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09025 4月4日 晴 稍重 （2阪神2） 第3日 第1競走 ��1，400�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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

11 セントクリーガー 牝3鹿 54 福永 祐一中居 路博氏 上村 洋行 日高 モリナガファーム 478－121：25．6 8．2�
35 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 442－ 21：26．02� 3．4�
612 ペイシャノリッジ 牝3鹿 54

53 ☆森 裕太朗北所 直人氏 吉田 直弘 浦河 �川 啓一 424－ 21：26．1クビ 2．9�
24 リバーランド 牝3青鹿 54

53 ☆斎藤 新林 正道氏 浅見 秀一 日高 ヤナガワ牧場 406＋ 21：26．73� 21．3�
47 ア ヴ ェ イ ル 牝3黒鹿54 岩田 康誠佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 450＋101：26．91� 9．9�
611 カ ペ ラ 牝3栗 54 中井 裕二 R．アンダーソン氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 470－ 81：27．11� 6．3�
59 フ レ ジ エ 牝3栗 54 北村 友一 	シルクレーシング 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 408－ 81：27．41� 35．3

713 タイズオブハート 牝3鹿 54

53 ☆岩田 望来 	キャロットファーム 森田 直行 安平 ノーザンファーム 450＋ 21：28．14 20．0�
48 キョウエイブラック 牝3青鹿 54

51 ▲泉谷 楓真田中 晴夫氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 418－101：28．52� 177．8�
12 コ ハ ク ト ウ 牝3鹿 54 �島 良太吉田 照哉氏 松田 国英 千歳 社台ファーム 422－121：28．82 147．5
510 ミッシーコルザ 牝3鹿 54

51 ▲亀田 温心	三嶋牧場 石橋 守 浦河 三嶋牧場 440－ 8 〃 ハナ 241．1�
23 ラガートゥルーラブ 牝3栗 54 池添 謙一奥村 啓二氏 池添 学 日高 山際牧場 464 ―1：29．11� 85．7�
816 キタノオトメ 牝3鹿 54 国分 優作北所 直人氏 坂口 智康 新冠 村上 欽哉 438 ―1：29．3� 32．5�
36 ユヌエトワール 牝3黒鹿 54

52 △団野 大成 	社台レースホース斉藤 崇史 千歳 社台ファーム 400－101：29．4� 23．7�
714 ジョートレミー 牝3鹿 54 松若 風馬上田江吏子氏 上村 洋行 新ひだか 高橋 義浩 442 ―1：31．5大差 125．0�

（15頭）
815 エイシンマーチング 牝3黒鹿54 荻野 極�栄進堂 高橋 康之 浦河 高野牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 28，485，800円 複勝： 46，261，400円 枠連： 9，791，200円
馬連： 51，205，500円 馬単： 23，563，300円 ワイド： 44，267，600円
3連複： 86，518，300円 3連単： 93，539，100円 計： 383，632，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 170円 � 120円 � 110円 枠 連（1－3） 1，170円

馬 連 �� 1，400円 馬 単 �� 3，070円

ワ イ ド �� 490円 �� 350円 �� 200円

3 連 複 ��� 1，040円 3 連 単 ��� 8，490円

票 数

単勝票数 計 284858 的中 � 27727（4番人気）
複勝票数 計 462614 的中 � 51357（4番人気）� 100332（2番人気）� 135887（1番人気）
枠連票数 計 97912 的中 （1－3） 6472（4番人気）
馬連票数 計 512055 的中 �� 28189（5番人気）
馬単票数 計 235633 的中 �� 5738（12番人気）
ワイド票数 計 442676 的中 �� 20181（4番人気）�� 30526（2番人気）�� 64634（1番人気）
3連複票数 計 865183 的中 ��� 62237（1番人気）
3連単票数 計 935391 的中 ��� 7984（15番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―34．9―47．3―1：00．0―1：12．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セントクリーガー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Indian Charlie デビュー 2020．1．5 京都3着

2017．4．29生 牝3鹿 母 イ リ デ 母母 Red Duchess 3戦1勝 賞金 6，600，000円
〔出走取消〕 エイシンマーチング号は，疾病〔疝痛〕のため出走取消。
〔騎手変更〕 キョウエイブラック号の騎手藤懸貴志は，疾病予防措置により騎手変更を命ぜられたため泉谷楓真に変更。

ミッシーコルザ号の騎手川須栄彦は，疾病予防措置により騎手変更を命ぜられたため亀田温心に変更。
ジョートレミー号の騎手岩崎翼は，疾病予防措置により騎手変更を命ぜられたため松若風馬に変更。

〔制裁〕 カペラ号の騎手中井裕二は，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：10番・7番・6番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジョートレミー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年5月4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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 シャルドネ号・ジューンチキータ号・チャンチキ号・ヤングブラッド号

09026 4月4日 晴 稍重 （2阪神2） 第3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

612 コパノフィーリング 牝3鹿 54 藤岡 康太小林 祥晃氏 宮 徹 新ひだか 服部 牧場 454＋161：12．9 4．8�
24 � アメリカンニーニャ 牝3鹿 54 川田 将雅吉澤 克己氏 石坂 公一 米

Catherine Jen-
nings & Marian
Kuhatschek

510＋ 41：13．43 2．4�
713 ダノンボヌール 牝3黒鹿 54

51 ▲亀田 温心�ダノックス 村山 明 日高 白井牧場 476＋ 2 〃 クビ 15．1�
36 フェルトオンブレ 牡3鹿 56 加藤 祥太松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 木村牧場 460＋ 81：13．61� 318．4�
35 ヴ ォ ー ノ 牡3鹿 56 浜中 俊サイプレスホール

ディングス合同会社 杉山 晴紀 安平 追分ファーム 484－ 81：13．7	 6．9�
59 ヒデノサードニクス 牡3鹿 56 荻野 琢真大石 秀夫氏 梅田 智之 日高 ナカノファーム 458－ 41：13．8クビ 52．0	
48 テイエムラッシュ 牡3鹿 56 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 488＋ 21：14．01� 135．2

