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04121 3月20日 晴 良 （3阪神1） 第11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

59 トーホウジュナール 牝3青鹿54 岩田 康誠東豊物産� 高橋 亮 日高 竹島 幸治 456－ 21：26．3 1．4�
36 エアモンナンジュ 牝3栗 54 吉田 隼人 �ラッキーフィールド吉村 圭司 千歳 社台ファーム 506＋ 41：26．4� 7．6�
35 ディープシーテッド 牝3栗 54 国分 恭介山田 裕仁氏 森田 直行 新ひだか 畠山牧場 440± 01：27．25 25．1�
11 ムニショネッテ 牝3鹿 54 森 裕太朗森田 藤治氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 426－101：27．3クビ 53．0�
816 レーヴリアン 牝3鹿 54 長岡 禎仁矢野 崇志氏 杉山 晴紀 新ひだか タガミファーム 496 ―1：28．04 20．5�
611 ココロノエンジェル 牝3栗 54 荻野 琢真 COCORO組合 今野 貞一 新冠 佐藤牧場 456＋ 41：28．1クビ 43．8	
713 ムーンランディング 牝3鹿 54 小崎 綾也ゴドルフィン 小崎 憲 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 404－121：28．2� 104．5

24 ブリリアントウェイ 牝3鹿 54 太宰 啓介�杵臼牧場 武 英智 浦河 杵臼牧場 424＋ 4 〃 � 83．0�
12 ミ ソ ラ イ ロ 牝3鹿 54

51 ▲松本 大輝�ターフ・スポート高柳 大輔 新ひだか グローリーファーム 442－421：28．51� 84．0
815 マリブスターソング 牝3鹿 54 古川 吉洋吉田 千津氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 442－ 61：28．92� 17．7�
48 ジェネレイトヒート 牝3黒鹿54 北村 友一�G1レーシング 藤原 英昭 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436＋ 81：29．11� 8．6�
47 ウインドアリエル 牝3芦 54 酒井 学福原 正博氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド 410＋ 21：29．42 204．6�
714 エグゼクティブリリ 牝3鹿 54

51 ▲小沢 大仁村田 裕子氏 小崎 憲 新冠 パカパカ
ファーム 434－ 31：29．71� 29．7�

23 アイファーラクーン 牝3鹿 54 田中 健中島 稔氏 服部 利之 日高 株式会社
アースファーム 442 ―1：30．02 186．1�

510 シホノコプント 牝3青鹿54 藤岡 佑介村瀬 寛紀氏 寺島 良 洞�湖 レイクヴィラファーム 418－ 81：31．17 26．3�
612 ベ ギ ー ア デ 牝3鹿 54 川須 栄彦大倉 佑介氏 新谷 功一 新冠 中本牧場 428－121：32．05 106．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，611，400円 複勝： 90，334，800円 枠連： 7，671，300円
馬連： 37，090，700円 馬単： 22，693，000円 ワイド： 33，540，100円
3連複： 62，019，700円 3連単： 87，007，600円 計： 361，968，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 170円 � 310円 枠 連（3－5） 340円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 650円

ワ イ ド �� 240円 �� 480円 �� 910円

3 連 複 ��� 1，690円 3 連 単 ��� 4，240円

票 数

単勝票数 計 216114 的中 � 119645（1番人気）
複勝票数 計 903348 的中 � 710485（1番人気）� 37410（2番人気）� 15702（6番人気）
枠連票数 計 76713 的中 （3－5） 17086（1番人気）
馬連票数 計 370907 的中 �� 61613（1番人気）
馬単票数 計 226930 的中 �� 26043（2番人気）
ワイド票数 計 335401 的中 �� 40577（2番人気）�� 17264（4番人気）�� 8319（10番人気）
3連複票数 計 620197 的中 ��� 27508（3番人気）
3連単票数 計 870076 的中 ��� 14857（3番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．5―12．3―12．8―12．9―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―34．7―47．0―59．8―1：12．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーホウジュナール �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2020．11．8 東京3着

2018．5．13生 牝3青鹿 母 トーホウアマポーラ 母母 トーホウガイア 6戦1勝 賞金 11，410，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シホノコプント号・ベギーアデ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年4月20日

まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ペトログリフ号

04122 3月20日 晴 良 （3阪神1） 第11日 第2競走 2，000�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
2：01．0
2：01．0

不良
不良

66 ア ナ ゴ サ ン 牡3栗 56 古川 吉洋内田 玄祥氏 牧田 和弥 新冠 松浦牧場 462± 02：08．6 2．7�
88 ナリタフォルテ 牡3鹿 56 団野 大成�オースミ 木原 一良 日高 白井牧場 574＋202：08．81� 3．5�
77 ウインヴァカンス 牝3栗 54 松山 弘平�ウイン 寺島 良 新冠 コスモヴューファーム 444± 0 〃 クビ 6．2�
44 オーホンブリック 牡3鹿 56 国分 恭介�ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社

ノースヒルズ 506± 02：09．01� 4．0�
11 シルヴェスター 牡3栗 56 和田 竜二�G1レーシング 松下 武士 安平 追分ファーム B494－ 22：10．17 23．0�
22 キタサンカゲツ 牡3鹿 56 吉田 隼人	大野商事 本田 優 日高 ヤナガワ牧場 498－ 62：11．69 10．6

33 ニホンピロケープ 牝3栗 54 田中 健小林百太郎氏 服部 利之 平取 稲原牧場 438＋ 62：13．210 90．7�
55 ダノングロッケン 牡3黒鹿56 松若 風馬�ダノックス 千田 輝彦 安平 ノーザンファーム B538± 02：14．26 19．9�

（8頭）

売 得 金
単勝： 25，023，400円 複勝： 32，529，600円 枠連： 発売なし
馬連： 36，063，600円 馬単： 19，472，000円 ワイド： 29，369，600円
3連複： 45，947，800円 3連単： 90，931，900円 計： 279，337，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 110円 � 140円 � 150円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 920円

