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09013 3月29日 晴 不良 （2阪神2） 第2日 第1競走 ��1，800�3歳未勝利
発走9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
1：48．5
1：47．6

重
重

57 ハイパーステージ 牡3芦 56 浜中 俊 �グランデオーナーズ 吉田 直弘 浦河 宮内牧場 436＋ 61：53．6 2．6�
33 シャーベットフィズ 牡3黒鹿 56

55 ☆岩田 望来橋元 勇氣氏 吉村 圭司 浦河 谷川牧場 470－ 21：53．91� 6．7�
812 キャルブルー 牡3黒鹿56 川島 信二里見 治紀氏 村山 明 日高 宝寄山 拓樹 520＋121：54．0� 17．3�
11 アネクスペクティド 牡3芦 56 坂井 瑠星W．ギャロー氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 560± 01：55．27 8．6�
56 マテラジニアス 牡3芦 56 国分 恭介大野 照旺氏 浜田多実雄 えりも 寺井 文秀 480＋ 41：55．41� 28．1�
711 キクノアオラ 牡3鹿 56

55 ☆西村 淳也菊池 五郎氏 今野 貞一 浦河 高村牧場 492＋ 41：55．61� 10．0	
45 オンザフェーヴル 牡3栗 56 藤井勘一郎廣崎 利洋氏 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 490－ 2 〃 クビ 3．1

710 ロックアビリティ 牡3鹿 56 水口 優也中西 功氏 服部 利之 安平 吉田牧場 502＋ 41：56．34 72．5�
22 ショウナンラオウ 牡3黒鹿56 荻野 極国本 哲秀氏 高橋 義忠 新ひだか 上村 清志 454± 0 〃 アタマ 28．5�
813 ワンダービスケット 牝3栗 54 小坂 忠士山本 能行氏 奥村 豊 新ひだか 米田牧場 490 ―1：56．4� 149．4
69 ヴェルシャール 牡3青鹿 56

54 △団野 大成サイプレスホール
ディングス合同会社 渡辺 薫彦 千歳 社台ファーム 578 ― 〃 ハナ 120．3�

44 マリスステラ 牝3鹿 54
51 ▲泉谷 楓真馬場 祥晃氏 武 英智 新ひだか 前田牧場 428＋ 21：57．14 40．9�

68 メイショウヒノヤマ 牡3鹿 56 吉田 隼人松本 好雄氏 �島 一歩 浦河 日の出牧場 478 ―2：02．9大差 130．8�
（13頭）

売 得 金
単勝： 20，135，400円 複勝： 37，382，400円 枠連： 6，501，100円
馬連： 41，972，800円 馬単： 19，588，700円 ワイド： 34，773，700円
3連複： 65，218，800円 3連単： 76，757，800円 計： 302，330，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 180円 � 350円 枠 連（3－5） 710円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，190円

ワ イ ド �� 310円 �� 530円 �� 1，520円

3 連 複 ��� 3，320円 3 連 単 ��� 10，160円

票 数

単勝票数 計 201354 的中 � 61176（1番人気）
複勝票数 計 373824 的中 � 107181（1番人気）� 49403（3番人気）� 19010（6番人気）
枠連票数 計 65011 的中 （3－5） 7083（2番人気）
馬連票数 計 419728 的中 �� 43199（2番人気）
馬単票数 計 195887 的中 �� 12303（3番人気）
ワイド票数 計 347737 的中 �� 32039（2番人気）�� 16528（6番人気）�� 5238（17番人気）
3連複票数 計 652188 的中 ��� 14728（9番人気）
3連単票数 計 767578 的中 ��� 5477（28番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．8―37．1―49．8―1：02．6―1：15．4―1：27．7―1：40．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ハイパーステージ �
�
父 ダ ン カ ー ク �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2019．12．28 阪神9着

2017．1．31生 牡3芦 母 ラッキーハナチャン 母母 ファンドリオボッコ 5戦1勝 賞金 7，610，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウヒノヤマ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年4月29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〕 マリスステラ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年5月29日まで平地競走に出走できな

い。

09014 3月29日 晴 不良 （2阪神2） 第2日 第2競走 ��1，200�3歳未勝利
発走10時15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
1：08．8
1：08．7

重
重

816 シーハーハー 牝3黒鹿 54
52 △団野 大成長谷川守正氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 480＋ 81：12．8 9．3�

611 グラナートロート 牝3栗 54
53 ☆西村 淳也 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム 446－ 61：12．9� 5．6�

510 ハギノオーロ 牝3鹿 54
53 ☆斎藤 新安岡美津子氏 高野 友和 浦河 村下 明博 488－ 81：13．0� 12．7�

714 ブライティアルアー 牝3黒鹿 54
53 ☆川又 賢治小林 昌志氏 石坂 公一 平取 雅 牧場 432－ 21：13．1クビ 22．5�

24 イ ダ 牝3鹿 54 小牧 太中辻 明氏 武 幸四郎 浦河 高昭牧場 426－ 2 〃 クビ 43．2�
713 マーブルレディー 牝3鹿 54 吉田 隼人下村 直氏 池添 兼雄 新ひだか 三石川上牧場 444＋ 2 〃 ハナ 14．4	
59 ワイルドチャイルド 牝3黒鹿54 荻野 極 
ニッシンホール

ディングス 安田 翔伍 新ひだか チャンピオンズファーム 442－ 41：13．2� 38．7�
11 ゴーゴーレイワ 牝3黒鹿 54

53 ☆岩田 望来上山 牧氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 466－ 21：13．3� 1．5�
48 アマデトワール 牝3鹿 54 藤井勘一郎
ノースヒルズ 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 444＋ 41：13．4クビ 196．0
815 ピットゥーラ 牝3鹿 54 熊沢 重文
ノースヒルズ 小崎 憲 新冠 株式会社