47 ヌ オ ー ヴ ォ 
3黒鹿56 幸 英明 �カナヤマホール

ディングス 石橋 守 日高 日高大洋牧場 456＋ 41：14．1� 3．8�
23 タイキザモーメント 牡3鹿 56 太宰 啓介�大樹ファーム 西園 正都 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 494－ 41：14．2	 337．2
510 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± 01：14．41 13．1�
12 マサハヤアン 牝3鹿 54 和田 竜二中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 444＋ 8 〃 アタマ 26．8�
815 ワキノフオルテ 牡3鹿 56 長岡 禎仁脇山 良之氏 清水 久詞 新ひだか 広田牧場 466－ 2 〃 クビ 314．3�
611 ミ コ ハ ー ン 牝3黒鹿 54

53 ☆斎藤 新古賀 慎一氏 浅見 秀一 新ひだか 下屋敷牧場 422＋ 21：14．82	 62．4�
714 アルムユヴラージ 牡3黒鹿56 川島 信二﨑川美枝子氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 476 ―1：15．54 289．6�
816 タガノルシエル 牝3黒鹿 54

51 ▲服部 寿希八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 410－121：17．4大差 284．4�

11 アウェイクニング 牡3黒鹿56 城戸 義政�ターフ・スポート新谷 功一 新ひだか 三石川上牧場 450 ―1：17．5� 377．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 33，559，900円 複勝： 51，860，000円 枠連： 7，950，100円
馬連： 48，388，000円 馬単： 25，913，600円 ワイド： 41，623，600円
3連複： 75，811，700円 3連単： 92，728，800円 計： 377，835，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 190円 � 120円 � 350円 枠 連（2－6） 760円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，960円

ワ イ ド �� 360円 �� 1，610円 �� 910円

3 連 複 ��� 5，170円 3 連 単 ��� 23，060円

票 数

単勝票数 計 335599 的中 � 55282（3番人気）
複勝票数 計 518600 的中 � 65603（3番人気）� 153192（1番人気）� 26638（6番人気）
枠連票数 計 79501 的中 （2－6） 8077（2番人気）
馬連票数 計 483880 的中 �� 44265（2番人気）
馬単票数 計 259136 的中 �� 9894（7番人気）
ワイド票数 計 416236 的中 �� 33207（2番人気）�� 6126（18番人気）�� 11264（10番人気）
3連複票数 計 758117 的中 ��� 10982（18番人気）
3連単票数 計 927288 的中 ��� 2915（78番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．7―12．0―12．7―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．3―35．0―47．0―59．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コパノフィーリング �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 Fasliyev デビュー 2019．6．22 函館2着

2017．3．5生 牝3鹿 母 マ ザ イ 母母 Moonlady 2戦1勝 賞金 7，900，000円
〔騎手変更〕 タガノルシエル号の騎手藤懸貴志は，疾病予防措置により騎手変更を命ぜられたため服部寿希に変更。
〔発走状況〕 アルムユヴラージ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タガノルシエル号・アウェイクニング号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年

5月4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9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 タガノコットン号
（非抽選馬） 8頭 アカツキリンダ号・キモンルビー号・サイモンハロルド号・サンドジョーカー号・ジュニパー号・デイスター号・

ムーンレース号・メイショウフォイル号

第２回 阪神競馬 第３日



09027 4月4日 晴 稍重 （2阪神2） 第3日 第3競走 ��
��2，000�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
2：01．0
2：01．0

不良
不良

47 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 B486－ 22：07．9 3．8�
34 ニホンピロストーム 牡3鹿 56

53 ▲泉谷 楓真小林百太郎氏 安達 昭夫 新ひだか 佐竹 学 526－ 2 〃 クビ 16．3�
22 ペ イ ダ ー ト 牡3栗 56 浜中 俊水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 470＋ 42：08．75 10．7�
59 レッドロジンカ �3栗 56 松若 風馬 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 480－ 82：09．01� 90．6�
814 タイセイシリウス 牡3鹿 56 岩田 康誠田中 成奉氏 高野 友和 浦河 酒井牧場 480± 02：09．1� 8．0�
58 エムテイフラッシュ 牡3青鹿56 幸 英明谷岡 正次氏 谷 潔 新ひだか 折手牧場 482＋ 4 〃 アタマ 6．9	
11 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 522＋ 6 〃 アタマ 3．2

815 クリノマンゲツ 牡3鹿 56 池添 謙一栗本 博晴氏 上村 洋行 日高 日西牧場 522 ―2：09．41	 36．9�
35 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 520－ 8 〃 ハナ 34．5�
712 エールブラーヴ 牡3黒鹿 56

55 ☆岩田 望来佐伯由加理氏 橋口 慎介 新冠 中本 隆志 458－102：09．5クビ 6．5
46 ユ ー ラ シ ア 牡3鹿 56

55 ☆斎藤 新馬場 幸夫氏 安田 翔伍 平取 雅 牧場 494－142：10．14 73．7�
610 テクノプライド 牝3栗 54 菱田 裕二西村 健氏 上村 洋行 新ひだか グローリーファーム 468－142：10．63 77．8�
23 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 480－ 82：11．13 207．9�
713 メイケイカガヤキ 牡3芦 56 
島 良太名古屋競馬� 中竹 和也 千歳 社台ファーム 488－ 22：13．9大差 388．4�
611 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 482－ 42：14．0� 153．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 32，677，800円 複勝： 48，792，200円 枠連： 9，431，900円
馬連： 52，107，100円 馬単： 23，276，400円 ワイド： 45，046，100円
3連複： 76，456，100円 3連単： 86，397，000円 計： 374，184，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 180円 � 460円 � 330円 枠 連（3－4） 2，210円