ワ イ ド �� 200円 �� 290円 �� 370円

3 連 複 ��� 930円 3 連 単 ��� 4，000円

票 数

単勝票数 計 250234 的中 � 71973（1番人気）
複勝票数 計 325296 的中 � 95409（1番人気）� 55507（3番人気）� 44644（4番人気）
馬連票数 計 360636 的中 �� 53661（2番人気）
馬単票数 計 194720 的中 �� 15846（2番人気）
ワイド票数 計 293696 的中 �� 41708（1番人気）�� 25061（4番人気）�� 17893（6番人気）
3連複票数 計 459478 的中 ��� 36881（3番人気）
3連単票数 計 909319 的中 ��� 16449（8番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．4―14．2―13．2―12．8―13．3―13．3―12．8―14．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．4―34．8―49．0―1：02．2―1：15．0―1：28．3―1：41．6―1：54．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．6―3F40．3
1
3
4，5（8，6）7，1（2，3）
4（5，7）（8，1，6）（2，3）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ア ナ ゴ サ ン 
�
父 ミッキーアイル 

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．11．1 京都10着

2018．3．14生 牡3栗 母 タケノローマン 母母 ストーミーウェザー 5戦1勝 賞金 7，100，000円

第１回 阪神競馬 第１１日

追 加 記 事（第 1回阪神競馬第 9日第 2競走）
〔その他〕　　メイショウダフト号は，競走中に疾病〔右第 1指骨遠位前面剥離骨折〕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。



04123 3月20日 晴 良 （3阪神1） 第11日 第3競走 1，400�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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

35 スカリーワグ 牡3栗 56 北村 友一 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 藤原 英昭 新冠 長浜牧場 504± 01：24．9 2．0�

36 ワンダーイチョウ 牡3鹿 56 長岡 禎仁山本 能成氏 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 484－ 21：25．0クビ 16．5�
47 アルメイダミノル 牡3芦 56 酒井 学吉岡 實氏 北出 成人 洞�湖 レイクヴィラファーム 524－ 21：25．53 7．5�
23 インテンスフレイム 牡3黒鹿56 松山 弘平ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B502－ 61：25．6クビ 2．4�
510 ハローチュース 牡3鹿 56

53 ▲小沢 大仁薪浦 亨氏 中竹 和也 新冠 松浦牧場 466＋ 21：27．5大差 226．4�
816 ライズンシャイン 牝3栗 54 国分 恭介	下河辺牧場 岡田 稲男 日高 下河辺牧場 498± 01：27．6� 37．8

12 メイショウレッシ 牡3栗 56 太宰 啓介松本 好雄氏 上村 洋行 浦河 斉藤英牧場 430－ 41：27．7� 73．4�
815 ハイフォース 牡3栗 56

53 ▲松本 大輝�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 452＋ 21：27．8� 339．6�
714 ニホンピロハーバー 牡3黒鹿56 柴田 未崎小林百太郎氏 安達 昭夫 新ひだか 佐竹 学 500＋341：28．22 42．0
59 リ ナ ー シ ェ 牝3鹿 54 松若 風馬広尾レース� 四位 洋文 浦河 桑田牧場 412＋ 41：28．51� 58．0�
713 クールヴィンソン 牡3鹿 56 団野 大成 Him Rock Racing

ホールディングス� 佐々木晶三 日高 北田 剛 454± 01：28．6� 57．1�
611 カリヨンヒーロー 牡3黒鹿56 吉田 隼人ライオンレースホース� 石坂 公一 浦河 浦河日成牧場 452－ 21：28．71 81．5�
24 キングプロテア 牝3黒鹿54 川島 信二加藤 徹氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 404－121：28．91 166．9�
48 アスクヴィグラス 牡3黒鹿56 柴山 雄一廣崎 利洋氏 武 幸四郎 平取 清水牧場 476－ 21：29．21� 211．6�
612 コウユーオトコマエ 牡3鹿 56 古川 吉洋加治屋貞光氏 大根田裕之 浦河 大北牧場 462－ 6 〃 クビ 249．3�
11 ジョージバローズ 牡3黒鹿56 和田 竜二猪熊 広次氏 清水 久詞 新ひだか 三石川上牧場 480＋ 21：31．1大差 21．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，546，100円 複勝： 40，080，200円 枠連： 10，947，000円
馬連： 46，433，800円 馬単： 23，855，900円 ワイド： 38，352，400円
3連複： 72，054，200円 3連単： 98，653，300円 計： 359，922，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 300円 � 230円 枠 連（3－3） 2，190円

馬 連 �� 1，830円 馬 単 �� 2，300円

ワ イ ド �� 480円 �� 380円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 2，630円 3 連 単 ��� 9，830円

票 数

単勝票数 計 295461 的中 � 112600（1番人気）
複勝票数 計 400802 的中 � 122943（2番人気）� 25718（4番人気）� 37445（3番人気）
枠連票数 計 109470 的中 （3－3） 3872（7番人気）
馬連票数 計 464338 的中 �� 19565（5番人気）
馬単票数 計 238559 的中 �� 7755（7番人気）
ワイド票数 計 383524 的中 �� 20957（4番人気）�� 27519（3番人気）�� 8409（10番人気）
3連複票数 計 720542 的中 ��� 20512（6番人気）
3連単票数 計 986533 的中 ��� 7271（26番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―12．0―12．3―12．5―11．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．7―35．7―48．0―1：00．5―1：12．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．2―3F36．9
3 5，6（1，3，7）10（2，15，16）（4，14）11（8，13）－9＝12 4 ・（5，6）（3，7）10，2（1，15，16）－（4，14）（11，13）8，9＝12
市場取引馬

勝馬の
紹 介

スカリーワグ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Manduro デビュー 2020．10．17 東京5着

2018．3．11生 牡3栗 母 ジプシーマイラブ 母母 ローズジプシー 4戦1勝 賞金 8，570，000円
〔その他〕 ニホンピロハーバー号は，3コーナーから4コーナーにかけて外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アスクヴィグラス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年4月20日まで平地競