ノースヒルズ 420－ 61：13．61� 305．3�
23 モモイロキッス 牝3鹿 54 川須 栄彦鈴木 邦英氏 松下 武士 新ひだか 米田牧場 448－ 41：13．92 59．4�
47 エイシンジャスミン 牝3栗 54 坂井 瑠星
栄進堂 大久保龍志 浦河 栄進牧場 434± 01：14．11 29．6�
612 ホ シ ム ス メ 牝3鹿 54 太宰 啓介前田 晋二氏 清水 久詞 新冠 石郷岡 雅樹 472＋ 61：14．31 115．6�
12 ミラクルズハプン 牝3鹿 54 国分 恭介巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 440 ―1：14．4� 91．9�
35 ジャポニカスタイル 牝3鹿 54 荻野 琢真五十川雅規氏 寺島 良 浦河 辻 牧場 452 ―1：14．5� 65．2�
36 ダブルスカーレット 牝3鹿 54 竹之下智昭 
ニッシンホール

ディングス 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 456－ 91：15．13� 427．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，299，100円 複勝： 54，080，700円 枠連： 8，306，900円
馬連： 39，023，100円 馬単： 23，017，400円 ワイド： 35，001，600円
3連複： 59，840，200円 3連単： 84，324，500円 計： 329，893，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 310円 � 290円 � 510円 枠 連（6－8） 2，710円

馬 連 �� 2，150円 馬 単 �� 5，230円

ワ イ ド �� 690円 �� 950円 �� 670円

3 連 複 ��� 6，460円 3 連 単 ��� 36，580円

票 数

単勝票数 計 262991 的中 � 22562（3番人気）
複勝票数 計 540807 的中 � 47082（3番人気）� 51279（2番人気）� 25484（5番人気）
枠連票数 計 83069 的中 （6－8） 2369（9番人気）
馬連票数 計 390231 的中 �� 14012（6番人気）
馬単票数 計 230174 的中 �� 3298（16番人気）
ワイド票数 計 350016 的中 �� 13233（7番人気）�� 9234（10番人気）�� 13510（6番人気）
3連複票数 計 598402 的中 ��� 6947（19番人気）
3連単票数 計 843245 的中 ��� 1671（106番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．8―12．0―12．5―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．8―46．8―59．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．8―3F38．0
3 16（1，10，11）（3，13）（6，14）（9，15）（2，12）4（5，7，8） 4 16（10，11）1，13，3，14，15（6，9，4）12（2，8）7，5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

シーハーハー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Spanish Steps デビュー 2019．7．6 中京6着

2017．4．1生 牝3黒鹿 母 ターシャズスター 母母 Ms. Cuvee Napa 8戦1勝 賞金 11，370，000円
※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） 1頭 サウンドマヒナ号
（非抽選馬） 1頭 カナタ号

第２回 阪神競馬 第２日



09015 3月29日 晴 不良 （2阪神2） 第2日 第3競走 ��1，800�3歳未勝利
発走10時45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

46 プロミストウォリア 牡3鹿 56
55 ☆西村 淳也 �シルクレーシング 野中 賢二 平取 坂東牧場 512 ―1：52．3 8．4�

69 モンサンイルベント 牡3鹿 56 坂井 瑠星山下 新一氏 飯田 祐史 新冠 川島牧場 502± 01：52．72� 3．0�
711 カワキタジャズ 牡3鹿 56

55 ☆斎藤 新川島 吉男氏 浜田多実雄 新ひだか 木田牧場 526＋ 41：52．8� 86．5�
34 ナムラタイガー 牡3鹿 56 浜中 俊奈村 信重氏 鈴木 孝志 浦河 木村牧場 526± 01：52．9� 6．7�
33 クリアショット 牡3芦 56

55 ☆岩田 望来今村 明浩氏 上村 洋行 日高 高山牧場 490＋ 41：53．43 2．0�
814 レトロフューチャー �3鹿 56 藤井勘一郎	ノースヒルズ 安田 翔伍 新冠 株式会社

ノースヒルズ B450－ 61：55．9大差 140．6

57 シフクユウヒ 牡3栗 56 竹之下智昭國分 純氏 千田 輝彦 日高 スマイルファーム 516± 01：56．11 15．7�
712 バトルピアサー 牝3鹿 54

52 △団野 大成�髙昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 408－ 61：56．2� 27．8�
45 クリスリターン 牡3栗 56 藤懸 貴志松本 俊廣氏 北出 成人 新冠 タニグチ牧場 B466－ 41：56．83� 92．7
610 ウォーデコラシオン 牡3鹿 56 太宰 啓介吉田 照哉氏 森田 直行 千歳 社台ファーム 478 ―1：58．29 181．3�
58 ナムラブラボー 牡3鹿 56 国分 恭介奈村 睦弘氏 五十嵐忠男 新冠 武田 寛治 434－ 81：58．41� 321．5�
22 メイショウガロンヌ 牡3鹿 56 荻野 極松本 好雄氏 池添 学 浦河 三嶋牧場 492＋ 61：58．82� 332．2�
813 イ オ ウ ゼ ン 牡3黒鹿56 吉田 隼人諸江 幸祐氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 488－141：59．33 41．4�

（13頭）
11 テイエムヒューザー 牡3栗 56

53 ▲泉谷 楓真竹園 正繼氏 武 英智 日高 天羽 禮治 B520－ 6 （競走除外）

売 得 金
単勝： 28，739，000円 複勝： 37，272，600円 枠連： 7，194，800円
馬連： 38，122，600円 馬単： 19，546，400円 ワイド： 29，107，100円
3連複： 51，596，400円 3連単： 64，559，200円 計： 276，138，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 290円 � 140円 � 1，240円 枠 連（4－6） 1，490円

馬 連 �� 1，540円 馬 単 �� 3，230円

ワ イ ド �� 590円 �� 8，570円 �� 2，750円

3 連 複 ��� 28，570円 3 連 単 ��� 116，140円

票 数

単勝票数 差引計 287390（返還計 12079） 的中 � 27049（4番人気）
複勝票数 差引計 372726（返還計 23376） 的中 � 30037（4番人気）� 97804（2番人気）� 5501（9番人気）
枠連票数 差引計 71948（返還計 9424） 的中 （4－6） 3718（6番人気）
馬連票数 差引計 381226（返還計 49742） 的中 �� 19101（6番人気）
馬単票数 差引計 195464（返還計 23676） 的中 �� 4531（12番人気）
ワイド票数 差引計 291071（返還計 45809） 的中 �� 13703（7番人気）�� 833（36番人気）�� 2646（21番人気）
3連複票数 差引計 515964（返還計141102） 的中 ��� 1354（48番人気）
3連単票数 差引計 645592（返還計178469） 的中 ��� 403（210番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―12．6―12．1―12．4―12．9―12．4―12．7―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．9―36．5―48．6―1：01．0―1：13．9―1：26．3―1：39．0

