122，099，400円 馬単： 47，107，400円 ワイド： 79，737，000円
3連複： 172，033，700円 3連単： 247，090，600円 計： 816，536，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 170円 � 140円 � 710円 枠 連（7－8） 420円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，600円

ワ イ ド �� 320円 �� 2，280円 �� 1，990円

3 連 複 ��� 6，780円 3 連 単 ��� 26，040円

票 数

単勝票数 計 554657 的中 � 95429（2番人気）
複勝票数 計 738065 的中 � 121783（2番人気）� 170990（1番人気）� 17865（9番人気）
枠連票数 計 191959 的中 （7－8） 35254（1番人気）
馬連票数 計1220994 的中 �� 119746（2番人気）
馬単票数 計 471074 的中 �� 21980（4番人気）
ワイド票数 計 797370 的中 �� 74538（2番人気）�� 8262（26番人気）�� 9497（22番人気）
3連複票数 計1720337 的中 ��� 19010（21番人気）
3連単票数 計2470906 的中 ��� 6879（78番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．4―12．5―13．2―12．5―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．5―47．0―1：00．2―1：12．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．9―3F38．4
3 7－（1，4）3（5，8）2，11－9，6，10 4 7－（4，8，11）5，9（1，10）（3，6）2

勝馬の
紹 介

プレイヤーズハイ �
�
父 フ リ オ ー ソ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．10．28 京都4着

2016．5．28生 牡4黒鹿 母 ポ レ モ ス 母母 クリスマスウィーク 14戦2勝 賞金 22，860，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スリーヘリオス号・クリノモリゾ号・ダノンテアトロ号・ジェイジーノ号は，「タイムオーバーによる出

走制限」のため，令和2年4月21日まで平地競走に出走できない。



（2阪神1）第8日 3月21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 162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

195，830，000円
25，330，000円
1，270，000円
22，250，000円
65，815，000円
4，455，000円
1，555，200円

勝馬投票券売得金
599，304，800円
808，474，700円
181，704，000円
1，084，817，600円
489，466，800円
815，705，500円
1，632，687，400円
2，244，568，700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 7，856，729，500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8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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