走に出走できない。
コウユーオトコマエ号・ジョージバローズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，
令和3年5月20日まで平地競走に出走できない。

〔3走成績による出走制限〕 ジョージバローズ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年5月20日まで平地競走に出走で
きない。

04124 3月20日 晴 良 （3阪神1） 第11日 第4競走 1，800�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
1：48．5
1：47．6

重
重

89 ポルタフォリオ 牡3鹿 56 松山 弘平吉田 照哉氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 496＋ 21：54．5 1．5�
22 ブザービート 牡3栗 56 川須 栄彦水谷 昌晃氏 寺島 良 新ひだか 岡田牧場 B460－ 41：56．09 4．4�
44 マーブルウェイ 牡3鹿 56 吉田 隼人下村 直氏 西園 正都 新冠 石郷岡 五月 462± 01：56．2� 4．1�
77 マハラジャゴールド 牡3鹿 56 太宰 啓介林 孝輝氏 石橋 守 浦河 林 孝輝 450－ 21：57．69 116．0�
33 サンライズガナール 牡3黒鹿56 和田 竜二松岡 隆雄氏 石坂 公一 日高 下河辺牧場 512－121：58．02 49．8�
11 スナークタイカン 牡3鹿 56 酒井 学杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 460－ 21：58．11 132．4�
66 カ ー デ ィ フ 牡3鹿 56 小崎 綾也広尾レース	 小崎 憲 新ひだか 木村 秀則 488＋ 61：58．84 12．4

88 メイショウバベル 牡3黒鹿56 田中 健松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 本巣 敦 408－14 （競走中止） 131．0�

（8頭）
55 グランメテオール 牡3栗 56 武 豊 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 476± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 21，056，900円 複勝： 29，301，900円 枠連： 2，119，400円
馬連： 14，353，400円 馬単： 9，266，500円 ワイド： 12，364，900円
3連複： 9，752，600円 3連単： 23，550，500円 計： 121，766，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 110円 � 110円 枠 連（2－8） 220円

馬 連 �� 270円 馬 単 �� 410円

ワ イ ド �� 110円 �� 120円 �� 150円

3 連 複 ��� 230円 3 連 単 ��� 700円

票 数

単勝票数 差引計 210569（返還計143532） 的中 � 111690（1番人気）
複勝票数 差引計 293019（返還計546286） 的中 � 141292（1番人気）� 54723（2番人気）� 53859（3番人気）
枠連票数 差引計 21194（返還計 60547） 的中 （2－8） 7176（1番人気）
馬連票数 差引計 143534（返還計260800） 的中 �� 40087（2番人気）
馬単票数 差引計 92665（返還計188942） 的中 �� 16768（1番人気）
ワイド票数 差引計 123649（返還計148562） 的中 �� 33899（1番人気）�� 26747（2番人気）�� 16131（3番人気）
3連複票数 差引計 97526（返還計423447） 的中 ��� 31763（1番人気）
3連単票数 差引計 235505（返還計1204788） 的中 ��� 24072（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．4―38．0―50．9―1：03．9―1：16．5―1：29．2―1：41．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．6―3F38．0
1
3
9（4，6）（2，7）8，1－3・（9，4）6（2，3，7）－1－8

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

勝馬の
紹 介

ポルタフォリオ 
�
父 ハーツクライ 

�
母父 Street Sense デビュー 2020．11．7 阪神2着

2018．4．9生 牡3鹿 母 アンリミテッドバジェット 母母 Unlimited Pleasure 4戦1勝 賞金 11，900，000円
〔競走除外〕 グランメテオール号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔競走中止〕 メイショウバベル号は，競走中に疾病〔左橈骨遠位端骨折〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。

追 加 記 事（第 1回阪神競馬第 9日第 4競走）
〔その他〕　　ヤマニンラッセル号は，競走中に疾病〔右橈骨遠位端骨折〕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。



04125 3月20日 晴 良 （3阪神1） 第11日 第5競走 ��1，800�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
1：44．4
1：43．9

良
良

24 アンフィニドール 牝3鹿 54 川島 信二前原 敏行氏 矢作 芳人 新ひだか チャンピオンズファーム 476 ―1：46．3 12．9�
12 スズカトップバゴ 牡3栗 56 川又 賢治永井 啓弍氏 吉村 圭司 新ひだか 真歌田中牧場 452－ 41：46．4� 5．3�
47 タガノパッション 牝3鹿 54 岩田 康誠八木 良司氏 �島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 456 ―1：46．82� 45．1�
713 デスティノアーラ 牝3鹿 54 松山 弘平 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 426＋ 4 〃 クビ 5．3�
23 シーロンシャン 牝3黒鹿54 武 豊 �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 480 ―1：46．9� 5．3	
59 コスモホクシン 牡3鹿 56 和田 竜二 �ビッグレッドファーム 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 474－101：47．21� 16．2

36 カラレーション 牝3黒鹿54 北村 友一 �シルクレーシング 松下 武士 安平 ノーザンファーム 406＋ 21：47．3� 7．8�
816 ネヴァーエンド 牡3黒鹿56 柴山 雄一髙嶋 祐子氏 武 幸四郎 浦河 有限会社