コーナー
通過順位

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

2
4

・（6，13）9（2，12）3－7，4－（5，11）－14＝（8，10）・（6，9）（3，11）（4，12）13（5，7）2，14＝10，8
勝馬の
紹 介

プロミストウォリア �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 フ ジ キ セ キ 初出走

2017．3．26生 牡3鹿 母 プロミストスパーク 母母 プ レ イ ン 1戦1勝 賞金 5，100，000円
〔競走除外〕 テイエムヒューザー号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。疾病〔両前肢挫創〕を発症したため競走除外。発走時刻6分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 テイエムヒューザー号は，令和2年3月30日から令和2年4月28日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウォーデコラシオン号・ナムラブラボー号・メイショウガロンヌ号・イオウゼン号は，「タイムオーバー

による出走制限」のため，令和2年4月29日まで平地競走に出走できない。

09016 3月29日 晴
（ 芝 ）重
（ダート）不良（2阪神2） 第2日 第4競走 ��2，970�障害4歳以上未勝利

発走11時15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 1，600，000
1，600，000

円
円 790，000円� コースレコード3：15．7良・良

44 エジステンツァ 牡6鹿 60 上野 翔 �社台レースホース田中 博康 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 490＋ 43：22．0 9．3�

22 マイネルサージュ 牡8鹿 60 五十嵐雄祐 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 鹿戸 雄一 洞�湖 レイクヴィラファーム 500± 03：22．63� 14．4�

79 � クリノライジン 牡4栗 59 熊沢 重文栗本 博晴氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 496－ 2 〃 クビ 48．1�
811 マンノグランプリ 牡4鹿 59 西谷 誠萬野 順啓氏 角田 晃一 平取 二風谷ファーム 516＋ 2 〃 同着 18．7�
68 スズカキッド 牡4栗 59 大江原 圭永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 宮内牧場 452＋ 43：23．13 73．2	
710 ウインテンダネス 牡7栗 60 佐久間寛志�ウイン 杉山 晴紀 新冠 アサヒ牧場 512± 03：24．48 2．8

11 スモークフリー 牡8芦 60 石神 深一 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 532－ 63：24．71	 16．2�
56 デアリングアイデア 牡6鹿 60 植野 貴也宮川 純造氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム 480± 03：25．12� 107．5�
33 ブルベアボルド 牡4鹿 59 中村 将之 �ブルアンドベア 五十嵐忠男 新冠 八木 明広 532－ 43：25．2クビ 6．7
812 ホウオウアクセル 牡4栗 59 北沢 伸也小笹 芳央氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 452＋ 63：25．73 4．3�
67 � クリノヒビキ 
5栗 60 黒岩 悠栗本 博晴氏 湯窪 幸雄 浦河 バンブー牧場 B496－ 43：26．76 22．2�
55 � メイショウワンモア 牝6鹿 58 森 一馬松本 好雄氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 466－ 43：28．29 6．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 22，622，300円 複勝： 28，463，700円 枠連： 7，490，200円
馬連： 39，990，400円 馬単： 18，819，500円 ワイド： 31，080，900円
3連複： 66，183，100円 3連単： 72，818，000円 計： 287，468，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 230円 � 310円 �
�

790円
350円 枠 連（2－4） 5，780円

馬 連 �� 5，150円 馬 単 �� 11，220円

ワ イ ド �� 1，010円 ��
��

2，320円
1，010円

��
��

3，070円
1，350円

3 連 複 ���
���

32，720円
12，230円 3 連 単 ���

���
159，920円
66，510円

票 数

単勝票数 計 226223 的中 � 19267（5番人気）
複勝票数 計 284637 的中 �

�
27815
15855

（5番人気）
（7番人気）

� 18400（6番人気）� 6047（10番人気）

枠連票数 計 74902 的中 （2－4） 1003（23番人気）
馬連票数 計 399904 的中 �� 6016（23番人気）
馬単票数 計 188195 的中 �� 1257（45番人気）
ワイド票数 計 310809 的中 ��

��
4877
1518
（24番人気）
（47番人気）

��
��

2026
3569
（42番人気）
（30番人気）

�� 4872（25番人気）

3連複票数 計 661831 的中 ��� 757（145番人気） ��� 2033（85番人気）
3連単票数 計 728180 的中 ��� 165（753番人気） ��� 397（452番人気）
上り 1マイル 1：45．8 4F 52．1－3F 39．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エジステンツァ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2016．7．24 中京8着

2014．1．6生 牡6鹿 母 リトルアマポーラ 母母 リトルハーモニー 障害：3戦1勝 賞金 9，100，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時20分に変更。
〔制裁〕 ウインテンダネス号の騎手佐久間寛志は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。



09017 3月29日 晴 不良 （2阪神2） 第2日 第5競走 ��1，400�3歳未勝利
発走12時05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

59 イサチルサターン 牡3栗 56 吉田 隼人小坂 功氏 坂口 智康 新ひだか 谷岡スタット 490 ―1：24．6 11．5�
510 タガノウィリアム 牡3黒鹿56 小牧 太八木 良司氏 中尾 秀正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 478＋ 6 〃 アタマ 27．1�
612 アドマイヤヴェラ 牡3青鹿 56

55 ☆岩田 望来近藤 旬子氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 462－ 81：24．92 2．3�
611 メイショウポルポ 牡3黒鹿56 坂井 瑠星松本 好�氏 松下 武士 白老 社台牧場 438－101：25．21� 19．9�
35 マ タ ギ 牡3黒鹿56 藤懸 貴志杉澤 光雄氏 平田 修 新冠 小泉牧場 460－ 4 〃 クビ 4．3�
713 ナムラダヴィンチ 牡3青 56 岩崎 翼奈村 信重氏 大根田裕之 日高 若林 順一 424－ 41：25．62� 13．1	
11 ベ ラ ー ル 牡3黒鹿56 浜中 俊安原 浩司氏 武 幸四郎 浦河 三嶋牧場 482－ 41：25．7クビ 21．7

