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06037 3月8日 雨 重 （2阪神1） 第4日 第1競走 ��1，400�3歳未勝利
発走10時00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

611 サトノガイア 牝3鹿 54 松山 弘平 �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 466－ 81：25．3 1．9�
815 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 436± 01：25．4� 4．3�
48 ケリーズアリュール 牝3栗 54 A．シュタルケ �シルクレーシング 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 412－ 41：25．82� 19．6�

（独）

816 ロ ジ ー ナ 牝3黒鹿 54
52 △団野 大成 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 幌村牧場 442－ 4 〃 アタマ 8．4�

612 リバーランド 牝3青鹿54 田中 健林 正道氏 浅見 秀一 日高 ヤナガワ牧場 402－ 41：26．22� 74．6	
714 ジルジェンティ 牝3鹿 54 岩田 康誠 �キャロットファーム 橋田 満 安平 ノーザンファーム 450± 01：26．73 20．5

12 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 454＋ 4 〃 ハナ 110．4�
23 オメガシュプリーム 牝3栗 54 北村 友一原 �子氏 安田 翔伍 新ひだか 岡田スタツド 442＋ 41：27．12� 65．8�
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 418＋ 41：27．2� 77．0
35 ラヴィンツァラ 牝3鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 新ひだか 株式会社ブルースターズファーム 432－ 6 〃 クビ 97．5�
59 アンティークブーケ 牝3鹿 54

53 ☆川又 賢治�ノースヒルズ 浜田多実雄 新冠 平山牧場 394± 01：27．3クビ 93．5�
36 クリノサンシャイン 牝3鹿 54 藤井勘一郎栗本 博晴氏 高橋 康之 新冠 上井農場 446 ―1：27．51� 75．5�
24 クリノソフィア 牝3鹿 54 松田 大作栗本 博晴氏 武 英智 日高 永村 侑 446－ 61：27．6� 87．9�
713 ドリームハット 牝3黒鹿54 高倉 稜小島 將之氏 安達 昭夫 日高 鹿戸 美明 444± 01：28．87 79．9�
510 トウケイワルツ 牝3鹿 54 池添 謙一木村 信彦氏 池添 兼雄 新ひだか 坂本 智広 466－ 61：30．07 15．7�
11 ホウオウエインセル 牝3芦 54 浜中 俊小笹 芳央氏 須貝 尚介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460＋221：30．31� 9．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，771，500円 複勝： 42，387，200円 枠連： 10，143，800円
馬連： 47，498，500円 馬単： 20，732，100円 ワイド： 40，476，800円
3連複： 73，303，700円 3連単： 77，671，000円 計： 339，984，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 160円 � 280円 枠 連（6－8） 280円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 780円

ワ イ ド �� 260円 �� 560円 �� 1，240円

3 連 複 ��� 2，300円 3 連 単 ��� 6，450円

票 数

単勝票数 計 277715 的中 � 115948（1番人気）
複勝票数 計 423872 的中 � 160772（1番人気）� 59697（2番人気）� 22958（6番人気）
枠連票数 計 101438 的中 （6－8） 27790（1番人気）
馬連票数 計 474985 的中 �� 73794（1番人気）
馬単票数 計 207321 的中 �� 19742（1番人気）
ワイド票数 計 404768 的中 �� 45284（1番人気）�� 17587（6番人気）�� 7383（13番人気）
3連複票数 計 733037 的中 ��� 23868（6番人気）
3連単票数 計 776710 的中 ��� 8727（11番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．8―47．3―1：00．2―1：12．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．5―3F38．0
3 ・（1，3）4（11，10，13）16（7，12）（6，9）（2，15）14，8，5 4 ・（1，3）4（11，10，13）16（7，12）（6，9）15（2，14，8）5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

サトノガイア �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2020．2．15 京都2着

2017．4．29生 牝3鹿 母 ウエスタンダンサー 母母 ウエスタンローズ 2戦1勝 賞金 7，500，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トウケイワルツ号・ホウオウエインセル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年

4月8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〕 クリノソフィア号・ドリームハット号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年5月8日まで平地競走

に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

06038 3月8日 雨 重 （2阪神1） 第4日 第2競走 ��1，800�3歳未勝利
発走10時30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

68 リトルクレバー 牡3鹿 56 川田 将雅岡 浩二氏 佐々木晶三 日高 アイズスタッド株式会社 450＋ 61：52．9 1．8�
710 クリアショット 牡3芦 56 松山 弘平今村 明浩氏 上村 洋行 日高 高山牧場 486－ 81：53．53� 5．5�
56 オンザフェーヴル 牡3栗 56 藤岡 佑介廣崎 利洋氏 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 492＋ 21：53．82 16．3�
711 タガノトランキーロ 牡3鹿 56 岡田 祥嗣八木 良司氏 石橋 守 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 466－ 41：54．01� 14．4�
69 ウェイトゥザトップ 牡3栗 56 北村 友一吉田 勝己氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 488－ 21：54．21� 7．8�
45 ス ペ ラ ー レ 牡3芦 56

54 △団野 大成 �グリーンファーム吉村 圭司 千歳 社台ファーム 492＋ 61：54．3� 26．1	
33 タガノマイクラフト 牡3芦 56 岩田 康誠八木 良司氏 奥村 豊 新冠 八木牧場 494± 0 〃 クビ 247．8

44 サクラサーブル 牡3黒鹿56 和田 竜二�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 526－ 81：54．72� 150．4�
11 キースローガン 牡3栗 56