馬 連 �� 4，240円 馬 単 �� 6，680円

ワ イ ド �� 1，340円 �� 900円 �� 1，470円

3 連 複 ��� 9，590円 3 連 単 ��� 46，290円

票 数

単勝票数 計 326778 的中 � 67935（2番人気）
複勝票数 計 487922 的中 � 86532（2番人気）� 23500（7番人気）� 35658（6番人気）
枠連票数 計 94319 的中 （3－4） 3303（12番人気）
馬連票数 計 521071 的中 �� 9513（17番人気）
馬単票数 計 232764 的中 �� 2611（29番人気）
ワイド票数 計 450461 的中 �� 8610（18番人気）�� 13180（13番人気）�� 7790（19番人気）
3連複票数 計 764561 的中 ��� 5977（31番人気）
3連単票数 計 863970 的中 ��� 1353（156番人気）

ハロンタイム 13．0―11．3―11．9―13．8―13．3―13．4―13．1―12．8―12．6―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．3―36．2―50．0―1：03．3―1：16．7―1：29．8―1：42．6―1：55．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エブリワンブラック �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2019．10．27 東京3着

2017．4．5生 牡3鹿 母 シュガーハート 母母 オトメゴコロ 6戦1勝 賞金 8，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マルカシュタルク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年5月4日まで平地競

走に出走できない。
※テクノプライド号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

09028 4月4日 晴 良 （2阪神2） 第3日 第4競走 ��
��1，600�3歳未勝利

発走11時25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

713 ユピテルルークス 牡3鹿 56 福永 祐一輝レーシング 清水 久詞 新ひだか オギオギ牧場 500＋ 61：35．0 3．6�
36 アウサンガテ 牡3鹿 56 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム 434－ 21：35．1� 1．8�
23 ヴェントボニート 牝3鹿 54 池添 謙一名古屋友豊� 池添 学 新冠 オリエント牧場 412 ―1：35．2� 39．7�
714 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 448＋ 2 〃 クビ 8．3�
11 グランレミー 牡3芦 56 加藤 祥太間宮 秀直氏 佐々木晶三 新ひだか 土田農場 490± 01：35．41	 226．8�
510 アロハヌイロア 牝3鹿 54

53 ☆岩田 望来 �ニッシンホール
ディングス 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 446 ―1：35．5クビ 49．7	

48 コマノグレイス 牝3鹿 54
53 ☆西村 淳也長谷川芳信氏 田所 秀孝 むかわ 新井牧場 434＋ 61：36．14 15．7


816 マルタクロス 牡3鹿 56 藤岡 佑介寺田千代乃氏 松永 幹夫 浦河 桑田牧場 B506＋ 21：36．41� 47．9�
59 デジタルプレイヤー 牡3鹿 56

53 ▲亀田 温心寺田千代乃氏 武 英智 日高 下河辺牧場 450＋ 61：36．5� 196．7�
12 モルトルバート 
3鹿 56

54 △団野 大成 シルクレーシング 松永 幹夫 洞�湖 レイクヴィラファーム 442－10 〃 クビ 238．2�
35 ダニーボーイ 牡3栗 56 荻野 極三田 昌宏氏 高橋 義忠 平取 高橋 啓 486＋14 〃 アタマ 128．7�
611 アドマイヤエリーズ 牝3青鹿 54

53 ☆斎藤 新近藤 旬子氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 470± 01：36．92� 333．4�
612 マカロンパフェ 牝3鹿 54 岩田 康誠 社台レースホース河内 洋 千歳 社台ファーム 492＋141：37．11� 9．2�
715 マコトカンゼミズ 牝3青鹿 54

51 ▲泉谷 楓真�ディアマント 松田 国英 新冠 新冠橋本牧場 428－ 21：37．31	 136．8�
24 カズプロティオス 牡3青 56 藤岡 康太合同会社雅苑興業 友道 康夫 浦河 三嶋牧場 436 ―1：38．36 36．8�
817 クインズモアナ 牝3栗 54

53 ☆川又 賢治亀田 和弘氏 宮本 博 浦河 富田牧場 462－ 41：39．910 436．2�
47 フェアモント 牡3鹿 56 中井 裕二中村 祐子氏 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム 466 ― （競走中止） 328．0�
818 タマモビジュー 牝3鹿 54 �島 克駿タマモ� 池添 学 日高 スマイルファーム 420－10 （競走中止） 579．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 45，265，600円 複勝： 70，880，600円 枠連： 14，161，900円
馬連： 56，300，700円 馬単： 38，422，700円 ワイド： 49，096，400円
3連複： 85，106，500円 3連単： 139，237，800円 計： 498，472，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 120円 � 110円 � 530円 枠 連（3－7） 230円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 1，050円

ワ イ ド �� 200円 �� 1，230円 �� 840円

3 連 複 ��� 2，710円 3 連 単 ��� 13，400円

票 数

単勝票数 計 452656 的中 � 99958（2番人気）
複勝票数 計 708806 的中 � 137035（2番人気）� 299774（1番人気）� 15128（7番人気）
枠連票数 計 141619 的中 （3－7） 46146（1番人気）
馬連票数 計 563007 的中 �� 108867（1番人気）
馬単票数 計 384227 的中 �� 27271（3番人気）
ワイド票数 計 490964 的中 �� 78769（1番人気）�� 8706（11番人気）�� 13108（10番人気）
3連複票数 計 851065 的中 ��� 23487（6番人気）
3連単票数 計1392378 的中 ��� 7530（40番人気）

ハロンタイム 12．8―10．8―11．6―12．5―12．4―11．7―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―23．6―35．2―47．7―1：00．1―1：11．8―1：23．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．3―3F34．9
3 4（5，16）－（3，12，17）（13，15）6（2，8，10）14，1－9－11＝7 4 ・（4，5，16）（3，12）（6，13）（8，10，17）15（2，14）（1，9）－11
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ユピテルルークス �
�
父 アンライバルド �

�
母父 Singspiel デビュー 2019．9．29 中山4着

2017．5．18生 牡3鹿 母 ジュピターズビコー 母母 Willow Gold 5戦1勝 賞金 10，270，000円
〔騎手変更〕 フェアモント号の騎手川須栄彦は，疾病予防措置により騎手変更を命ぜられたため中井裕二に変更。
〔発走状況〕 タマモビジュー号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔競走中止〕 タマモビジュー号は，発走直後に外側に逃避し，騎手が落馬したため競走中止。