816 オーケーメジャー �3鹿 56 荻野 極小野 建氏 奥村 豊 浦河 三好牧場 B466－ 41：25．8� 148．4�
36 サウンドヒーロー 牡3黒鹿 56

55 ☆斎藤 新増田 雄一氏 吉田 直弘 新冠 小泉牧場 434＋ 41：26．54 7．9�
48 ウォーターハミング 牝3黒鹿54 国分 恭介山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 440－ 2 〃 クビ 41．5
714 アビーシュート 牝3栗 54 川須 栄彦瀬野尾裕久氏 千田 輝彦 浦河 三好牧場 518＋ 81：26．71� 46．9�
24 ヒロシゲダイヤ 牡3栗 56 岡田 祥嗣�ウエストヒルズ 北出 成人 新ひだか 岡田牧場 488－ 21：27．12� 21．8�
12 タカシーフェイス 牡3栗 56

53 ▲泉谷 楓真佐々木 勉氏 鈴木 孝志 千歳 社台ファーム 494－101：27．2クビ 96．1�
815 ブ レ ッ ト ゥ 牝3鹿 54

52 △団野 大成安原 浩司氏 奥村 豊 新ひだか 岡田牧場 432 ―1：27．52 45．1�
47 アンデュレイト 牡3青鹿 56

55 ☆西村 淳也 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 高柳 大輔 新ひだか 原口牧場 502－201：28．13� 31．0�

23 ブルベアアンペア 牡3鹿 56 田中 健 �ブルアンドベア 藤沢 則雄 別海 ハーモニース
トックファーム 512 ―1：31．7大差 222．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，941，700円 複勝： 52，990，400円 枠連： 14，180，000円
馬連： 66，555，500円 馬単： 30，770，500円 ワイド： 58，574，300円
3連複： 105，171，900円 3連単： 128，459，800円 計： 491，644，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，150円 複 勝 � 340円 � 520円 � 140円 枠 連（5－5） 19，900円

馬 連 �� 20，660円 馬 単 �� 31，310円

ワ イ ド �� 5，060円 �� 730円 �� 710円

3 連 複 ��� 10，060円 3 連 単 ��� 110，470円

票 数

単勝票数 計 349417 的中 � 24245（4番人気）
複勝票数 計 529904 的中 � 33053（5番人気）� 20154（9番人気）� 143102（1番人気）
枠連票数 計 141800 的中 （5－5） 552（28番人気）
馬連票数 計 665555 的中 �� 2496（40番人気）
馬単票数 計 307705 的中 �� 737（65番人気）
ワイド票数 計 585743 的中 �� 2793（39番人気）�� 21320（7番人気）�� 21973（6番人気）
3連複票数 計1051719 的中 ��� 7835（30番人気）
3連単票数 計1284598 的中 ��� 843（285番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．5―35．2―47．3―59．3―1：11．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イサチルサターン �
�
父 エイシンアポロン �

�
母父 サクラプレジデント 初出走

2017．4．3生 牡3栗 母 サクラローズマリー 母母 サクラヒーロー 1戦1勝 賞金 5，100，000円
〔発走状況〕 アンデュレイト号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブルベアアンペア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年4月29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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 バーミーズ号・メイショウサスライ号・メイショウフォイル号

09018 3月29日 晴 稍重 （2阪神2） 第2日 第6競走 ��
��1，800�3歳未勝利

発走12時35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
1：44．4
1：43．9

良
良

23 ル ヴ ァ ン 牡3鹿 56
55 ☆岩田 望来 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 462＋ 41：48．7 16．7�

47 ロードシャムロック 牡3鹿 56 坂井 瑠星 �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 486－181：48．8� 9．7�
817 ム ジ カ 牝3鹿 54 高倉 稜杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新ひだか 前谷 武志 432＋ 21：48．9� 3．2�
48 グ ラ ニ ー タ 牝3黒鹿54 荻野 琢真 �社台レースホース今野 貞一 千歳 社台ファーム 446± 0 〃 ハナ 67．6�
612 ロードライトニング 牡3鹿 56

55 ☆西村 淳也 �ロードホースクラブ 安田 翔伍 新ひだか ケイアイファーム 430＋ 61：49．43 70．2	
510 エ ル ス ネ ル 牡3鹿 56 浜中 俊 �シルクレーシング 西園 正都 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B440＋ 21：49．5� 24．0

611 キングインパクト 牡3鹿 56 吉田 隼人廣崎利洋HD� 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 506 ―1：49．71� 2．5�
818 ユニコーンバンブー 牡3鹿 56

53 ▲泉谷 楓真竹下千亜子氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 464－ 41：49．8� 17．4�
24 ウインオリヴィア 牝3栗 54

53 ☆斎藤 新�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 432± 0 〃 クビ 25．0
816 スーパーフライヤー 牡3青鹿 56

54 △団野 大成三宅 勝俊氏 上村 洋行 新ひだか 桜井牧場 490± 01：50．11	 37．1�
715 ダンツサトリア 牡3栗 56 川島 信二山元 哲二氏 池添 兼雄 新冠 パカパカ

ファーム 474± 01：50．31� 273．7�
59 シ ェ ノ ン 牡3鹿 56 川須 栄彦�フクキタル 矢作 芳人 新冠 パカパカ

ファーム 470－ 61：50．4	 59．0�
11 
 サニーシェルブール 牡3黒鹿 56

55 ☆川又 賢治吉田 千津氏 音無 秀孝 仏 Mr Teruya
Yoshida 464 ―1：50．5	 122．8�

36 アドマイヤパンドラ 牝3芦 54 藤井勘一郎近藤 旬子氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 442－ 41：50．6クビ 11．6�
12 ラウンドレイ 牡3黒鹿56 国分 恭介水上 行雄氏 平田 修 浦河 笠松牧場 480－ 21：50．81� 340．7�
714 メイショウコホク 牡3鹿 56 太宰 啓介松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 516 ― 〃 クビ 56．7�
35 ミキノイチゴ 牡3黒鹿56 荻野 極谷口 久和氏 藤沢 則雄 新ひだか 平野牧場 440± 01：50．9� 16．9�
713 ティーパーティー 牝3鹿 54 藤懸 貴志山本 茂氏 大根田裕之 新ひだか 沖田 忠幸 452＋ 21：51．0� 527．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 37，399，600円 複勝： 55，868，600円 枠連： 15，590，800円
馬連： 64，611，600円 馬単： 25，702，300円 ワイド： 54，448，300円
3連複： 94，607，700円 3連単： 103，822，900円 計： 452，051，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，670円 複 勝 � 390円 � 260円 � 140円 枠 連（2－4） 3，580円