53 ▲泉谷 楓真北前孔一郎氏 川村 禎彦 浦河 浦河小林牧場 468＋ 41：54．91 21．8�
57 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 B456± 01：55．32� 155．7
813 クラウンマハロ 牡3黒鹿56 丹内 祐次�クラウン 尾形 和幸 日高 クラウン日高牧場 B510± 0 〃 アタマ 232．4�
812 キングダムウイナー 牡3鹿 56 福永 祐一ライオンレースホース� 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 488＋ 21：55．62 8．7�
22 アイドンノー 牡3黒鹿56 浜中 俊薪浦 亨氏 牧田 和弥 むかわ 上水牧場 482＋ 81：55．7クビ 23．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 33，768，200円 複勝： 64，695，100円 枠連： 7，393，600円
馬連： 45，123，200円 馬単： 22，147，600円 ワイド： 41，428，700円
3連複： 66，480，300円 3連単： 86，359，500円 計： 367，396，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 170円 � 290円 枠 連（6－7） 320円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 830円

ワ イ ド �� 260円 �� 430円 �� 1，200円

3 連 複 ��� 2，230円 3 連 単 ��� 6，680円

票 数

単勝票数 計 337682 的中 � 147933（1番人気）
複勝票数 計 646951 的中 � 360537（1番人気）� 55359（2番人気）� 25867（6番人気）
枠連票数 計 73936 的中 （6－7） 17516（1番人気）
馬連票数 計 451232 的中 �� 59396（2番人気）
馬単票数 計 221476 的中 �� 19797（2番人気）
ワイド票数 計 414287 的中 �� 45994（1番人気）�� 24092（5番人気）�� 7707（14番人気）
3連複票数 計 664803 的中 ��� 22339（7番人気）
3連単票数 計 863595 的中 ��� 9362（13番人気）

ハロンタイム 12．8―10．9―13．3―12．6―12．9―12．9―12．8―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．7―37．0―49．6―1：02．5―1：15．4―1：28．2―1：40．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リトルクレバー �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 ウォーエンブレム デビュー 2019．10．27 京都3着

2017．3．3生 牡3鹿 母 イニシャルダブル 母母 ウォートルベリー 5戦1勝 賞金 11，500，000円

第１回 阪神競馬 第４日



06039 3月8日 小雨 重 （2阪神1） 第4日 第3競走 ��
��1，200�3歳未勝利

発走11時00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

813 ミヤコシスター 牝3鹿 54 福永 祐一若草クラブ 浅見 秀一 むかわ 真壁 信一 468－ 21：12．4 2．3�
45 � トレーンベアラー 牝3鹿 54 浜中 俊吉田 和子氏 石坂 正 米

Daniel S. Mallory,
Amy Bayle & Al-
len Racing LLC

440－10 〃 クビ 7．2�
68 カズオルヴァル �3鹿 56 北村 友一合同会社雅苑興業 安田 隆行 むかわ 上水牧場 470－ 21：12．61 4．0�
22 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 440－10 〃 クビ 70．1�
56 コ ン ウ ィ 牡3鹿 56 幸 英明中村 祐子氏 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 440－ 2 〃 ハナ 10．2�
812 メイショウギンレイ 牡3芦 56

53 ▲泉谷 楓真松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 村下 明博 418－ 81：12．91
 445．7�
710� カ ク シ ン 牡3黒鹿56 川田 将雅風早 信昭氏 森 秀行 米

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

508± 01：13．0
 7．9	
711 ジュンジュン 牡3黒鹿56 高田 潤吉川 潤氏 湯窪 幸雄 新冠 ハシモトフアーム 478＋101：13．31
 36．9

33 グランヴェルソー 牡3鹿 56

55 ☆川又 賢治間宮 秀直氏 牧田 和弥 浦河 栄進牧場 446＋ 41：13．51� 123．7�
69 スカイボルト 牡3栗 56 和田 竜二�協栄 北出 成人 日高 タバタファーム 444＋ 41：13．71� 317．0
11 ブルベアカロリー 牡3鹿 56 松山 弘平 �ブルアンドベア 五十嵐忠男 新冠 若林牧場 486＋301：13．8クビ 64．2�
57 フ ァ ル ー ク 牡3栗 56 池添 謙一林 正道氏 池添 兼雄 新ひだか 服部 牧場 472± 01：14．65 6．8�
44 ロードデルタ 牡3鹿 56 高倉 稜 �ロードホースクラブ 高柳 大輔 浦河 ヒダカフアーム 492－ 81：15．77 124．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 35，548，300円 複勝： 46，277，200円 枠連： 7，583，000円
馬連： 50，780，500円 馬単： 24，144，900円 ワイド： 42，447，900円
3連複： 71，296，300円 3連単： 90，281，200円 計： 368，359，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 210円 � 140円 枠 連（4－8） 820円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 1，470円

ワ イ ド �� 380円 �� 230円 �� 650円

3 連 複 ��� 1，330円 3 連 単 ��� 5，260円

票 数

単勝票数 計 355483 的中 � 118874（1番人気）
複勝票数 計 462772 的中 � 148660（1番人気）� 37219（6番人気）� 81705（2番人気）
枠連票数 計 75830 的中 （4－8） 7105（4番人気）
馬連票数 計 507805 的中 �� 44926（4番人気）
馬単票数 計 241449 的中 �� 12310（4番人気）
ワイド票数 計 424479 的中 �� 27909（4番人気）�� 54740（1番人気）�� 14720（8番人気）
3連複票数 計 712963 的中 ��� 39998（2番人気）
3連単票数 計 902812 的中 ��� 12433（6番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．7―12．2―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．7―35．4―47．6―59．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．7―3F37．0
3 ・（7，12）13（2，8）10，6－（3，11）（1，9）－5，4 4 ・（7，12）（2，13）（8，10）6，11，3－（1，9）－5－4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミヤコシスター �
�
父 フェノーメノ �

�
母父 リ ン カ ー ン デビュー 2019．7．14 中京6着

2017．3．15生 牝3鹿 母 クレバーピルエット 母母 ピ ル エ ッ ト 9戦1勝 賞金 11，610，000円

06040 3月8日 小雨 重 （2阪神1） 第4日 第4競走 ��1，800�3歳新馬
発走11時30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

610 アーヴィンド 牡3黒鹿56 和田 竜二ゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 512 ―1：55．2 6．2�

58 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 ― 〃 クビ 33．9�
35 チェルアルコ 牝3栗 54 池添 謙一吉田 晴哉氏 森田 直行 安平 追分ファーム 520 ―1：55．73 13．4�
46 サ ー コ 牡3鹿 56 国分 優作石川 幸司氏 大根田裕之 新ひだか 徳本 幸雄 456 ―1：56．12� 14．7�
22 タガノカリュウド 牡3黒鹿56 福永 祐一八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 520 ― 〃 ハナ 1．9�
611 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 502 ―1：56．2クビ 5．5	
47 スズノプレジャー 牡3栗 56 古川 吉洋新木 鈴子氏 湯窪 幸雄 新ひだか 鹿嶋牧場 464 ―1：56．73 69．5

712 タ ッ デ オ 牡3鹿 56 藤岡 佑介名古屋友豊� 池添 学 日高 白井牧場 446 ―1：56．91� 10．3�
59 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 ―1：57．0クビ 26．5
34 デミウルゴス 牡3栗 56 水口 優也山上 和良氏 牧田 和弥 新ひだか 高橋フアーム 472 ―1：57．53 50．3�
23 ミキノイチバンコ 牡3栗 56

53 ▲泉谷 楓真谷口 久和氏 大橋 勇樹 浦河 浦河育成牧場 484 ―1：57．71� 87．6�
11 マルヨダンクン 牡3鹿 56 幸 英明野村 春行氏 高橋 康之 浦河 鈴木 武蔵 518 ―1：58．44 63．0�
814 メイショウコバコ 牝3栗 54 荻野 琢真松本 好雄氏 梅田 智之 浦河 岡部牧場 504 ―1：58．72 83．6�
713 ラグローリア 牝3黒鹿54 太宰 啓介ライオンレースホース� 森田 直行 浦河 中村 雅明 466 ― 〃 クビ 184．6�
815 モズフラリーマン 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣 �キャピタル・システム 南井 克巳 青森 谷川 博勝 514 ―1：59．55 119．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 25，672，200円 複勝： 29，424，300円 枠連： 9，366，300円
馬連： 38，382，200円 馬単： 18，482，900円 ワイド： 31，412，800円
3連複： 57，055，900円 3連単： 64，695，100円 計： 274，491，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 220円 � 720円 � 350円 枠 連（5－6） 1，360円

馬 連 �� 10，400円 馬 単 �� 16，700円

ワ イ ド �� 2，630円 �� 1，250円 �� 4，370円

3 連 複 ��� 39，990円 3 連 単 ��� 210，330円

票 数

単勝票数 計 256722 的中 � 32706（3番人気）
複勝票数 計 294243 的中 � 40122（3番人気）� 9246（8番人気）� 21588（6番人気）
枠連票数 計 93663 的中 （5－6） 5327（6番人気）
馬連票数 計 383822 的中 �� 2859（26番人気）
馬単票数 計 184829 的中 �� 830（46番人気）
ワイド票数 計 314128 的中 �� 3055（24番人気）�� 6657（13番人気）�� 1817（37番人気）
3連複票数 計 570559 的中 ��� 1070（98番人気）
3連単票数 計 646951 的中 ��� 223（488番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．7―38．5―51．8―1：04．9―1：17．7―1：30．0―1：42．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アーヴィンド �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Zafonic 初出走

2017．4．13生 牡3黒鹿 母 メイビーフォーエヴァー 母母 Easy Option 1戦1勝 賞金 6，000，000円



06041 3月8日 曇 稍重 （2阪神1） 第4日 第5競走 ��
��1，600�3歳未勝利

発走12時20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 ロードベイリーフ 牡3黒鹿56 池添 謙一 �ロードホースクラブ 森田 直行 浦河 大北牧場 486－ 21：35．6 5．1�
48 マルカエイペックス 牝3黒鹿54 和田 竜二日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 432－ 21：35．7� 5．5�
611 ノーセキュリティ 牡3鹿 56 古川 吉洋竹中 一彰氏 飯田 祐史 浦河 赤田牧場 496－101：36．33� 22．3�
815 ダブルアンコール 牝3鹿 54 水口 優也 DMMドリームクラブ� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 420＋ 21：36．51 4．8�
816 タツオウカケンラン 牝3青鹿54 岩田 康誠鈴木 髙幸氏 �島 一歩 新ひだか 畠山牧場 432＋ 21：36．6� 12．6�
47 アドマイヤパンドラ 牝3芦 54 幸 英明近藤 旬子氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 446－ 41：36．81� 10．0	
35 トーホウラデン 牡3黒鹿56 福永 祐一東豊物産� 高橋 亮 日高 竹島 幸治 494± 01：37．12 3．2

510 ル ヴ ュ ー 牡3栗 56 松山 弘平ディアレストクラブ� 鈴木 孝志 平取 中川 隆 434＋101：37．84 83．1�
12 ラウンドレイ 牡3黒鹿56 �島 良太水上 行雄氏 平田 修 浦河 笠松牧場 482－101：37．9クビ 394．4�
23 エトワールミノル 牡3栗 56