フェアモント号は，競走中に異常歩様となったため3コーナーで競走中止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 タマモビジュー号は，令和2年4月5日から令和2年5月4日まで出走停止。停止期間の満了後に発

走調教再審査。
〔調教再審査〕 フェアモント号は，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〕 クインズモアナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年5月4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 メイショウドンド号



09029 4月4日 晴 稍重 （2阪神2） 第3日 第5競走 ��
��1，400�3歳1勝クラス

発走12時15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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

23 � オーロラテソーロ 牡3栗 56 福永 祐一了德寺健二ホール
ディングス� 畠山 吉宏 米 John R. Penn &

Spendthift Farm 490± 01：24．6 3．3�
48 ダイシンイナリ 牡3鹿 56 国分 優作大八木信行氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 518＋ 61：25．24 11．4�
612 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 510－ 61：25．3クビ 2．8�

713 リリーミニスター �3芦 56 池添 謙一土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 高橋フアーム 478± 01：25．4	 13．3�
59 マ テ ィ ア ス 牡3栗 56 酒井 学本間 茂氏 本田 優 浦河 大道牧場 474± 01：26．03
 12．8�
816 ナオミラフィネ 牝3栗 54

53 ☆斎藤 新塩澤 正樹氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 456＋ 2 〃 ハナ 14．3	
36 ショウゲッコウ 牝3鹿 54 国分 恭介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 464－ 61：26．21� 20．5

11 サウンドプリズム 牡3青鹿56 藤岡 佑介増田 雄一氏 武 英智 日高 本間牧場 426－ 41：26．41� 24．2�
24 ミツカネプリンス 牡3芦 56 武 豊小山田 満氏 鈴木 伸尋 新冠 タニグチ牧場 440－ 21：26．6	 31．4�
815 プレジールドビブル 牡3鹿 56 木幡 初也東海林貴大氏 竹内 正洋 新ひだか 山際牧場 448－101：26．81� 59．8
611 ジャスパーイーグル 牡3栗 56 北村 友一加藤 和夫氏 森 秀行 新冠 須崎牧場 B484－ 21：27．54 87．1�
12 スピーニディローザ 牝3栗 54 加藤 祥太矢野 秀春氏 大江原 哲 新ひだか 矢野牧場 432－ 61：27．81	 437．0�
47 フ ェ ル カ ド 牡3青鹿 56

53 ▲亀田 温心 �キャロットファーム 角田 晃一 千歳 社台ファーム 468± 01：27．9
 134．8�
35 オーマイオーマイ 牡3鹿 56

55 ☆西村 淳也�キーファーズ 小崎 憲 千歳 社台ファーム 472＋ 21：28．0
 18．2�
510 レディフォリア 牝3黒鹿54 秋山真一郎吉岡 泰治氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 432－ 61：28．63
 112．3�
714 アイアイテーラー 牝3黒鹿54 浜中 俊中西 浩一氏 飯田 雄三 日高 中原牧場 442－ 2 （競走中止） 14．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，789，000円 複勝： 60，186，100円 枠連： 13，495，300円
馬連： 70，806，300円 馬単： 32，427，100円 ワイド： 63，818，100円
3連複： 114，668，000円 3連単： 123，493，100円 計： 517，683，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 130円 � 210円 � 120円 枠 連（2－4） 1，540円

馬 連 �� 2，100円 馬 単 �� 2，520円

ワ イ ド �� 670円 �� 230円 �� 570円

3 連 複 ��� 1，880円 3 連 単 ��� 12，660円

票 数

単勝票数 計 387890 的中 � 92734（2番人気）
複勝票数 計 601861 的中 � 125507（2番人気）� 53109（3番人気）� 161384（1番人気）
枠連票数 計 134953 的中 （2－4） 6787（7番人気）
馬連票数 計 708063 的中 �� 26126（7番人気）
馬単票数 計 324271 的中 �� 9648（4番人気）
ワイド票数 計 638181 的中 �� 21780（8番人気）�� 82735（1番人気）�� 26166（2番人気）
3連複票数 計1146680 的中 ��� 45548（1番人気）
3連単票数 計1234931 的中 ��� 7070（19番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．8―34．1―46．4―58．8―1：11．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�オーロラテソーロ �
�
父 Malibu Moon �

�
母父 Not For Love デビュー 2019．6．23 東京4着

2017．3．29生 牡3栗 母 For Passion 母母 Short Time 9戦2勝 賞金 20，900，000円
〔競走中止〕 アイアイテーラー号は，競走中に異常歩様となったため4コーナーで競走中止。
〔調教再審査〕 アイアイテーラー号は，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。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 インザムード号・カリニート号・ナムラボス号・フラミンゴフライト号

09030 4月4日 晴 稍重 （2阪神2） 第3日 第6競走 ��
��1，800�4歳以上1勝クラス

発走12時45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 2，450，000
2，450，000

円
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

22 ハイパーノヴァ �6栃栗57 秋山真一郎宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 富田牧場 506＋ 41：53．2 3．0�
33 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 B502＋ 41：53．3	 4．9�
66 ナイルデルタ 牡5鹿 57

55 △団野 大成 �キャロットファーム 松下 武士 平取 坂東牧場 492± 0 〃 同着 1．8�
44 マ ン ナ ム 牡5鹿 57 国分 恭介永山 勝敏氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 514＋281：53．4
 8．7�
11 スズカブランコ 牡4栗 57 池添 謙一永井 啓弍氏 上村 洋行 様似 様似共栄牧場 456－ 41：54．99 60．6�
77 メイショウランセツ 牡4栗 57

54 ▲亀田 温心松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 川越ファーム 454－ 8 〃 ハナ 27．0	
55 � ブルベアブロンゾ 牡4栗 57 小牧 太森中 蕃氏 服部 利之 日高 三輪 幸子 B562＋ 41：55．11 86．7