吉田ファーム 478 ―1：47．4クビ 244．5�
510� プリファードラン 牝3鹿 54 吉田 隼人合同会社小林英一

ホールディングス 吉岡 辰弥 米 Winches-
ter Farm 420－ 81：47．71� 134．1

35 ブラックジャッカル 	3青鹿56 松若 風馬中村 昭博氏 須貝 尚介 安平 追分ファーム 468－ 2 〃 クビ 3．1�
48 シゲルシュニン 牡3青鹿56 古川 吉洋森中 蕃氏 藤沢 則雄 新ひだか 平野牧場 490－ 81：47．8クビ 135．8�
11 ラ ウ レ リ ン 牝3黒鹿54 川須 栄彦�ダイリン 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 432 ― 〃 クビ 100．0�
815 マイネルニルソン 牡3青鹿56 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 日高 Wing Farm 466＋141：47．9� 33．4�
611 アワーズオブラブ 牝3栗 54 酒井 学市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 新ひだか フジワラフアーム 454＋ 41：48．01 112．1�
714 ニホンピロコール 牡3黒鹿56 田中 健小林 英一氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 472－ 41：48．52� 168．3�
612 シゲルホンブチョウ 牡3鹿 56 小崎 綾也森中 蕃氏 千田 輝彦 新ひだか 千代田牧場 486± 0 〃 クビ 205．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，713，200円 複勝： 52，125，000円 枠連： 11，027，200円
馬連： 53，260，700円 馬単： 21，957，200円 ワイド： 42，417，300円
3連複： 78，003，100円 3連単： 83，915，600円 計： 376，419，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，290円 複 勝 � 430円 � 190円 � 1，110円 枠 連（1－2） 1，040円

馬 連 �� 2，890円 馬 単 �� 6，130円

ワ イ ド �� 960円 �� 5，440円 �� 2，530円

3 連 複 ��� 20，920円 3 連 単 ��� 126，740円

票 数

単勝票数 計 337132 的中 � 20778（6番人気）
複勝票数 計 521250 的中 � 28973（7番人気）� 92688（2番人気）� 10054（9番人気）
枠連票数 計 110272 的中 （1－2） 8215（4番人気）
馬連票数 計 532607 的中 �� 14254（14番人気）
馬単票数 計 219572 的中 �� 2683（27番人気）
ワイド票数 計 424173 的中 �� 11883（12番人気）�� 1953（39番人気）�� 4275（26番人気）
3連複票数 計 780031 的中 ��� 2796（58番人気）
3連単票数 計 839156 的中 ��� 480（345番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．9―35．6―47．9―1：00．2―1：12．3―1：23．7―1：34．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F34．0
3 ・（9，12）（3，6，13）（5，11，15）4，2（1，10）8，16，14，7 4 ・（9，12）（3，6，13）（5，15）11（4，2）（1，10）8，16，14，7

勝馬の
紹 介

アンフィニドール �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 ディープインパクト 初出走

2018．2．10生 牝3鹿 母 ヤマノフェアリー 母母 ベネンシアドール 1戦1勝 賞金 5，100，000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） 2頭 アンフィニ号・シンシアリダーリン号

04126 3月20日 曇 良 （3阪神1） 第11日 第6競走 ��1，800�3歳1勝クラス
発走12時45分 （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

713 ウェルドーン 牝3鹿 54 武 豊安原 浩司氏 角田 晃一 日高 浜本牧場 486－ 41：53．2 4．1�
611 イツカハシャチョウ 牡3鹿 56 岡田 祥嗣 �ミキハウスHKサービス 吉田 直弘 新冠 村上 欽哉 500＋ 41：53．73 27．7�
23 ダンツトレノ 牡3青鹿56 和田 竜二山元 哲二氏 本田 優 浦河 市川フアーム 458－ 41：54．01� 37．1�
34 ビルボードクィーン 牝3黒鹿54 岩田 康誠吉田 勝利氏 庄野 靖志 新冠 北星村田牧場 448－ 4 〃 ハナ 14．1�
47 ミ ル ト ボ ス 牡3鹿 56 松若 風馬永山 勝敏氏 中竹 和也 新ひだか 有限会社石川牧場 484＋ 6 〃 クビ 66．3�
712 タガノチュール 牡3栗 56 太宰 啓介八木 良司氏 西園 正都 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 466－101：54．1� 21．5	
610 クインズバジル 牝3鹿 54 川須 栄彦 �ケイアイスタリオン 梅田 智之 新冠 ハシモトフアーム 456± 01：54．41� 15．6

46 ロードエルピス 牡3鹿 56 浜中 俊 �ロードホースクラブ 四位 洋文 新ひだか ケイアイファーム 474－ 4 〃 クビ 45．0�
59 メイショウヨシテル 牡3黒鹿56 古川 吉洋松本 好�氏 池添 兼雄 浦河 高昭牧場 464± 01：54．6� 8．9
35 メイショウホタルビ 牝3栗 54

51 ▲小沢 大仁松本 和子氏 大橋 勇樹 浦河 赤田牧場 426－ 21：54．71 60．0�
815 グリュースゴット 牡3黒鹿56 団野 大成小林竜太郎氏 佐々木晶三 新ひだか へいはた牧場 480＋ 61：54．8クビ 2．4�
22 キタノインディ 牡3鹿 56 森 裕太朗北所 直人氏 吉田 直弘 日高 シンボリ牧場 456－ 41：54．9� 90．8�
58 バイオレットジンク 牝3青鹿54 酒井 学�フォーレスト 川村 禎彦 新ひだか 嶋田牧場 494－101：56．510 129．7�
11 � ジャスパードリーム 牡3栗 56

53 ▲松本 大輝加藤 和夫氏 森 秀行 米 G. Watts
Humphrey Jr. 520－ 61：57．13� 7．5�

814 ゼ ニ ス 牡3芦 56 松山 弘平 �カナヤマホール
ディングス 鈴木 孝志 新冠 佐藤牧場 472－ 21：58．69 22．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 37，624，100円 複勝： 60，123，800円 枠連： 11，093，800円
馬連： 62，558，900円 馬単： 24，323，000円 ワイド： 55，600，700円
3連複： 87，953，300円 3連単： 92，934，500円 計： 432，212，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 170円 � 620円 � 860円 枠 連（6－7） 1，990円