53 ▲泉谷 楓真吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 386－101：38．11	 437．8
713 ムーンライト 牝3青 54 川田 将雅石川 達絵氏 清水 久詞 浦河 杵臼牧場 456＋ 41：38．2
 10．2�
714 スワッグレコード 牡3鹿 56

54 △団野 大成水谷 昌晃氏 上村 洋行 新ひだか 久井牧場 440－ 21：38．3� 544．5�
612� スマートルシア 牝3芦 54 藤岡 佑介大川 徹氏 河内 洋 米 Wind Hill

Farm 434＋ 21：38．4
 193．5�
24 ゼットグローリ 牝3青 54 太宰 啓介�フォーレスト 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム B456＋101：38．5クビ 69．5�
11 ストロングバング 牡3鹿 56 国分 優作畑佐 博氏 石橋 守 新ひだか 沖田 博志 478± 01：38．71	 583．0�
59 ユ メ イ ッ キ 牡3鹿 56 松田 大作泉 一郎氏 武 英智 新ひだか 沖田 哲夫 450－ 41：39．02 255．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，231，800円 複勝： 55，174，300円 枠連： 13，237，900円
馬連： 62，279，300円 馬単： 23，553，400円 ワイド： 47，999，000円
3連複： 90，907，100円 3連単： 94，124，400円 計： 427，507，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 200円 � 180円 � 530円 枠 連（3－4） 430円

馬 連 �� 1，090円 馬 単 �� 2，360円

ワ イ ド �� 410円 �� 1，550円 �� 1，780円

3 連 複 ��� 6，610円 3 連 単 ��� 30，620円

票 数

単勝票数 計 402318 的中 � 62448（3番人気）
複勝票数 計 551743 的中 � 75527（3番人気）� 89711（2番人気）� 21415（8番人気）
枠連票数 計 132379 的中 （3－4） 23714（1番人気）
馬連票数 計 622793 的中 �� 44040（3番人気）
馬単票数 計 235534 的中 �� 7467（6番人気）
ワイド票数 計 479990 的中 �� 33303（3番人気）�� 7556（23番人気）�� 6546（24番人気）
3連複票数 計 909071 的中 ��� 10305（31番人気）
3連単票数 計 941244 的中 ��� 2228（134番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．5―35．4―47．8―1：00．1―1：11．6―1：23．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロードベイリーフ �
�
父 ヴァンセンヌ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．7．27 新潟3着

2017．4．27生 牡3黒鹿 母 ショウナンアオバ 母母 ショウナンタイム 8戦1勝 賞金 13，700，000円

06042 3月8日 曇 重 （2阪神1） 第4日 第6競走 ��
��1，800�3歳1勝クラス

発走12時50分 （500万円以下） （ダート・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
1：48．5
1：47．6

重
重

11 フィロロッソ 牡3鹿 56 川田 将雅 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 470－ 21：51．4 1．9�
77 フレイムウィングス 牡3青鹿56 浜中 俊ゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478± 01：51．61� 3．2�
66 キッズアガチャー 牡3鹿 56 高倉 稜瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 536± 01：51．92 9．2�
22 ベイサイドブルー 牡3鹿 56 岩田 康誠 �シルクレーシング 矢作 芳人 洞�湖 レイクヴィラファーム 538＋ 81：52．0クビ 9．2�
33 ロードグリュック 牡3鹿 56 幸 英明 	ロードホースクラブ 松下 武士 新ひだか ケイアイファーム 468＋ 41：52．1� 22．3

44 	 ジェットマックス 牡3鹿 56 福永 祐一大野 剛嗣氏 森 秀行 米 C. Kidder

& N. Cole 482－101：53．48 9．9�
88 クールインパクト 牡3栗 56 松山 弘平佐藤 範夫氏 西村 真幸 日高 ナカノファーム 502＋ 61：53．5クビ 15．7�
55 フ ェ ル カ ド 牡3青鹿 56

54 △団野 大成 �キャロットファーム 角田 晃一 千歳 社台ファーム 468＋ 21：54．56 91．5
（8頭）

売 得 金
単勝： 39，961，400円 複勝： 45，475，100円 枠連： 発売なし
馬連： 50，537，800円 馬単： 25，610，300円 ワイド： 39，324，700円
3連複： 59，549，900円 3連単： 117，644，600円 計： 378，103，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 120円 � 150円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 660円

ワ イ ド �� 170円 �� 270円 �� 360円

3 連 複 ��� 830円 3 連 単 ��� 2，570円

票 数

単勝票数 計 399614 的中 � 162383（1番人気）
複勝票数 計 454751 的中 � 164934（1番人気）� 88641（2番人気）� 53791（3番人気）
馬連票数 計 505378 的中 �� 103733（1番人気）
馬単票数 計 256103 的中 �� 28744（1番人気）
ワイド票数 計 393247 的中 �� 70009（1番人気）�� 34930（2番人気）�� 23428（5番人気）
3連複票数 計 595499 的中 ��� 53789（2番人気）
3連単票数 計1176446 的中 ��� 33175（2番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―13．3―12．5―12．2―12．0―12．0―12．4―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―37．4―49．9―1：02．1―1：14．1―1：26．1―1：38．5

コーナー
通過順位

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

2
4
4，5（2，7）8，1，6－3・（4，5，7）2（1，8）6，3

勝馬の
紹 介

フィロロッソ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2019．6．29 中京6着

2017．5．1生 牡3鹿 母 アルティメイトラブ 母母 コ イ ウ タ 7戦2勝 賞金 19，741，000円



06043 3月8日 曇 重 （2阪神1） 第4日 第7競走 ��1，400�4歳以上1勝クラス
発走13時20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