88 オンワードハンター 牡9鹿 57 藤岡 康太樫山 章子氏 村山 明 浦河 オンワード牧場 472± 01：56．48 148．0�

（8頭）

売 得 金
単勝： 33，832，000円 複勝： 62，172，700円 枠連： 発売なし
馬連： 37，500，500円 馬単： 28，753，300円 ワイド： 28，173，000円
3連複： 53，627，500円 3連単： 150，462，100円 計： 394，521，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 110円 �
�

110円
110円 枠 連 発売なし

馬 連 ��
��

290円
160円 馬 単 ��

��
580円
280円

ワ イ ド ��
��

200円
140円 �� 150円

3 連 複 ��� 240円 3 連 単 ���
���

940円
590円

票 数

単勝票数 計 338320 的中 � 89664（2番人気）
複勝票数 計 621727 的中 � 72242（2番人気）� 59793（3番人気）� 414582（1番人気）
馬連票数 計 375005 的中 �� 41530（3番人気）�� 102768（1番人気）
馬単票数 計 287533 的中 �� 17029（6番人気）�� 41024（3番人気）
ワイド票数 計 281730 的中 �� 31045（3番人気）�� 52774（1番人気）�� 50043（2番人気）
3連複票数 計 536275 的中 ��� 161262（1番人気）
3連単票数 計1504621 的中 ��� 56308（6番人気）��� 94307（2番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―13．2―12．4―12．4―12．3―12．7―12．6―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．4―37．6―50．0―1：02．4―1：14．7―1：27．4―1：40．0

コーナー
通過順位

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

2
4
2－4（1，3）6－7－5－8
2，4（3，6）1－5－7＝8

勝馬の
紹 介

ハイパーノヴァ �

父 アイルハヴアナザー �


母父 スペシャルウィーク デビュー 2016．10．15 京都2着

2014．3．25生 �6栃栗 母 スペシャルクイン 母母 ソシアルクイーン 9戦3勝 賞金 31，650，000円



09031 4月4日 晴 稍重 （2阪神2） 第3日 第7競走 ��
��1，400�4歳以上1勝クラス

発走13時15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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

811� パーティナシティ 牡4鹿 57 川田 将雅ゴドルフィン 高橋 義忠 英
Bumble Blood-
stock & Irish
National Stud

492－ 21：24．3 1．8�
67 ミスターウインディ 牡7黒鹿57 小牧 太阿部東亜子氏 服部 利之 えりも 能登 浩 506± 01：24．62 235．7�
810 ダノンインパルス 牡5鹿 57 田中 健�ダノックス 佐々木晶三 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B484± 01：24．7クビ 9．1�
78 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 516－ 41：24．91	 33．1�
44 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 512－ 41：25．0
 3．5	
11 タガノゴマチャン 牡4芦 57

55 △団野 大成八木 良司氏 加用 正 新冠 八木牧場 482＋ 2 〃 クビ 10．3

55 ノーリミッツ 牡4黒鹿 57

56 ☆岩田 望来山内 邦一氏 木原 一良 浦河 岡本 昌市 440＋ 21：25．85 48．2�
22 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 488＋ 2 〃 クビ 14．2�
79 ヤマニンスプレモ 牡4青鹿57 城戸 義政土井 肇氏 奥村 豊 新冠 錦岡牧場 456－181：26．01 75．4
66 レ サ イ ヤ 牡4黒鹿57 藤岡 康太落合 稔氏 今野 貞一 厚真 阿部 栄乃進 B494＋ 41：26．32 60．4�
33 � セデックカズマ 牡4黒鹿57 岩田 康誠合同会社雅苑興業 高柳 大輔 浦河 三嶋牧場 B488－ 61：26．51	 18．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 34，648，200円 複勝： 68，861，900円 枠連： 8，851，100円
馬連： 54，169，300円 馬単： 35，436，900円 ワイド： 47，493，500円
3連複： 87，218，100円 3連単： 156，134，900円 計： 492，813，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 4，550円 � 310円 枠 連（6－8） 2，630円

馬 連 �� 19，360円 馬 単 �� 21，870円

ワ イ ド �� 6，450円 �� 420円 �� 16，670円

3 連 複 ��� 39，090円 3 連 単 ��� 192，180円

票 数

単勝票数 計 346482 的中 � 153253（1番人気）
複勝票数 計 688619 的中 � 302765（1番人気）� 2056（11番人気）� 39095（5番人気）
枠連票数 計 88511 的中 （6－8） 2604（9番人気）
馬連票数 計 541693 的中 �� 2168（28番人気）
馬単票数 計 354369 的中 �� 1215（42番人気）
ワイド票数 計 474935 的中 �� 1779（38番人気）�� 33008（3番人気）�� 684（47番人気）
3連複票数 計 872181 的中 ��� 1673（62番人気）
3連単票数 計1561349 的中 ��� 589（305番人気）

ハロンタイム 12．6―10．7―11．4―12．1―12．0―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．3―34．7―46．8―58．8―1：11．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�パーティナシティ �
�
父 Invincible Spirit �

�
母父 Tobougg デビュー 2019．8．3 小倉5着

2016．1．31生 牡4鹿 母 Kerry’s Dream 母母 Jetbeeah 9戦2勝 賞金 19，300，000円
〔制裁〕 ヤマニンスプレモ号の騎手城戸義政は，3コーナーで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：5番）

09032 4月4日 晴 良 （2阪神2） 第3日 第8競走 ��3，140�三木ホースランドパークジャンプステークス
発走13時50分 （ 芝 ）

4歳以上；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金700万円毎1�増
（公財）三木山人と馬とのふれあいの森協会理事長賞（1着）

賞 品
本 賞 16，500，000円 6，600，000円 4，100，000円 2，500，000円 1，650，000円
付 加 賞 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード3：24．8良

57 タガノエスプレッソ 牡8鹿 60 平沢 健治八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 470＋ 63：31．5 7．2�

34 タガノアンピール 牡6黒鹿60 白浜 雄造八木 良司氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 556± 03：31．6� 4．9�
46 タガノグルナ 牡6鹿 60 北沢 伸也八木 良司氏 大根田裕之 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 500± 03：32．13 3．8�
69 トーアディラン �7栗 61 五十嵐雄祐高山ランド� 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 490－ 83：32．52� 61．3�
45 メイショウタンヅツ 牡6鹿 60 佐久間寛志松本 和子氏 藤沢 則雄 浦河 丸幸小林牧場 488＋183：32．71� 14．4�
711 ブレスアロット 牡7栗 60 石神 深一吉田 照哉氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 472－ 43：32．91� 5．8	
813 シゲルサツマイモ 牡5鹿 60 植野 貴也森中 蕃氏 大橋 勇樹 日高 スウィング

フィールド牧場 500－ 23：33．11� 16．9

610 シゲルコング 牡6鹿 60 草野 太郎森中 蕃氏 田中 清隆 新ひだか 増本 良孝 508± 03：33．2� 73．1�
814 シゲルロウニンアジ 牡7鹿 60 高田 潤森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新ひだか 武 牧場 502＋ 23：33．41� 9．3�
712	 メイショウオトコギ �11栗 61 熊沢 重文松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 太陽牧場 508－ 43：33．93 15．5
11 	 ヤマタケジャイアン �7芦 60 上野 翔山中 和子氏 萱野 浩二 浦河 浦河小林牧場 464－123：34．32� 182．4�
33 ナイトジュレップ 牡5栗 60 難波 剛健 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 石坂 公一 新ひだか 岡田スタツド 498± 03：34．4
 29．4�
58 メイショウバイタル 牡5青鹿60 森 一馬松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 516－ 63：35．78 14．3�
22 トップアスリート 牡4鹿 59 西谷 誠寺田千代乃氏 池添 学 千歳 社台ファーム 474－ 23：37．4大差 23．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 27，246，700円 複勝： 44，814，400円 枠連： 17，102，500円
馬連： 64，256，100円 馬単： 26，777，800円 ワイド： 50，410，100円
3連複： 111，055，500円 3連単： 103，487，900円 計： 445，151，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 200円 � 160円 � 190円 枠 連（3－5） 1，200円

馬 連 �� 1，680円 馬 単 �� 4，160円

ワ イ ド �� 630円 �� 620円 �� 430円

3 連 複 ��� 1，780円 3 連 単 ��� 11，310円

票 数

単勝票数 計 272467 的中 � 30128（4番人気）
複勝票数 計 448144 的中 � 54305（4番人気）� 77804（1番人気）� 60290（3番人気）
枠連票数 計 171025 的中 （3－5） 10961（7番人気）
馬連票数 計 642561 的中 �� 29536（4番人気）
馬単票数 計 267778 的中 �� 4817（12番人気）
ワイド票数 計 504101 的中 �� 20073（5番人気）�� 20430（4番人気）�� 31497（1番人気）
3連複票数 計1110555 的中 ��� 46637（1番人気）
3連単票数 計1034879 的中 ��� 6631（6番人気）
上り 1マイル 1：45．6 4F 52．1－3F 38．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タガノエスプレッソ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2014．8．23 新潟3着

2012．2．12生 牡8鹿 母 タガノレヴェントン 母母 フィバリッシュ 障害：5戦2勝 賞金 29，101，000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 シゲルスズキ号



09033 4月4日 晴 良 （2阪神2） 第3日 第9競走 ��
��2，400�ア ザ レ 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 182，000円 52，000円 26，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．1
2：20．6

良
良

44 フライライクバード 牡3黒鹿56 福永 祐一窪田 芳郎氏 友道 康夫 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 448－ 82：27．4 1．8�

33 ディープボンド 牡3青鹿56 和田 竜二前田 晋二氏 大久保龍志 新冠 村田牧場 490－ 42：27．5� 12．7�
11 サトノシャローム 牡3鹿 56 川田 将雅 �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－ 42：27．6� 3．6�
55 ホウオウエクレール 牡3鹿 56 幸 英明小笹 芳央氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 490± 02：28．02� 26．8�
66 スズカキング 牡3鹿 56 武 豊永井 啓弍氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム B448± 02：28．32 5．0�
77 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 490－ 42：29．57 119．3	
22 ハナビマンカイ 牡3芦 56 岩田 望来廣崎利洋HD� 藤原 英昭 洞�湖 レイクヴィラファーム 450－ 62：29．71	 13．9

88 
 エイシンアメンラー 牡3栗 56 岩田 康誠�栄進堂 野中 賢二 米 Team Block 486＋ 6 〃 クビ 32．0�

（8頭）

売 得 金
単勝： 64，501，500円 複勝： 96，927，400円 枠連： 発売なし
馬連： 79，869，800円 馬単： 51，410，600円 ワイド： 53，671，700円
3連複： 101，064，600円 3連単： 280，747，600円 計： 728，193，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 200円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 1，500円

ワ イ ド �� 270円 �� 160円 �� 390円

3 連 複 ��� 680円 3 連 単 ��� 3，490円

票 数

単勝票数 計 645015 的中 � 284087（1番人気）
複勝票数 計 969274 的中 � 534807（1番人気）� 45617（5番人気）� 182766（2番人気）
馬連票数 計 798698 的中 �� 66963（3番人気）
馬単票数 計 514106 的中 �� 25673（6番人気）
ワイド票数 計 536717 的中 �� 46367（4番人気）�� 105457（1番人気）�� 28551（7番人気）
3連複票数 計1010646 的中 ��� 111259（2番人気）
3連単票数 計2807476 的中 ��� 58162（12番人気）

ハロンタイム 12．8―11．8―12．9―12．8―12．8―12．6―12．6―12．4―11．8―11．5―11．3―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．8―24．6―37．5―50．3―1：03．1―1：15．7―1：28．3―1：40．7―1：52．5―2：04．0―2：15．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フライライクバード �

父 スクリーンヒーロー �


母父 シンボリクリスエス デビュー 2019．10．27 京都2着

2017．3．1生 牡3黒鹿 母 シングライクバード 母母 シングライクトーク 5戦2勝 賞金 20，932，000円
〔制裁〕 スズカキング号の騎手武豊は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：4番）

09034 4月4日 晴 良 （2阪神2） 第3日 第10競走 ��
��2，000�

あ か し

明 石 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

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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

69 ショウナンバルディ 牡4黒鹿57 岩田 康誠国本 哲秀氏 松下 武士 日高 木村牧場 438－ 61：59．7 4．1�
711 エイシンルカーノ 牡6栗 57 和田 竜二�栄進堂 渡辺 薫彦 新ひだか 水丸牧場 496＋101：59．91� 41．9�
46 アドマイヤジョラス 牡6黒鹿57 川田 将雅近藤 旬子氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 492－ 42：00．11� 3．4�
22 ドンアルゴス 牡5黒鹿57 川島 信二山田 貢一氏 庄野 靖志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 510－ 42：00．2	 21．3�
814 トーセンスカイ 牡4黒鹿57 岩田 望来島川 �哉氏 藤原 英昭 洞
湖 レイクヴィラファーム 494± 02：00．41	 8．5	
11 ウインルチル 牝5栗 55 松若 風馬�ウイン 奥村 豊 新冠 コスモヴューファーム 444± 0 〃 クビ 25．8

45 ダンスディライト 牡4黒鹿57 福永 祐一 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム B500＋10 〃 ハナ 4．4�
34 ハギノカエラ 牝7栗 55 藤岡 康太安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 430＋102：00．82 22．7
58 � ザプリオレス 牡4鹿 57 武 豊村上 稔氏 大橋 勇樹 新冠 中地 義次 506± 0 〃 ハナ 13．4�
813 ギ ル マ 牡4鹿 57 荻野 極杉澤 光雄氏 高橋 義忠 新ひだか 前谷 武志 490＋ 2 〃 ハナ 42．4�
712 ブレイニーラン 牡5鹿 57 浜中 俊 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 472± 02：01．75 10．9�
33 � コンボルブルス 牡4黒鹿57 酒井 学村上 憲政氏 本田 優 新ひだか 増本牧場 424－ 2 〃 クビ 57．9�
610 ハ イ ド ラ ン 牝5黒鹿55 太宰 啓介五影 慶則氏 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 474－ 82：01．91	 116．4�
57 リリーモントルー 牡6鹿 57 池添 謙一土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 450＋ 82：02．75 129．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 50，384，600円 複勝： 87，537，400円 枠連： 22，430，500円
馬連： 125，708，400円 馬単： 48，194，900円 ワイド： 88，582，300円
3連複： 189，634，200円 3連単： 214，848，300円 計： 827，320，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 160円 � 910円 � 150円 枠 連（6－7） 1，860円

馬 連 �� 6，540円 馬 単 �� 9，960円

ワ イ ド �� 1，980円 �� 310円 �� 1，670円

3 連 複 ��� 5，400円 3 連 単 ��� 36，250円

票 数

単勝票数 計 503846 的中 � 97854（2番人気）
複勝票数 計 875374 的中 � 164197（2番人気）� 16147（11番人気）� 189710（1番人気）
枠連票数 計 224305 的中 （6－7） 9298（8番人気）
馬連票数 計1257084 的中 �� 14885（24番人気）
馬単票数 計 481949 的中 �� 3627（34番人気）
ワイド票数 計 885823 的中 �� 10552（24番人気）�� 84825（1番人気）�� 12604（21番人気）
3連複票数 計1896342 的中 ��� 26324（15番人気）
3連単票数 計2148483 的中 ��� 4296（111番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．3―36．5―48．7―1：00．8―1：12．5―1：24．1―1：35．7―1：47．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ショウナンバルディ �
�
父 キングズベスト �

�
母父 Redoute’s Choice デビュー 2019．3．24 阪神1着

2016．4．23生 牡4黒鹿 母 バ ノ ヴ ィ ナ 母母 Macedon Lady 10戦3勝 賞金 49，115，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 リリーモントルー号の騎手池添謙一は，3コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：13番）



09035 4月4日 晴 良 （2阪神2） 第3日 第11競走 ��
��1，400�コーラルステークス（Ｌ）

発走15時35分 （ダート・右）
4歳以上，31．3．30以降2．3．31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 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000円
付 加 賞 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

35 レッドルゼル 牡4鹿 55 川田 将雅 �東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム 490＋ 61：22．5 1．9�
611 サクセスエナジー 牡6黒鹿57．5 和田 竜二髙嶋 哲氏 北出 成人 新冠 タニグチ牧場 540＋ 71：22．6� 10．2�
713 バティスティーニ 牡7鹿 55 北村 友一 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B488－ 81：23．23� 16．4�
815 ニホンピロタイド 牡5青鹿54 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 500－ 21：23．52 46．2�
59 ドンフォルティス 牡5栗 55 藤岡 佑介山田 貢一氏 牧浦 充徳 日高 アイズスタッド株式会社 518＋32 〃 アタマ 97．6	
24 アディラート 牡6黒鹿56 浜中 俊安原 浩司氏 須貝 尚介 新ひだか タガミファーム B512＋ 81：23．6� 11．2

23 ナムラミラクル 牡7芦 54 菱田 裕二奈村 信重氏 杉山 晴紀 日高 ナカノファーム 492＋ 4 〃 ハナ 144．4�
36 デアフルーグ 牡4鹿 55 武 豊西森 功氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 518± 01：23．91� 6．2�
11 ビックリシタナモー 牡6黒鹿54 松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 日高 中原牧場 514－ 4 〃 ハナ 37．8
48 	 テーオーヘリオス 牡8鹿 57 荻野 琢真小笹 公也氏 梅田 智之 米 Yanagawa