馬 連 �� 7，150円 馬 単 �� 15，230円

ワ イ ド �� 1，580円 �� 850円 �� 550円

3 連 複 ��� 5，980円 3 連 単 ��� 67，750円

票 数

単勝票数 計 373996 的中 � 17869（5番人気）
複勝票数 計 558686 的中 � 28001（7番人気）� 48053（3番人気）� 147435（1番人気）
枠連票数 計 155908 的中 （2－4） 3367（13番人気）
馬連票数 計 646116 的中 �� 6997（24番人気）
馬単票数 計 257023 的中 �� 1265（47番人気）
ワイド票数 計 544483 的中 �� 8472（15番人気）�� 16289（8番人気）�� 26679（2番人気）
3連複票数 計 946077 的中 ��� 11848（15番人気）
3連単票数 計1038229 的中 ��� 1111（219番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―36．0―48．8―1：01．1―1：12．8―1：24．3―1：36．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．6―3F35．9
3 ・（7，16，18）3，4，9（1，2，10）（8，11，12）15（5，17）（6，14）13 4 7（16，18）3（4，9，10）（1，11，12）（8，2，17）15（6，14）（5，13）

勝馬の
紹 介

ル ヴ ァ ン �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Monsun デビュー 2019．7．27 新潟7着

2017．2．5生 牡3鹿 母 ピュアブリーゼ 母母 ピューリティー 7戦1勝 賞金 6，910，000円
〔3走成績による出走制限〕 ダンツサトリア号・ラウンドレイ号・ティーパーティー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年5月

29日まで平地競走に出走できない。



09019 3月29日 晴 稍重 （2阪神2） 第2日 第7競走 ��
��1，400�3歳1勝クラス

発走13時05分 （500万円以下） （芝・右）
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
1：19．3
1：19．0

良
良

46 メイショウチタン 牡3黒鹿 56
53 ▲泉谷 楓真松本 好雄氏 本田 優 新ひだか 松田牧場 456－ 61：22．2 21．2�

58 スワーヴドン 牡3鹿 56 坂井 瑠星�NICKS 中内田充正 安平 ノーザンファーム 472－ 21：22．41� 3．0�
45 ミスビアンカ 牝3鹿 54 荻野 極 �シルクレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 436－10 〃 クビ 19．1�
610 カワキタアジン 牝3鹿 54 吉田 隼人川島 吉男氏 杉山 晴紀 新冠 川島牧場 478－ 21：22．5� 4．5�
57 	 マートルフィールド 牡3栗 56 藤井勘一郎ゴドルフィン 矢作 芳人 愛

Tinnakill
Bloodstock &
Jack Cantillon

452＋ 21：22．71� 15．0	
813 アサケエース 牡3鹿 56 太宰 啓介大橋 堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 428± 01：23．01
 21．7

814 ビ ア イ 牝3青鹿54 国分 恭介副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 鳥井 征士 478± 01：23．21� 80．1�
34 パ フ ェ ム リ 牝3鹿 54

53 ☆西村 淳也 �日高大洋牧場 岡田 稲男 日高 日高大洋牧場 424－101：23．3� 4．5�
11 エコロアーサー 牡3栗 56 水口 優也原村 正紀氏 武市 康男 新ひだか 坂本牧場 450－ 2 〃 ハナ 357．8
711 ウインカムトゥルー 牡3栗 56 高倉 稜�ウイン 杉山 晴紀 新冠 コスモヴューファーム 468－ 41：23．51� 68．3�
69 ヴィルトゥオシタ 牝3鹿 54

53 ☆岩田 望来�G1レーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 414－121：23．82 10．3�
712 ライチェフェイス 牡3鹿 56

55 ☆斎藤 新佐々木 勉氏 新谷 功一 日高 メイプルファーム 450＋ 61：23．9� 153．5�
22 ソーユーフォリア 牝3黒鹿 54

53 ☆川又 賢治濵本 洋輔氏 高柳 瑞樹 浦河 日進牧場 444－ 41：25．510 27．8�
33 ボンボヤージ 牝3鹿 54 浜中 俊廣崎 利洋氏 梅田 智之 平取 株式会社

ASK STUD 426＋ 8 （競走中止） 9．4�
（14頭）

売 得 金
単勝： 50，363，200円 複勝： 68，200，600円 枠連： 15，284，200円
馬連： 87，537，100円 馬単： 34，389，100円 ワイド： 63，520，900円
3連複： 120，870，200円 3連単： 137，235，200円 計： 577，400，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，120円 複 勝 � 530円 � 150円 � 480円 枠 連（4－5） 1，510円

馬 連 �� 5，030円 馬 単 �� 11，570円

ワ イ ド �� 1，720円 �� 3，730円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 21，250円 3 連 単 ��� 165，540円

票 数

単勝票数 計 503632 的中 � 18987（8番人気）
複勝票数 計 682006 的中 � 27233（9番人気）� 160967（1番人気）� 30455（7番人気）
枠連票数 計 152842 的中 （4－5） 7817（5番人気）
馬連票数 計 875371 的中 �� 13468（21番人気）
馬単票数 計 343891 的中 �� 2229（50番人気）
ワイド票数 計 635209 的中 �� 9483（24番人気）�� 4278（41番人気）�� 15253（14番人気）
3連複票数 計1208702 的中 ��� 4266（78番人気）
3連単票数 計1372352 的中 ��� 601（535番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．4―11．8―11．6―12．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．1―34．5―46．3―57．9―1：09．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウチタン �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2019．6．29 函館5着