22 クリノアントニヌス 牡6栗 57 和田 竜二栗本 博晴氏 川村 禎彦 日高 竹島 幸治 530± 01：24．0 18．5�
44 エールショー 牡5芦 57 A．シュタルケ�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 492＋12 〃 ハナ 17．7�
（独）

56 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± 0 〃 アタマ 10．4�
33 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 522＋101：24．1� 4．0�
710 アシャカリアン 牡6栗 57 幸 英明吉冨 学氏 大根田裕之 日高 豊洋牧場 486－ 41：24．2� 7．1	
812 ジャミールフエルテ 牡4鹿 57 松山 弘平吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 476－ 2 〃 ハナ 3．7

11 ノーブルエイム 牝5栗 55 丹内 祐次下河辺隆行氏 松永 康利 日高 下河辺牧場 496＋ 41：24．62� 116．6�
67 � ムーンオブバローダ 牡4栗 57 藤岡 佑介 �社台レースホース坂口 智康 千歳 社台ファーム 496± 01：25．02� 3．3�
811 メイショウロサン 牡4黒鹿57 古川 吉洋松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 太陽牧場 488－ 21：25．1� 26．6
68 グーテンモルゲン 牡4鹿 57

56 ☆川又 賢治薪浦 亨氏 牧田 和弥 様似 清水スタッド 508＋ 41：25．52 131．6�
79 クイーンブロッサム 牝4栗 55

53 △団野 大成吉田 勝己氏 斉藤 崇史 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 470＋181：25．6� 116．1�

55 リ ラ イ ト 牡4青 57 藤井勘一郎前田 葉子氏 高橋 康之 新冠 平山牧場 468± 01：25．81� 37．5�
（12頭）

売 得 金
単勝： 32，174，900円 複勝： 44，986，000円 枠連： 7，765，800円
馬連： 57，182，500円 馬単： 23，493，700円 ワイド： 43，399，800円
3連複： 80，392，700円 3連単： 97，589，000円 計： 386，984，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，850円 複 勝 � 380円 � 450円 � 250円 枠 連（2－4） 10，460円

馬 連 �� 11，530円 馬 単 �� 22，730円

ワ イ ド �� 2，780円 �� 1，880円 �� 1，680円

3 連 複 ��� 23，210円 3 連 単 ��� 175，120円

票 数

単勝票数 計 321749 的中 � 13910（7番人気）
複勝票数 計 449860 的中 � 30071（6番人気）� 24410（7番人気）� 52519（5番人気）
枠連票数 計 77658 的中 （2－4） 575（22番人気）
馬連票数 計 571825 的中 �� 3842（29番人気）
馬単票数 計 234937 的中 �� 775（59番人気）
ワイド票数 計 433998 的中 �� 3976（28番人気）�� 5953（23番人気）�� 6721（20番人気）
3連複票数 計 803927 的中 ��� 2597（60番人気）
3連単票数 計 975890 的中 ��� 404（408番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．6―12．2―12．0―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．3―34．9―47．1―59．1―1：11．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クリノアントニヌス �
�
父 ロードアルティマ �

�
母父 アドマイヤコジーン デビュー 2016．12．24 阪神5着

2014．3．5生 牡6栗 母 ナムラアミューズ 母母 ナムラローマン 30戦2勝 賞金 27，300，000円
［他本会外：2戦0勝］

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

06044 3月8日 曇 稍重 （2阪神1） 第4日 第8競走 ��
��2，000�4歳以上2勝クラス

発走13時50分 （1000万円以下） （芝・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
1：57．2
1：56．1

良
良

55 アーデントリー 牡4鹿 57 A．シュタルケ 巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 452＋ 42：01．6 32．9�
（独）

11 ウインラナキラ 牝5鹿 55 藤岡 佑介�ウイン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 414＋ 8 〃 クビ 15．5�
67 ダノンバリアント 牡4鹿 57 松山 弘平�ダノックス 高野 友和 浦河 三嶋牧場 456＋ 62：01．91� 7．2�
811 カ ン ト ル 牡4鹿 57 北村 友一金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 482＋18 〃 アタマ 3．4�
78 フォーラウェイ 牡7鹿 57 和田 竜二 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 456＋ 4 〃 クビ 41．6	
810 アルムフォルツァ 牡5黒鹿57 池添 謙一﨑川美枝子氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 462－ 42：02．53� 10．3

79 スパイクナード 牝6黒鹿 55

53 △団野 大成前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 株式会社
ノースヒルズ 456＋ 22：02．82 82．8�

66 タ ン タ ラ ス 牝4鹿 55 福永 祐一 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B480＋ 42：03．11� 6．1�
44 ダンスディライト 牡4黒鹿57 川田 将雅 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 490＋ 62：03．42 2．4
33 ヴ ィ ン ト 牡4鹿 57 竹之下智昭平山 靖氏 千田 輝彦 平取 坂東牧場 532＋ 22：03．5	 51．3�
22 サイモンサーマル 
5鹿 57 荻野 琢真澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 496± 02：04．13� 647．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 43，858，000円 複勝： 51，786，500円 枠連： 11，708，700円
馬連： 63，541，600円 馬単： 28，492，400円 ワイド： 47，019，800円
3連複： 86，685，600円 3連単： 125，961，000円 計： 459，053，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，290円 複 勝 � 680円 � 400円 � 250円 枠 連（1－5） 13，380円

馬 連 �� 11，340円 馬 単 �� 26，770円

ワ イ ド �� 2，660円 �� 1，880円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 17，860円 3 連 単 ��� 148，730円