Stud LTD. 520－ 21：24．32� 36．0�
47 タマモカトレア 牝5鹿 52 藤岡 康太タマモ� 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 490＋101：24．61� 68．9�
510 アポロノシンザン 牡8鹿 56 池添 謙一アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 日高 天羽 禮治 482＋ 4 〃 クビ 34．5�
612 スマートオーディン 牡7黒鹿57 秋山真一郎大川 徹氏 池江 泰寿 新冠 スカイビーチステーブル 504± 01：24．81
 8．5�
816 フュージョンロック 牡6栗 54 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 498－ 21：25．11� 29．9�
12 タ テ ヤ マ 牡6栗 56 幸 英明小島 將之氏 渡辺 薫彦 日高 山田 政宏 476＋101：25．73� 50．6�
714 ロードクエスト 牡7鹿 57 岩田 望来 �ロードホースクラブ 小島 茂之 様似 様似堀牧場 478＋181：26．02 63．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 96，626，500円 複勝： 132，137，500円 枠連： 51，649，100円
馬連： 258，789，600円 馬単： 106，239，100円 ワイド： 175，447，500円
3連複： 425，583，100円 3連単： 523，948，800円 計： 1，770，421，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 230円 � 240円 枠 連（3－6） 380円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 1，190円

ワ イ ド �� 420円 �� 530円 �� 1，550円

3 連 複 ��� 3，090円 3 連 単 ��� 7，990円

票 数

単勝票数 計 966265 的中 � 401915（1番人気）
複勝票数 計1321375 的中 � 440498（1番人気）� 113838（4番人気）� 105655（5番人気）
枠連票数 計 516491 的中 （3－6） 105027（1番人気）
馬連票数 計2587896 的中 �� 222903（2番人気）
馬単票数 計1062391 的中 �� 66722（2番人気）
ワイド票数 計1754475 的中 �� 113925（3番人気）�� 85394（4番人気）�� 26674（18番人気）
3連複票数 計4255831 的中 ��� 103179（6番人気）
3連単票数 計5239488 的中 ��� 47527（11番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．0―34．2―46．0―57．8―1：10．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドルゼル �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2018．9．17 阪神3着

2016．3．25生 牡4鹿 母 フレンチノワール 母母 パープルホワイト 10戦5勝 賞金 90，308，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 9頭 アドマイヤアルバ号・アルマエルナト号・イエローマリンバ号・カフェリュウジン号・カルヴァリオ号・

トゥラヴェスーラ号・バイラ号・ヒロブレイブ号・ホーリーブレイズ号

09036 4月4日 晴 良 （2阪神2） 第3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

33 シェパードボーイ 牡4黒鹿57 福永 祐一吉田 照哉氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 444－ 41：53．2 3．4�
68 キタサンチャンドラ 牡4鹿 57

56 ☆西村 淳也�大野商事 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 466－ 21：53．41� 21．9�
55 マイネルブロッケン 牡6青鹿57 国分 優作 �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 B444＋ 4 〃 ハナ 23．1�
67 	 デュアルウィールド 牝5栗 55 菱田 裕二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 森田 直行 新ひだか 畠山牧場 508± 01：53．61
 44．9�
22 パンコミード 牡5黒鹿57 武 豊金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 540＋ 61：53．7クビ 2．4	
56 ゴールデンライオン 牡4鹿 57 国分 恭介石瀬 浩三氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 494± 0 〃 クビ 27．5

79 エイシンヨッシー 牡4栗 57 岩田 康誠�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 450－ 61：53．91� 13．2�
44 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 B514＋ 4 〃 クビ 4．7�
811 ダンツカホウ 牝5黒鹿 55

52 ▲亀田 温心山元 哲二氏 吉岡 辰弥 日高 白井牧場 B516＋121：54．96 184．2
710 スズカフロンティア 牡6鹿 57 和田 竜二永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 432－ 21：55．11� 10．5�
812 グーテンターク 牡5鹿 57 浜中 俊馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム B492－ 41：55．2� 80．6�
11 アロマティカス 牡6鹿 57 酒井 学山本 堅治氏 湯窪 幸雄 新冠 岩見牧場 B468＋ 21：55．41� 314．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 65，072，000円 複勝： 81，943，200円 枠連： 23，262，100円
馬連： 123，504，300円 馬単： 60，811，600円 ワイド： 96，282，500円
3連複： 200，126，000円 3連単： 322，693，700円 計： 973，695，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 460円 � 390円 枠 連（3－6） 2，730円

馬 連 �� 4，290円 馬 単 �� 6，660円

ワ イ ド �� 1，340円 �� 920円 �� 3，720円

3 連 複 ��� 15，890円 3 連 単 ��� 71，150円

票 数

単勝票数 計 650720 的中 � 149918（2番人気）
複勝票数 計 819432 的中 � 184657（2番人気）� 37836（7番人気）� 46452（6番人気）
枠連票数 計 232621 的中 （3－6） 6584（12番人気）
馬連票数 計1235043 的中 �� 22260（16番人気）
馬単票数 計 608116 的中 �� 6845（26番人気）
ワイド票数 計 962825 的中 �� 18572（17番人気）�� 27636（11番人気）�� 6445（30番人気）
3連複票数 計2001260 的中 ��� 9445（48番人気）
3連単票数 計3226937 的中 ��� 3288（189番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．3―38．2―50．1―1：02．6―1：15．3―1：27．8―1：40．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シェパードボーイ �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．3．3 阪神1着

2016．5．13生 牡4黒鹿 母 エオリアンハープ 母母 エアウイングス 8戦3勝 賞金 35，280，000円
〔騎手変更〕 キタサンチャンドラ号の騎手川須栄彦は，疾病予防措置により騎手変更を命ぜられたため西村淳也に変更。



（2阪神2）第3日 4月4日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 163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

225，130，000円
5，620，000円
22，140，000円
1，680，000円
26，090，000円
68，883，500円
5，308，500円
1，564，800円

勝馬投票券売得金
551，089，600円
852，374，800円
178，125，700円
1，022，605，600円
501，227，300円
783，912，400円
1，606，869，600円
2，287，719，100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 7，783，924，100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3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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