2017．3．12生 牡3黒鹿 母 ラルティスタ 母母 セクシーココナッツ 9戦2勝 賞金 15，050，000円
〔競走中止〕 ボンボヤージ号は，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。
〔制裁〕 メイショウチタン号の騎手泉谷楓真は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：14番・

4番・12番・9番）
〔調教再審査〕 ボンボヤージ号は，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。
〔その他〕 ソーユーフォリア号は，競走中に疾病〔鼻出血〕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。
〔鼻出血による出走制限〕 ソーユーフォリア号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和2年4月29日まで出走できない。

09020 3月29日 晴 重 （2阪神2） 第2日 第8競走 ��
��1，800�4歳以上1勝クラス

発走13時35分 （500万円以下） （ダート・右）
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

33 シールドヴォルト 牡4鹿 57
54 ▲泉谷 楓真飯田 正剛氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 438－ 21：52．1 2．0�

77 ハイクアウト �6鹿 57
56 ☆岩田 望来�ノースヒルズ 浜田多実雄 新ひだか 土居牧場 522＋ 21：52．2	 4．9�

78 メイショウウズマサ 牡4黒鹿 57
56 ☆斎藤 新松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 506＋161：52．41 8．6�

55 キ ャ メ ロ ン 牡4鹿 57 吉田 隼人川勝 裕之氏 今野 貞一 新ひだか 今 牧場 490＋ 41：53．57 7．3�
22 グッドヘルスバイオ 牡4芦 57

56 ☆西村 淳也バイオ� 池添 学 平取 坂東牧場 466－121：53．71	 6．4�
66 
 ディープスピリッツ 牡6鹿 57

56 ☆川又 賢治菅原 広隆氏 羽月 友彦 新ひだか 上村 清志 472－ 6 〃 アタマ 73．3	
810 サンライズヴュー 牡4青鹿57 浜中 俊松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 栄進牧場 480－ 2 〃 アタマ 10．5

44 
 テイケイドルチェ 牝5鹿 55 田中 健兼松 忠男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 414± 01：54．02 129．6�
89 
 ネルソンタッチ 牡4芦 57 高倉 稜谷掛 龍夫氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 492＋ 81：54．1	 94．0�
11 ウインアライバル 牡4栗 57

55 △団野 大成�ウイン 新谷 功一 新冠 コスモヴューファーム 468－ 81：55．16 48．0
（10頭）

売 得 金
単勝： 35，166，600円 複勝： 43，098，000円 枠連： 9，341，000円
馬連： 59，307，700円 馬単： 30，396，100円 ワイド： 39，894，800円
3連複： 79，750，000円 3連単： 137，379，000円 計： 434，333，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 140円 � 220円 枠 連（3－7） 350円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 730円

ワ イ ド �� 220円 �� 410円 �� 600円

3 連 複 ��� 1，310円 3 連 単 ��� 4，130円

票 数

単勝票数 計 351666 的中 � 139307（1番人気）
複勝票数 計 430980 的中 � 126719（1番人気）� 77424（2番人気）� 36086（6番人気）
枠連票数 計 93410 的中 （3－7） 20397（1番人気）
馬連票数 計 593077 的中 �� 99356（1番人気）
馬単票数 計 303961 的中 �� 30831（1番人気）
ワイド票数 計 398948 的中 �� 54513（1番人気）�� 23230（6番人気）�� 14874（9番人気）
3連複票数 計 797500 的中 ��� 45624（5番人気）
3連単票数 計1373790 的中 ��� 24089（8番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―13．5―12．3―12．0―12．1―12．2―12．4―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．3―37．8―50．1―1：02．1―1：14．2―1：26．4―1：38．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シールドヴォルト �
�
父 ダ ン カ ー ク �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2018．7．28 小倉6着

2016．4．24生 牡4鹿 母 ロイヤルヴォルト 母母 レディジョアン 17戦2勝 賞金 26，530，000円

追 加 記 事（第 2回阪神競馬第 1日第 4競走）
〔その他〕　　ハローオンザターフ号は，競走中に疾病〔左第３手根骨々折〕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。



09021 3月29日 晴 稍重 （2阪神2） 第2日 第9競走 ��2，000�四 国 新 聞 杯
発走14時05分 （芝・右）

牝，4歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，55�
四国新聞社賞（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 203，000円 58，000円 29，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

11 マルシュロレーヌ 牝4鹿 55 坂井 瑠星 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 460＋ 62：01．4 9．1�
77 ランブリングアレー 牝4黒鹿55 吉田 隼人 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム 464＋ 42：01．5� 3．4�
44 アルファライズ 牝4青鹿55 斎藤 新松岡 隆雄氏 安田 隆行 洞�湖 レイクヴィラファーム 452＋ 62：01．6� 45．9�
89 カセドラルベル 牝4鹿 55 岩田 望来吉田 勝己氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 544＋22 〃 クビ 2．9�
66 ウインラナキラ 牝5鹿 55 高倉 稜�ウイン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 418＋ 42：01．81� 6．0	
55 ゲンティアナ 牝4鹿 55 西村 淳也吉田 勝己氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 428＋ 2 〃 ハナ 21．3

22 スパイクナード 牝6黒鹿55 国分 恭介前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460＋ 42：02．11	 88．4�
33 タ ン タ ラ ス 牝4鹿 55 浜中 俊 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B478－ 22：03．27 5．5�
88 ウインルチル 牝5栗 55 荻野 極�ウイン 奥村 豊 新冠 コスモヴューファーム 444＋16 〃 ハナ 11．4

（9頭）

売 得 金
単勝： 42，620，300円 複勝： 52，639，400円 枠連： 10，163，200円
馬連： 83，922，100円 馬単： 37，796，400円 ワイド： 50，587，200円
3連複： 103，543，500円 3連単： 175，646，200円 計： 556，918，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 280円 � 160円 � 790円 枠 連（1－7） 1，390円