馬 連 �� 4，380円 馬 単 �� 7，850円

ワ イ ド �� 1，390円 �� 2，350円 �� 7，160円

3 連 複 ��� 44，060円 3 連 単 ��� 157，790円

票 数

単勝票数 計 376241 的中 � 72272（2番人気）
複勝票数 計 601238 的中 � 120677（2番人気）� 21790（9番人気）� 15003（10番人気）
枠連票数 計 110938 的中 （6－7） 4316（9番人気）
馬連票数 計 625589 的中 �� 11059（15番人気）
馬単票数 計 243230 的中 �� 2321（27番人気）
ワイド票数 計 556007 的中 �� 10510（14番人気）�� 6086（26番人気）�� 1959（62番人気）
3連複票数 計 879533 的中 ��� 1497（134番人気）
3連単票数 計 929345 的中 ��� 427（474番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―12．9―12．5―12．7―12．7―12．6―13．0―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．5―36．4―48．9―1：01．6―1：14．3―1：26．9―1：39．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウェルドーン �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2020．8．23 小倉12着

2018．4．7生 牝3鹿 母 ツルマルオジョウ 母母 ツルマルガール 9戦2勝 賞金 20，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゼニス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年4月20日まで平地競走に出走

できない。
※出走取消馬 タイセイアーメット号（疾病〔疝痛〕のため）



04127 3月20日 曇 良 （3阪神1） 第11日 第7競走 1，200�4歳以上1勝クラス
発走13時15分 （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
1：08．8
1：08．5

重
重

811 カイルアコナ 牝4鹿 55 松山 弘平 �サンデーレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 458＋ 21：12．2 1．4�
22 � ア マ ー ビ レ 牝4黒鹿55 吉田 隼人安原 浩司氏 西村 真幸 新ひだか 岡田牧場 488－ 2 〃 ハナ 16．3�
11 フ ィ ロ ス 牝4鹿 55 藤岡 佑介�高橋ファーム 長谷川浩大 日高 クリアファーム B454＋ 41：12．51� 9．6�
79 カモントゥミー 牡4鹿 57 和田 竜二薪浦 亨氏 牧田 和弥 新ひだか 北洋牧場 496± 0 〃 クビ 36．8�
55 シゲルキンセイ 牡4鹿 57 国分 恭介森中 蕃氏 五十嵐忠男 新冠 カミイスタット 480± 01：12．71 12．2�
44 メイショウアマギ 牡5鹿 57 高倉 稜松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 492－ 21：12．8� 12．8	
66 ゴ ム マ リ 牝6黒鹿55 団野 大成田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 日高 坂東ファーム 482－161：13．43� 22．3

78 キ ラ ー ビ ー 牡4鹿 57 柴山 雄一中丸 裕嗣氏 青木 孝文 浦河 上山牧場 B446－ 4 〃 クビ 155．4�
33 エンペラーズパレス 牡4栗 57 長岡 禎仁山上 和良氏 羽月 友彦 新ひだか 片岡 博 510－ 61：13．5� 13．3�
67 ワルツフォーデビー 牡4栗 57

54 ▲松本 大輝風早 信昭氏 森 秀行 日高 坪田 信作 448± 0 〃 ハナ 43．4
810 カズオルヴァル �4鹿 57

54 ▲小沢 大仁合同会社雅苑興業 茶木 太樹 むかわ 上水牧場 B462－ 41：14．24 19．7�
（11頭）

売 得 金
単勝： 34，384，500円 複勝： 178，122，400円 枠連： 8，850，800円
馬連： 55，310，600円 馬単： 34，657，100円 ワイド： 48，810，000円
3連複： 78，212，900円 3連単： 153，265，100円 計： 591，613，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 290円 � 210円 枠 連（2－8） 1，030円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 1，320円

ワ イ ド �� 430円 �� 340円 �� 1，510円

3 連 複 ��� 2，090円 3 連 単 ��� 6，410円

票 数

単勝票数 計 343845 的中 � 192575（1番人気）
複勝票数 計1781224 的中 � 1414528（1番人気）� 33823（6番人気）� 55799（4番人気）
枠連票数 計 88508 的中 （2－8） 6636（6番人気）
馬連票数 計 553106 的中 �� 44749（5番人気）
馬単票数 計 346571 的中 �� 19678（5番人気）
ワイド票数 計 488100 的中 �� 29958（5番人気）�� 39890（3番人気）�� 7376（17番人気）
3連複票数 計 782129 的中 ��� 27993（8番人気）
3連単票数 計1532651 的中 ��� 17309（18番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．6―12．2―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．7―46．9―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カイルアコナ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．7．27 小倉1着

2017．2．14生 牝4鹿 母 コナブリュワーズ 母母 アンブロワーズ 12戦2勝 賞金 37，914，000円
〔制裁〕 エンペラーズパレス号の騎手長岡禎仁は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

04128 3月20日 曇 良 （3阪神1） 第11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）

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 ナムラゴロフキン 牡4鹿 57 和田 竜二奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 浦河 王蔵牧場 494＋ 41：53．6 3．6�
66 ヒミノブルー 牡5青鹿57 岩田 康誠佐々木八郎氏 寺島 良 平取 原田 新治 532－ 41：53．81 3．3�
55 アルマトップエンド 牡6栗 57 団野 大成コウトミックレーシング 佐々木晶三 新ひだか タツヤファーム 506－ 41：53．9� 19．2�
22 ジ ロ ー 牡4鹿 57 武 豊杉野 公彦氏 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 470－ 4 〃 アタマ 2．0�
44 ヤマニンスプレモ 牡5青鹿57 松山 弘平土井 肇氏 茶木 太樹 新冠 錦岡牧場 486＋ 71：54．53� 13．5�
88 � サクラサーブル 牡4黒鹿57 小崎 綾也�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 522－ 41：55．03 108．1	
33 サウスオブボーダー 牡8鹿 57 国分 恭介三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 480＋ 61：56．27 21．5

11 ヴェッツラー 牡4栗 57

54 ▲小沢 大仁永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 448－ 61：56．73 100．2�
（8頭）

売 得 金
単勝： 31，327，000円 複勝： 41，681，500円 枠連： 発売なし
馬連： 48，594，700円 馬単： 30，766，800円 ワイド： 29，190，100円
3連複： 55，870，500円 3連単： 150，602，000円 計： 388，032，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 200円 � 160円 � 360円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 1，110円