票 数

単勝票数 計 438580 的中 � 10653（7番人気）
複勝票数 計 517865 的中 � 17950（8番人気）� 33078（6番人気）� 62724（4番人気）
枠連票数 計 117087 的中 （1－5） 678（19番人気）
馬連票数 計 635416 的中 �� 4340（30番人気）
馬単票数 計 284924 的中 �� 798（60番人気）
ワイド票数 計 470198 的中 �� 4480（27番人気）�� 6413（19番人気）�� 10598（14番人気）
3連複票数 計 866856 的中 ��� 3639（53番人気）
3連単票数 計1259610 的中 ��� 614（349番人気）

ハロンタイム 12．9―11．2―12．7―12．7―12．2―12．1―11．9―11．6―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．1―36．8―49．5―1：01．7―1：13．8―1：25．7―1：37．3―1：49．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アーデントリー �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 リ ン カ ー ン デビュー 2018．7．29 小倉1着

2016．3．28生 牡4鹿 母 パ リ ュ ー ル 母母 パリスセイリュウ 21戦3勝 賞金 55，744，000円
〔制裁〕 フォーラウェイ号の騎手和田竜二は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



06045 3月8日 曇 稍重 （2阪神1） 第4日 第9競走 ��
��1，800�ア ル メ リ ア 賞

発走14時25分 （芝・右・外）
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 175，000円 50，000円 25，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．4
1：43．9

良
良

11 スペードエース 牡3鹿 56 福永 祐一 �シルクレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 446± 01：48．3 6．5�
22 ダノンアレー 牡3黒鹿56 北村 友一�ダノックス 安田 隆行 新ひだか 矢野牧場 492± 01：48．93� 4．4�
44 チュウワノキセキ 牡3鹿 56 松山 弘平中西 忍氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 474＋ 41：49．11 7．6�
66 メイショウラツワン 牡3鹿 56 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 笠松牧場 480＋ 61：49．41� 20．2�
55 レッドフラヴィア 牝3栗 54 池添 謙一 �東京ホースレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 490＋ 41：49．61	 9．0	
33 スワーヴドン 牡3鹿 56 川田 将雅�NICKS 中内田充正 安平 ノーザンファーム 474± 01：49．7� 1．7

77 ミントティー 牝3栗 54 岩田 康誠小林 昌子氏 高柳 大輔 日高 スウィング

フィールド牧場 414－ 41：50．87 166．7�
（7頭）

売 得 金
単勝： 54，943，600円 複勝： 43，076，800円 枠連： 発売なし
馬連： 71，800，900円 馬単： 41，921，800円 ワイド： 43，729，500円
3連複： 72，981，600円 3連単： 221，308，600円 計： 549，762，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 270円 � 190円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，150円 馬 単 �� 2，440円

ワ イ ド �� 450円 �� 600円 �� 400円

3 連 複 ��� 2，190円 3 連 単 ��� 12，340円

票 数

単勝票数 計 549436 的中 � 67439（3番人気）
複勝票数 計 430768 的中 � 58196（3番人気）� 93565（2番人気）
馬連票数 計 718009 的中 �� 48175（5番人気）
馬単票数 計 419218 的中 �� 12843（12番人気）
ワイド票数 計 437295 的中 �� 25304（7番人気）�� 18043（9番人気）�� 28482（6番人気）
3連複票数 計 729816 的中 ��� 24942（10番人気）
3連単票数 計2213086 的中 ��� 12996（49番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―11．4―12．8―12．6―12．4―11．8―11．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．7―35．1―47．9―1：00．5―1：12．9―1：24．7―1：36．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スペードエース �

父 ワールドエース �


母父 Nureyev デビュー 2020．1．18 小倉1着

2017．6．8生 牡3鹿 母 ハルーワソング 母母 Morn of Song 2戦2勝 賞金 16，275，000円

06046 3月8日 曇 重 （2阪神1） 第4日 第10競走 ��
��1，400�

は り ま

播磨ステークス
発走15時00分 （ダート・右）
4歳以上，3勝クラス（1600万円以下），31．3．2以降2．3．1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 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

816 デターミネーション 牡4鹿 55 川田 将雅 �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 474－ 21：22．7 2．5�
510 サンライズナイト 牡5黒鹿54 池添 謙一松岡 隆雄氏 石坂 正 平取 雅 牧場 B490＋ 41：23．12� 33．7�
714 グランソヴァール 牡4芦 55 岩田 康誠広尾レース� 尾関 知人 新ひだか 木村 秀則 522＋ 41：23．2� 14．5�
612	 タガノジーニアス 牡7鹿 55 団野 大成八木 秀之氏 斉藤 崇史 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B506－ 61：23．3� 21．7�
36 サトノギャロス 牡4鹿 56 A．シュタルケ �サトミホースカンパニー 西園 正都 日高 下河辺牧場 530＋10 〃 クビ 5．5	

（独）

24 メガオパールカフェ 牡9栗 51 加藤 祥太西川 光一氏 和田 勇介 日高 ヤナガワ牧場 B544－ 41：23．4クビ 335．1

35 エルモンストロ 牡4鹿 56 福永 祐一�三嶋牧場 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 480＋141：23．5� 3．7�
59 ペイシャネガノ 牝4栗 52 荻野 琢真北所 直人氏 深山 雅史 新ひだか 友田牧場 458－ 21：23．71 37．0�
47 メイショウサチシオ 牝6黒鹿53 浜中 俊松本 好雄氏 石橋 守 浦河 磯野牧場 504－ 81：23．8� 24．8
23 ゲ キ リ ン 牡6栗 53 川又 賢治市川義美ホール