馬 連 �� 1，290円 馬 単 �� 3，440円

ワ イ ド �� 550円 �� 2，420円 �� 1，940円

3 連 複 ��� 9，870円 3 連 単 ��� 51，410円

票 数

単勝票数 計 426203 的中 � 37269（5番人気）
複勝票数 計 526394 的中 � 47118（6番人気）� 110117（2番人気）� 13355（8番人気）
枠連票数 計 101632 的中 （1－7） 5643（7番人気）
馬連票数 計 839221 的中 �� 50358（6番人気）
馬単票数 計 377964 的中 �� 8224（17番人気）
ワイド票数 計 505872 的中 �� 25397（7番人気）�� 5158（24番人気）�� 6485（21番人気）
3連複票数 計1035435 的中 ��� 7861（34番人気）
3連単票数 計1756462 的中 ��� 2477（184番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―12．9―12．7―12．3―12．0―11．8―11．5―12．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．1―37．0―49．7―1：02．0―1：14．0―1：25．8―1：37．3―1：49．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マルシュロレーヌ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2019．2．3 京都2着

2016．2．4生 牝4鹿 母 ヴィートマルシェ 母母 キョウエイマーチ 8戦3勝 賞金 31，103，000円

09022 3月29日 晴 稍重 （2阪神2） 第2日 第10競走 ��
��1，600�

む こ が わ

武庫川ステークス
発走14時40分 （芝・右・外）
4歳以上，3勝クラス（1600万円以下）；負担重量は，57�，牝馬2�減

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 203，000円 58，000円 29，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．9
1：30．3

良
良

44 トーセンブレス 牝5黒鹿55 浜中 俊島川 �哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 472± 01：35．4 6．4�
11 ヴィッテルスバッハ 牡4鹿 57 荻野 極 �キャロットファーム 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 470－ 41：35．61� 4．7�
33 アンドラステ 牝4黒鹿55 坂井 瑠星 �社台レースホース中内田充正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458－ 8 〃 ハナ 2．0�
77 ノーブルカリナン 牝5黒鹿55 吉田 隼人 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム 458－ 2 〃 ハナ 34．1�
88 ソシアルクラブ 牝5栗 55 岩田 望来 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B478－ 41：35．7	 5．6	
66 ワンダープチュック 牡6黒鹿57 斎藤 新山本 能成氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 514＋ 21：35．91 13．0

22 カ レ ン カ カ 牡6芦 57 川須 栄彦鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 502－ 21：36．22 80．6�
55 サンラモンバレー 牡5鹿 57 藤井勘一郎金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 492± 01：36．41	 31．3
89 
 ユニコーンライオン 牡4黒鹿57 川又 賢治ライオンレースホース� 矢作 芳人 愛 Desert Star

Phoenix Jvc 524－ 81：36．5� 12．3�
（9頭）

売 得 金
単勝： 66，168，400円 複勝： 73，085，300円 枠連： 14，211，000円
馬連： 113，660，900円 馬単： 55，266，300円 ワイド： 73，549，500円
3連複： 140，297，600円 3連単： 279，571，700円 計： 815，810，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 140円 � 130円 � 110円 枠 連（1－4） 1，290円

馬 連 �� 1，300円 馬 単 �� 2，880円

ワ イ ド �� 350円 �� 270円 �� 210円

3 連 複 ��� 820円 3 連 単 ��� 7，390円

票 数

単勝票数 計 661684 的中 � 81456（4番人気）
複勝票数 計 730853 的中 � 110163（4番人気）� 130050（2番人気）� 209309（1番人気）
枠連票数 計 142110 的中 （1－4） 8473（6番人気）
馬連票数 計1136609 的中 �� 67443（5番人気）
馬単票数 計 552663 的中 �� 14349（10番人気）
ワイド票数 計 735495 的中 �� 49492（4番人気）�� 66854（3番人気）�� 96300（1番人気）
3連複票数 計1402976 的中 ��� 127287（2番人気）
3連単票数 計2795717 的中 ��� 27397（23番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―24．3―36．3―48．5―1：00．6―1：12．1―1：23．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーセンブレス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2017．9．17 中山1着

2015．3．5生 牝5黒鹿 母 ブルーミンバー 母母 タヤスブルーム 17戦2勝 賞金 89，085，000円



09023 3月29日 晴 稍重 （2阪神2） 第2日 第11競走 ��
��1，600�

ろっこう

六甲ステークス（Ｌ）
発走15時20分 （芝・右・外）
4歳以上；負担重量は，日本馬：56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過
額1，200万円毎1�増，�：56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�
増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 25，000，000円 10，000，000円 6，300，000円 3，800，000円 2，500，000円
付 加 賞 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．9
1：30．3

良
良

22 ウ ー リ リ 牡4鹿 56 吉田 隼人金子真人ホール
ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 496－ 41：34．1 5．3�

710 サトノアーサー 牡6青鹿57 坂井 瑠星 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 492－ 8 〃 アタマ 3．1�
69 エントシャイデン 牡5芦 56 川又 賢治前田 幸治氏 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 484＋ 21：34．63 69．5�
45 キ ョ ウ ヘ イ 牡6鹿 56 高倉 稜瀬谷 �雄氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 B452＋ 21：34．7クビ 12．5�
44 	 スウィングビート 牡5鹿 56 西村 淳也 	社台レースホース加藤 征弘 米 Shadai Farm 486－ 41：34．8
 11．1

33 ランスオブプラーナ 牡4黒鹿57 太宰 啓介五影 慶則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 468＋ 61：35．01� 44．0�
711 アイスストーム 牡5鹿 56 浜中 俊ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 522－ 21：35．21� 4．2�
11 キャプテンペリー 7栗 56 国分 恭介千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 508± 01：35．41 72．2
57 クライムメジャー 牡6栗 56 団野 大成 	シルクレーシング 渡辺 薫彦 洞�湖 レイクヴィラファーム 534＋ 81：36．25 23．9�
56 プラチナムバレット 牡6芦 56 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 岡田スタツド 484－ 2 〃 クビ 72．9�
813 タイムトリップ 牡6黒鹿56 藤井勘一郎中村 祐子氏 菊川 正達 浦河 鵜木 唯義 492－ 81：36．3� 46．9�
68 カ ヴ ァ ル 牡5青鹿56 荻野 極 	サンデーレーシング 勢司 和浩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 512＋ 61：36．62 37．9�
812 サトノフェイバー 牡5黒鹿56 岩田 望来 �サトミホースカンパニー 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 510－ 41：38．5大差 5．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 75，460，000円 複勝： 94，125，900円 枠連： 36，542，800円
馬連： 231，446，300円 馬単： 86，792，700円 ワイド： 125，431，000円
3連複： 342，993，200円 3連単： 479，434，600円 計： 1，472，226，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 190円 � 140円 � 980円 枠 連（2－7） 560円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，510円