ワ イ ド �� 220円 �� 720円 �� 630円

3 連 複 ��� 2，030円 3 連 単 ��� 7，590円

票 数

単勝票数 計 313270 的中 � 69096（3番人気）
複勝票数 計 416815 的中 � 54528（3番人気）� 81675（2番人気）� 23723（5番人気）
馬連票数 計 485947 的中 �� 69144（3番人気）
馬単票数 計 307668 的中 �� 20605（6番人気）
ワイド票数 計 291901 的中 �� 41079（3番人気）�� 9261（12番人気）�� 10716（10番人気）
3連複票数 計 558705 的中 ��� 20598（9番人気）
3連単票数 計1506020 的中 ��� 14381（27番人気）

ハロンタイム 13．0―11．6―13．7―12．5―12．0―12．6―12．6―12．3―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．6―38．3―50．8―1：02．8―1：15．4―1：28．0―1：40．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ナムラゴロフキン �

父 ゴールドヘイロー �


母父 キングヘイロー デビュー 2019．12．1 阪神6着

2017．5．20生 牡4鹿 母 ナムララピス 母母 コスモトップレディ 17戦2勝 賞金 19，460，000円



04129 3月20日 曇 良 （3阪神1） 第11日 第9競走 ��2，600�
あ わ じ

淡 路 特 別
発走14時25分 （芝・右・外）
4歳以上，2勝クラス，2．3．20以降3．3．14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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
2：37．1
2：37．1

良
良

814 ディバインフォース 牡5鹿 57 松山 弘平吉田 晴哉氏 寺島 良 安平 追分ファーム 462－ 62：35．8レコード 3．3�
813 ノーチカルチャート 牡5青鹿55 和田 竜二 �社台レースホース奥村 豊 千歳 社台ファーム 488± 02：36．33 7．9�
712� バイキングクラップ 牡5鹿 54 松若 風馬 �サンデーレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム B500－16 〃 クビ 9．4�
57 エ ヒ ト 牡4鹿 56 松本 大輝平井 裕氏 森 秀行 日高 白井牧場 456± 0 〃 アタマ 2．8�
33 ジョウショームード 牡5黒鹿54 国分 恭介熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 五丸農場 448－ 42：36．51 65．8�
45 コスモジェミラ 牝4芦 51 森 裕太朗 �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 462＋ 22：36．92� 22．9	
69 サトノゴールド �4芦 54 吉田 隼人 
サトミホースカンパニー 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 460－ 42：37．32� 27．3�
711 カズマークセン 牡5鹿 55 酒井 学合同会社雅苑興業 茶木 太樹 安平 追分ファーム 518＋162：37．4アタマ 102．1�
22 モ イ 牝5黒鹿52 団野 大成 Him Rock Racing

ホールディングス
 畑端 省吾 日高 タバタファーム 390－ 2 〃 ハナ 16．8
46 ウインベイランダー 牡4芦 55 藤岡 佑介
ウイン 寺島 良 新冠 コスモヴューファーム 486－ 42：38．03� 10．9�
610 リリーモントルー 牡7鹿 53 川須 栄彦土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 446＋ 22：38．21 182．3�
34 � ジンゴイスト 牡6青鹿54 岩田 康誠 �サンデーレーシング 辻野 泰之 安平 ノーザンファーム B510± 02：39．47 33．2�
11 タイセイシリウス 牡4鹿 54 北村 友一田中 成奉氏 高野 友和 浦河 酒井牧場 494± 02：40．35 15．8�
58 マイエンフェルト 牝5鹿 51 川又 賢治 �シルクレーシング 杉山 佳明 安平 ノーザンファーム 452＋ 22：41．15 114．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 47，303，100円 複勝： 64，838，700円 枠連： 18，126，100円
馬連： 91，569，600円 馬単： 38，612，100円 ワイド： 73，255，600円
3連複： 144，609，600円 3連単： 165，399，300円 計： 643，714，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 140円 � 210円 � 280円 枠 連（8－8） 1，310円

馬 連 �� 1，270円 馬 単 �� 2，250円

ワ イ ド �� 450円 �� 660円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 3，010円 3 連 単 ��� 11，190円

票 数

単勝票数 計 473031 的中 � 114369（2番人気）
複勝票数 計 648387 的中 � 151600（1番人気）� 72728（3番人気）� 48016（5番人気）
枠連票数 計 181261 的中 （8－8） 10669（6番人気）
馬連票数 計 915696 的中 �� 55476（3番人気）
馬単票数 計 386121 的中 �� 12857（4番人気）
ワイド票数 計 732556 的中 �� 44313（3番人気）�� 28338（5番人気）�� 17737（11番人気）
3連複票数 計1446096 的中 ��� 35977（6番人気）
3連単票数 計1653993 的中 ��� 10711（18番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．0―11．7―11．9―11．8―12．2―12．7―13．0―13．1―11．8―11．6―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� 2，400�
12．2―22．9―33．9―45．6―57．5―1：09．3―1：21．5―1：34．2―1：47．2―2：00．3―2：12．1―2：23．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．6―3F35．5
1
3
1－8，4－12＝6，13，11（3，5）－（9，10）－（2，7）－14
1＝（4，8）12＝（13，6）11，3，2（9，5）（7，10）14

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

勝馬の
紹 介

ディバインフォース �
�
父 ワークフォース �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2018．8．19 札幌9着

2016．4．5生 牡5鹿 母 ツクバビューティ 母母 エスユーエフシー 18戦3勝 賞金 78，866，000円
〔その他〕 マイエンフェルト号は，1着馬がレコードタイムであったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

04130 3月20日 曇 良 （3阪神1） 第11日 第10競走 ��
��1，600�

む こ が わ

武庫川ステークス
発走15時00分 （芝・右・外）
4歳以上，3勝クラス；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 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．9
1：30．3