ディングス� 吉村 圭司 日高 オリオンファーム 486＋ 21：23．9� 118．0�
815 フィルムフランセ 牝6鹿 52 高倉 稜吉田 照哉氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 498＋ 61：24．0クビ 94．9�
611 メイショウヤクシマ 牡7栗 54 秋山真一郎松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 岡部牧場 482＋ 21：24．1� 20．0�
12 メイショウミズカゼ 牡6栗 54 太宰 啓介松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 490＋12 〃 ハナ 113．0�
48 オーシャンズルーラ 牝4鹿 52 北村 友一一村 哲也氏 安田 翔伍 日高 高山牧場 450－ 2 〃 クビ 16．8�
11 アユツリオヤジ 牡6栗 54 松山 弘平 �キャピタル・システム 村山 明 浦河 
川 啓一 498－ 21：24．95 21．5�
713 シ ス ル 牝5青 52 岩崎 翼中村 祐子氏 新開 幸一 新ひだか オギオギ牧場 500－ 81：25．0� 61．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 59，158，500円 複勝： 83，645，800円 枠連： 30，715，400円
馬連： 136，408，700円 馬単： 47，537，900円 ワイド： 96，171，500円
3連複： 207，193，600円 3連単： 227，386，700円 計： 888，218，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 650円 � 280円 枠 連（5－8） 2，520円

馬 連 �� 3，940円 馬 単 �� 5，420円

ワ イ ド �� 1，470円 �� 670円 �� 4，240円

3 連 複 ��� 12，440円 3 連 単 ��� 57，620円

票 数

単勝票数 計 591585 的中 � 185278（1番人気）
複勝票数 計 836458 的中 � 208000（1番人気）� 24655（10番人気）� 68425（4番人気）
枠連票数 計 307154 的中 （5－8） 9417（12番人気）
馬連票数 計1364087 的中 �� 26775（12番人気）
馬単票数 計 475379 的中 �� 6576（15番人気）
ワイド票数 計 961715 的中 �� 16702（17番人気）�� 39131（4番人気）�� 5584（44番人気）
3連複票数 計2071936 的中 ��� 12484（37番人気）
3連単票数 計2273867 的中 ��� 2861（173番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．7―12．0―11．9―11．6―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．9―34．6―46．6―58．5―1：10．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．1―3F36．1
3 ・（13，7）16（1，6，9）（5，10，14）（2，12，15）（8，3）（4，11） 4 ・（13，7）16，9（1，6）14（5，10，15）12（2，8，3）（4，11）

勝馬の
紹 介

デターミネーション �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 End Sweep デビュー 2018．7．7 中京3着

2016．3．5生 牡4鹿 母 デュアルストーリー 母母 ディアブロズストーリー 9戦4勝 賞金 54，675，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 タガノジーニアス号の騎手団野大成は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の11頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）11頭 アヴァンティスト号・アサケパワー号・アノ号・エテルニテ号・スナークライデン号・フィールドセンス号・

ペプチドバンブー号・ボードウォーク号・マイネルオスカル号・メイショウヴォルガ号・ワンダーアマービレ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

１レース目



06047 3月8日 曇 稍重 （2阪神1） 第4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，31．3．2以降2．3．1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 26，000，000円 10，000，000円 6，500，000円 3，900，000円 2，600，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．4
1：43．9

良
良

23 レッドガラン 牡5鹿 55 北村 友一 �東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム 514± 01：46．9 4．4�
612 サトノフェイバー 牡5黒鹿56 古川 吉洋 �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 514－ 21：47．11� 15．0�
714 サトノアーサー 牡6青鹿57 A．シュタルケ �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 500＋ 61：47．2� 4．1�

（独）

59 バイオスパーク 牡5黒鹿54 和田 竜二宮田 直也氏 浜田多実雄 浦河 小島牧場 482－ 41：47．3クビ 20．7�
35 センテリュオ 牝5鹿 54 川田 将雅 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 470＋ 61：47．51	 5．8	
611 マイネルサーパス 牡4黒鹿56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 478－ 2 〃 アタマ 9．8

48 ブラックムーン 牡8鹿 57 松山 弘平 Him Rock Racing

ホールディングス� 西浦 勝一 日高 タバタファーム 498－ 2 〃 ハナ 25．4�
24 グローブシアター 牡6黒鹿55 浜中 俊 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 460＋ 21：47．6	 47．6�
12 
 タニノフランケル 牡5青鹿55 岩田 康誠谷水 雄三氏 角居 勝彦 愛 Yuzo Tani-

mizu 528－ 21：47．7	 34．6
510 エアアンセム 牡9黒鹿57 松田 大作 �ラッキーフィールド吉村 圭司 千歳 社台ファーム 500± 0 〃 クビ 104．1�
47 プロディガルサン 牡7鹿 55 国分 優作金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B512－ 41：47．8クビ 37．2�
11 フ ラ ン ツ 牡5鹿 55 池添 謙一近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 438± 01：48．22	 6．8�
815 サトノワルキューレ 牝5鹿 54 幸 英明 �サトミホースカンパニー 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 468＋ 61：48．41� 18．4�
816 ナイトオブナイツ 牡7栗 56 福永 祐一市川義美ホール

ディングス� 池添 兼雄 千歳 社台ファーム 464± 01：48．71� 42．6�
36 ジ ェ シ ー 牡5鹿 54 藤岡 佑介 �キャロットファーム 中内田充正 平取 坂東牧場 488＋ 61：49．01� 23．2�
713 サイモンラムセス 牡10鹿 52 団野 大成澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 B458－ 21：49．31� 297．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 90，218，600円 複勝： 137，216，000円 枠連： 54，387，400円
馬連： 325，621，900円 馬単： 99，301，700円 ワイド： 195，594，900円
3連複： 573，760，700円 3連単： 636，274，000円 計： 2，112，375，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 180円 � 370円 � 180円 枠 連（2－6） 1，530円