ワ イ ド �� 400円 �� 4，060円 �� 2，720円

3 連 複 ��� 13，350円 3 連 単 ��� 47，260円

票 数

単勝票数 計 754600 的中 � 112970（4番人気）
複勝票数 計 941259 的中 � 128396（3番人気）� 241380（1番人気）� 16290（10番人気）
枠連票数 計 365428 的中 （2－7） 49710（2番人気）
馬連票数 計2314463 的中 �� 224961（3番人気）
馬単票数 計 867927 的中 �� 42896（4番人気）
ワイド票数 計1254310 的中 �� 90812（3番人気）�� 7412（38番人気）�� 11185（23番人気）
3連複票数 計3429932 的中 ��� 19256（41番人気）
3連単票数 計4794346 的中 ��� 7354（142番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．2―34．9―46．9―58．7―1：10．4―1：21．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウ ー リ リ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2018．11．25 京都1着

2016．4．5生 牡4鹿 母 ウィキウィキ 母母 リアルナンバー 7戦3勝 賞金 67，791，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サトノフェイバー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年4月29日まで平地競

走に出走できない。

09024 3月29日 晴 重 （2阪神2） 第2日 第12競走 ��
��1，800�4歳以上2勝クラス

発走16時00分 （1000万円以下） （ダート・右）
負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

711 レッドシルヴァーナ 牝4芦 55
54 ☆岩田 望来 �東京ホースレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム B506－ 41：52．5 3．2�

610 エングローサー 牡5鹿 57 藤井勘一郎中村 忠彦氏 清水 久詞 新ひだか 土居牧場 508＋ 61：52．82 6．0�
33 � ツブラナヒトミ 牡5栗 57

55 △団野 大成加藤 誠氏 中竹 和也 米 Fred W.
Hertrich III 506＋ 2 〃 アタマ 12．2�

814 ヒロノセンキン 	4黒鹿 57
56 ☆西村 淳也サンエイ開発� 寺島 良 新ひだか 片山牧場 470± 01：53．01 9．6�

45 ワタシノロザリオ 牝6青鹿55 荻野 極 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 湯窪 幸雄 新ひだか 高橋フアーム 452＋ 21：53．1クビ 21．8�

813 ランドジュピター 牡6鹿 57
54 ▲泉谷 楓真木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 高澤 俊雄 460－ 41：53．31
 86．7	

58 サンマルエンパイア 牡6鹿 57 太宰 啓介相馬 勇氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 470＋ 41：53．4� 76．2

22 タイセイビルダー 牡4栗 57 坂井 瑠星田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B520± 0 〃 クビ 4．4�
69 ハイエストクイーン 牝5黒鹿 55

54 ☆川又 賢治山田 弘氏 吉村 圭司 新ひだか 岡田スタツド 492± 0 〃 ハナ 66．9�
46 ヴォカツィオーネ 牝6栗 55 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 むかわ 上水牧場 476＋ 21：53．5� 19．0
712 アスターゴールド 牡6栗 57 田中 健加藤 久枝氏 南井 克巳 むかわ 上水牧場 496± 01：53．71 65．5�
11 リ ー ヴ ル 牡4栗 57 浜中 俊�G1レーシング 萩原 清 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484－ 4 〃 アタマ 9．5�
57 テーオーポシブル 牡4鹿 57 荻野 琢真小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 476－ 61：53．91� 9．6�
34 ド ゥ リ ト ル 牡5黒鹿 57

56 ☆斎藤 新大林 一彦氏 村山 明 洞�湖 レイクヴィラファーム B500± 01：55．17 140．8�
（14頭）

売 得 金
単勝： 60，162，200円 複勝： 71，978，900円 枠連： 20，896，800円
馬連： 130，192，000円 馬単： 47，505，300円 ワイド： 87，224，000円
3連複： 191，405，000円 3連単： 234，273，300円 計： 843，637，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 170円 � 210円 � 350円 枠 連（6－7） 890円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 1，790円

ワ イ ド �� 420円 �� 820円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 3，410円 3 連 単 ��� 13，540円

票 数

単勝票数 計 601622 的中 � 148253（1番人気）
複勝票数 計 719789 的中 � 124451（1番人気）� 91926（3番人気）� 44211（7番人気）
枠連票数 計 208968 的中 （6－7） 18109（2番人気）
馬連票数 計1301920 的中 �� 101061（2番人気）
馬単票数 計 475053 的中 �� 19870（3番人気）
ワイド票数 計 872240 的中 �� 56667（2番人気）�� 26528（10番人気）�� 20327（13番人気）
3連複票数 計1914050 的中 ��� 42031（7番人気）
3連単票数 計2342733 的中 ��� 12544（19番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―37．7―50．8―1：03．5―1：15．6―1：27．6―1：40．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．9
1
3
2，11（3，12）（8，14）－（7，9）－（4，10）5－（13，6）1・（2，11）12（3，8）14，9（7，10，13）4（5，6）－1

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

勝馬の
紹 介

レッドシルヴァーナ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2019．1．5 京都11着

2016．2．29生 牝4芦 母 シルバーフォックス 母母 ビーポジティブ 10戦3勝 賞金 34，700，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔制裁〕 レッドシルヴァーナ号の騎手岩田望来は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：8番・7番）
※ドゥリトル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



（2阪神2）第2日 3月29日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重後稍重
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 157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

223，500，000円
5，570，000円
24，480，000円
990，000円

25，960，000円
65，574，500円
5，025，500円
1，507，200円

勝馬投票券売得金
500，077，800円
669，186，500円
165，702，800円
996，342，100円
429，590，700円
683，193，300円
1，421，477，600円
1，974，282，200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 6，839，853，000円

総入場人員 ０名 （有料入場人員 ０名）

特 記 事 項
第2回阪神競馬第2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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