良
良

814 エアロロノア 牡4鹿 57 松山 弘平 �ラッキーフィールド笹田 和秀 千歳 社台ファーム 498＋ 61：32．1 2．2�
11 ノルカソルカ 牡4栗 57 藤岡 佑介幅田 昌伸氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 494－ 61：32．2クビ 4．5�
22 アルティマリガーレ 牝5鹿 55 団野 大成 �社台レースホース佐々木晶三 千歳 社台ファーム 452－ 2 〃 アタマ 6．3�
69 ソウルトレイン 牡4芦 57 武 豊安原 浩司氏 西村 真幸 新ひだか フジワラフアーム 490＋301：32．41� 8．5�
57 ジュランビル 牝5黒鹿55 岩田 康誠村上 稔氏 寺島 良 新冠 松浦牧場 462－ 41：32．5	 7．6	
33 アントリューズ 牡5鹿 57 和田 竜二山口功一郎氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 508＋101：32．71� 17．6

711 オースミカテドラル 牡5鹿 57 酒井 学�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム 466＋ 21：32．8
 43．5�
34 ハッシュゴーゴー 牝5鹿 55 太宰 啓介吉田 千津氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 458± 01：33．01 81．6�
610 ステイオンザトップ 牡7栗 57 吉田 隼人 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 474＋ 2 〃 ハナ 26．6
45 サンラモンバレー 牡6鹿 57 小崎 綾也金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B498＋ 41：33．21	 205．5�
46 ショウナンパンサー �5鹿 57 浜中 俊国本 哲秀氏 梅田 智之 千歳 社台ファーム 500＋ 41：33．3クビ 44．0�
58 トーセンアイトーン 牡6黒鹿57 北村 友一島川 �哉氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 448± 0 〃 アタマ 71．4�
712 ショウナンタイガ 牡5鹿 57 柴山 雄一国本 哲秀氏 池添 兼雄 安平 追分ファーム 492＋ 61：33．41 202．0�
813 ウインレフィナード 牡5黒鹿57 松若 風馬�ウイン 畠山 吉宏 浦河 猿橋 義昭 456＋ 41：33．61 62．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 50，717，600円 複勝： 76，453，600円 枠連： 18，701，900円
馬連： 115，682，700円 馬単： 47，504，000円 ワイド： 78，941，000円
3連複： 170，328，100円 3連単： 215，799，900円 計： 774，128，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 140円 � 150円 枠 連（1－8） 510円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 820円

ワ イ ド �� 220円 �� 300円 �� 460円

3 連 複 ��� 1，000円 3 連 単 ��� 2，960円

票 数

単勝票数 計 507176 的中 � 176801（1番人気）
複勝票数 計 764536 的中 � 206276（1番人気）� 125293（2番人気）� 109761（3番人気）
枠連票数 計 187019 的中 （1－8） 28366（1番人気）
馬連票数 計1156827 的中 �� 175805（1番人気）
馬単票数 計 475040 的中 �� 42938（1番人気）
ワイド票数 計 789410 的中 �� 100481（1番人気）�� 67614（2番人気）�� 38814（5番人気）
3連複票数 計1703281 的中 ��� 126485（1番人気）
3連単票数 計2157999 的中 ��� 52777（1番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．7―11．7―11．5―10．7―11．0―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．5―35．2―46．9―58．4―1：09．1―1：20．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．2―3F33．7
3 1，6，5，9（2，11）14（7，3）12，4，13，10，8 4 1（5，6）9（2，11）14（7，3）（4，12）（10，13）8

勝馬の
紹 介

エアロロノア �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ロックオブジブラルタル デビュー 2019．12．21 阪神3着

2017．3．6生 牡4鹿 母 エアワンピース 母母 エアメサイア 10戦4勝 賞金 53，086，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



04131 3月20日 曇 良 （3阪神1） 第11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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

66 アドマイヤハダル 牡3鹿 56 松山 弘平近藤 旬子氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 484＋ 81：59．5 3．5�
22 シュヴァリエローズ 牡3鹿 56 北村 友一 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 444± 02：00．03 2．5�
89 スタッドリー 牡3鹿 56 吉田 隼人 �シルクレーシング 奥村 豊 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 516－ 6 〃 クビ 24．7�
11 アウスヴァール 牡3黒鹿56 古川 吉洋 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 日高 宝寄山 拓樹 478± 02：00．31� 51．5�
810 ジ ャ ッ カ ル 牡3青鹿56 武 豊平井 裕氏 吉岡 辰弥 新ひだか 田中 裕之 502± 02：00．51 10．8	
55 ヴァリアメンテ 牡3青鹿56 藤岡 佑介�G1レーシング 中内田充正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460± 02：00．6� 3．5

44 タ ガ ノ カ イ 牡3黒鹿56 浜中 俊八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 508± 0 〃 クビ 10．3�
77 トーホウバロン 牡3黒鹿56 高倉 稜東豊物産� 石坂 公一 日高 シンボリ牧場 478－ 62：00．8� 54．3�
33 タ イ フ ォ ン 牡3青鹿56 和田 竜二吉田 安惠氏 森田 直行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448－ 82：00．91 86．4
78 	 アメリカンマッハ 牡3鹿 56 団野 大成 �吉澤ホールディングス 藤岡 健一 米

Kenneth L.
Ramsey & Sarah
K. Ramsey

498－ 82：01．21� 59．6�
（10頭）

売 得 金
単勝： 96，853，500円 複勝： 98，316，800円 枠連： 32，218，200円
馬連： 241，969，700円 馬単： 96，187，000円 ワイド： 118，518，500円
3連複： 314，371，400円 3連単： 561，618，700円 計： 1，560，053，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 120円 � 120円 � 260円 枠 連（2－6） 500円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 970円