馬 連 �� 5，030円 馬 単 �� 7，800円

ワ イ ド �� 1，800円 �� 510円 �� 1，070円

3 連 複 ��� 6，950円 3 連 単 ��� 42，930円

票 数

単勝票数 計 902186 的中 � 162695（2番人気）
複勝票数 計1372160 的中 � 219988（2番人気）� 75631（6番人気）� 226079（1番人気）
枠連票数 計 543874 的中 （2－6） 27543（9番人気）
馬連票数 計3256219 的中 �� 50081（15番人気）
馬単票数 計 993017 的中 �� 9543（25番人気）
ワイド票数 計1955949 的中 �� 26560（17番人気）�� 105433（1番人気）�� 46029（10番人気）
3連複票数 計5737607 的中 ��� 61902（14番人気）
3連単票数 計6362740 的中 ��� 10745（108番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．8―35．5―47．6―59．5―1：11．4―1：22．8―1：34．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドガラン �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2018．4．1 阪神1着

2015．3．11生 牡5鹿 母 ダンスオンザルーフ 母母 ダンシングサンデー 10戦5勝 賞金 83，720，000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。
（非抽選馬） 1頭 プラチナムバレット号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

06048 3月8日 曇 重 （2阪神1） 第4日 第12競走 ��
��1，800�4歳以上2勝クラス

発走16時10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

59 ダンサクドゥーロ 牡6芦 57 A．シュタルケ 吉田 勝己氏 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 526－ 21：51．6 3．1�
（独）

46 マースゴールド 牡5栗 57
55 △団野 大成キャピタルクラブ 佐々木晶三 浦河 宮内牧場 466－ 2 〃 クビ 5．8�

47 ストロングライン 牡4芦 57 川田 将雅�ターフ・スポート西村 真幸 浦河 酒井牧場 B510－ 21：51．7� 4．9�
610 ワンダーエカルテ 牝4芦 55 長岡 禎仁山本 能行氏 石橋 守 浦河 秋場牧場 510＋ 41：51．8クビ 16．7�
815 マイネルブロッケン 牡6青鹿57 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム B440－ 4 〃 クビ 17．1	
611 ワタシノロザリオ 牝6青鹿55 幸 英明 �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 450± 01：51．9	 63．1

35 ホウオウライジン 牡4栗 57 福永 祐一小笹 芳央氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 496－ 61：52．0クビ 27．0�
58 
 ヘヴントゥナイト �6芦 57 浜中 俊 �社台レースホース杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 482－ 21：52．53 13．6�
712 ヴォカツィオーネ 牝6栗 55 丹内 祐次 �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 474＋ 6 〃 アタマ 20．4
11 
 シュプリームゾーン 牡6黒鹿57 岩田 康誠村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 518＋ 21：52．71	 64．1�
814 ランドジュピター 牡6鹿 57

56 ☆川又 賢治木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 高澤 俊雄 464± 01：52．8クビ 91．1�
713 サンマルエンパイア 牡6鹿 57 国分 優作相馬 勇氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 466＋ 21：53．01 18．1�
34 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－ 21：53．85 36．9�
22 � モズエロイコ 牡4鹿 57 松山 弘平 �キャピタル・システム 矢作 芳人 米 Don Alberto

Corporation 466＋ 21：54．43	 6．8�
23 ルドルフィーナ 牡7青鹿57 藤懸 貴志 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新冠 村上 欽哉 494－ 61：55．14 156．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 55，147，300円 複勝： 80，501，200円 枠連： 32，442，500円
馬連： 143，484，000円 馬単： 48，650，700円 ワイド： 98，484，700円
3連複： 224，613，000円 3連単： 249，261，400円 計： 932，584，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 170円 � 160円 枠 連（4－5） 370円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 1，670円

ワ イ ド �� 360円 �� 370円 �� 560円

3 連 複 ��� 1，590円 3 連 単 ��� 6，440円

票 数

単勝票数 計 551473 的中 � 142151（1番人気）
複勝票数 計 805012 的中 � 164726（1番人気）� 115784（3番人気）� 122364（2番人気）
枠連票数 計 324425 的中 （4－5） 66787（1番人気）
馬連票数 計1434840 的中 �� 120195（2番人気）
馬単票数 計 486507 的中 �� 21808（1番人気）
ワイド票数 計 984847 的中 �� 71432（1番人気）�� 69633（2番人気）�� 42389（4番人気）
3連複票数 計2246130 的中 ��� 105698（1番人気）
3連単票数 計2492614 的中 ��� 28061（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．7―36．4―48．8―1：01．5―1：14．1―1：26．3―1：38．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ダンサクドゥーロ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2016．11．12 京都2着

2014．5．10生 牡6芦 母 ファーレサルティ 母母 ケイティーズファースト 31戦4勝 賞金 73，737，000円
〔発走状況〕 ルドルフィーナ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※ヘヴントゥナイト号は，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，主として騎乗中の国名を表示している。

４レース目



（2阪神1）第4日 3月8日（日曜日） 雨後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
重

競走回数 12回 出走頭数 158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

223，040，000円
8，640，000円
28，430，000円
1，260，000円
25，430，000円
67，923，500円
4，345，000円
1，516，800円

勝馬投票券売得金
538，454，300円
724，645，500円
184，744，400円
1，092，641，100円
424，069，400円
767，490，100円
1，664，220，400円
2，088，556，500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 7，484，821，700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4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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