ワ イ ド �� 200円 �� 920円 �� 890円

3 連 複 ��� 2，770円 3 連 単 ��� 8，900円

票 数

単勝票数 計 968535 的中 � 221145（2番人気）
複勝票数 計 983168 的中 � 255591（1番人気）� 240177（2番人気）� 60098（6番人気）
枠連票数 計 322182 的中 （2－6） 49218（2番人気）
馬連票数 計2419697 的中 �� 406944（2番人気）
馬単票数 計 961870 的中 �� 74221（4番人気）
ワイド票数 計1185185 的中 �� 183889（1番人気）�� 28714（11番人気）�� 29712（10番人気）
3連複票数 計3143714 的中 ��� 85117（9番人気）
3連単票数 計5616187 的中 ��� 45703（28番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―12．8―13．0―12．2―12．2―11．8―11．6―11．1―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．5―36．3―49．3―1：01．5―1：13．7―1：25．5―1：37．1―1：48．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤハダル �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．8．1 新潟1着

2018．4．18生 牡3鹿 母 スウェアトウショウ 母母 タバサトウショウ 4戦3勝 賞金 40，127，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりアドマイヤハダル号・シュヴァリエローズ号は，皐月賞（GⅠ）競走に優先出走できる。

04132 3月20日 曇 良 （3阪神1） 第11日 第12競走 ��1，200�4歳以上2勝クラス
発走16時10分 （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
1：08．8
1：08．5

重
重

510 デンコウリジエール 牡4鹿 57 武 豊田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 466－ 21：11．3 6．0�
59 シャイニーブランコ 牡5芦 57 北村 友一小林 昌志氏 小林 真也 平取 雅 牧場 446－ 41：11．4クビ 3．9�
35 アサカディオネ 牝4栗 55 団野 大成浅川 昌彦氏 佐々木晶三 新冠 協和牧場 456－ 61：11．61� 8．3�
47 � プリモダルク 牝4鹿 55 岡田 祥嗣�グランド牧場 藤原 英昭 米 Estate of Wil-

liam L. Currin 456＋ 2 〃 クビ 19．0�
12 オ カ リ ナ 牡4栗 57 古川 吉洋八木 秀之氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 538＋ 21：11．81� 42．3�
36 グーテンモルゲン 牡5鹿 57 国分 恭介薪浦 亨氏 牧田 和弥 様似 清水スタッド 518＋ 21：12．11� 51．4	
816 ショウゲッコウ 牝4鹿 55 藤岡 佑介 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 杉山 佳明 浦河 ヒダカフアーム 466－ 21：12．41� 4．5�
24 パルディエス 	4鹿 57 浜中 俊吉田 照哉氏 田中 博康 千歳 社台ファーム B452－ 8 〃 クビ 19．6�
11 カシマフウリン 牝6栗 55 柴山 雄一松浦 一久氏 鈴木慎太郎 新ひだか 金舛 幸夫 490－141：12．61 137．2
23 メタルスパーク 牡4芦 57 吉田 隼人ディアレストクラブ
 伊藤 圭三 新ひだか 岡田スタツド B502＋ 41：12．7
 16．9�
714 ファイヤーテーラー 牝4栗 55 川又 賢治中西 浩一氏 河内 洋 日高 浜本牧場 482＋ 21：12．91� 60．7�
713 ヘブンリーデイズ 牡6鹿 57 松若 風馬 �サンデーレーシング 吉岡 辰弥 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466＋ 8 〃 クビ 51．5�
611 カシノブレンド 	5芦 57 川須 栄彦柏木 務氏 蛯名 利弘 新冠 サンローゼン 450－ 61：13．0クビ 101．5�
612 ランバージャック 牡7栗 57 酒井 学前田 幸治氏 �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 474＋ 21：13．1
 185．9�
48 エスシーミホーク 牡4鹿 57 森 裕太朗工藤 圭司氏 辻野 泰之 日高 三宅 正弘 482＋ 6 〃 
 6．5�
815� フラミンゴフライト 牝4芦 55

52 ▲小沢 大仁吉田 千津氏 茶木 太樹 米
Joanne R. Mum-
mert & John C.
Barrett Jr.

490－ 41：13．52 12．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 54，724，700円 複勝： 79，081，000円 枠連： 30，738，100円
馬連： 127，965，600円 馬単： 42，743，900円 ワイド： 92，643，100円
3連複： 193，383，700円 3連単： 201，165，900円 計： 822，446，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 220円 � 150円 � 270円 枠 連（5－5） 1，350円

馬 連 �� 1，250円 馬 単 �� 2，330円

ワ イ ド �� 550円 �� 970円 �� 790円

3 連 複 ��� 3，980円 3 連 単 ��� 18，900円

票 数

単勝票数 計 547247 的中 � 72046（3番人気）
複勝票数 計 790810 的中 � 86464（4番人気）� 160425（1番人気）� 66462（5番人気）
枠連票数 計 307381 的中 （5－5） 17606（6番人気）
馬連票数 計1279656 的中 �� 78798（2番人気）
馬単票数 計 427439 的中 �� 13754（5番人気）
ワイド票数 計 926431 的中 �� 44688（4番人気）�� 23709（10番人気）�� 29991（7番人気）
3連複票数 計1933837 的中 ��� 36388（7番人気）
3連単票数 計2011659 的中 ��� 7716（30番人気）

ハロンタイム 12．2―11．3―11．7―12．1―11．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．5―35．2―47．3―58．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．8―3F36．1
3 5，7（6，10）（2，9）13（1，4，14，15）（3，11，12，16）8 4 5，7，10（6，9）（2，13，15）（1，4，14，16）12（3，11，8）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

デンコウリジエール �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2019．7．6 中京12着

2017．4．30生 牡4鹿 母 デンコウデア 母母 プレゼンテーション 10戦3勝 賞金 31，600，000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 エンプティチェア号



（3阪神1）第11日 3月20日 （祝日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 152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

213，170，000円
8，210，000円
27，230，000円
1，290，000円
25，320，000円
64，458，000円
4，180，000円
1，459，200円

勝馬投票券売得金
483，885，500円
842，989，300円
151，493，800円
930，854，000円
412，038，500円
653，003，300円
1，312，506，900円
1，924，844，300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 6，711，615，600円

総入場人員 2，154名 （有料入場人員 2，037名）
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