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04073 3月6日 曇 稍重 （3阪神1） 第7日 第1競走 1，800�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
1：48．5
1：47．6

重
重

810 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 428－ 21：54．9 9．9�

79 トーホウエンジェル 牝3栗 54 中井 裕二東豊物産� 川村 禎彦 新ひだか 有限会社プライドロック 472＋ 21：55．43 18．9�
22 ル コ リ エ 牝3黒鹿54 和田 竜二�ノースヒルズ �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 448－ 21：55．82 7．1�
67 ドラマティコ 牝3青鹿54 岩田 望来 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 478－ 6 〃 クビ 2．2�
44 フクシマブリリオ 牝3鹿 54 加藤 祥太西本 資史氏 杉山 佳明 浦河 成隆牧場 410－ 41：56．33 116．0�
78 ナムラコマチ 牝3鹿 54 国分 恭介奈村 睦弘氏 五十嵐忠男 新ひだか 八田ファーム 422＋ 41：56．4クビ 3．4	
66 ムラサキノキミ 牝3鹿 54

53 ☆団野 大成アパルーサレーシング 梅田 智之 新冠 新冠伊藤牧場 428－ 21：56．93 36．7

811 ビジンクライマー 牝3鹿 54 森 裕太朗岡 浩二氏 佐々木晶三 日高 スウィング

フィールド牧場 446＋ 21：57．0クビ 19．7�
33 ス ー ゼ ル 牝3栗 54 幸 英明門野 重雄氏 長谷川浩大 洞�湖 レイクヴィラファーム 450－ 61：57．53 14．3�
55 ラ ン ト 牝3黒鹿 54

50 ★古川 奈穂田畑 勝彦氏 矢作 芳人 浦河 ヒダカフアーム 472± 01：57．6� 16．4
11 ベラジオエガオン 牝3黒鹿54 太宰 啓介林田 祥来氏 上村 洋行 浦河 辻 牧場 524± 01：59．9大差 80．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 26，640，500円 複勝： 40，186，300円 枠連： 7，717，200円
馬連： 42，986，200円 馬単： 23，295，800円 ワイド： 39，906，900円
3連複： 69，488，400円 3連単： 98，898，600円 計： 349，119，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 990円 複 勝 � 350円 � 560円 � 230円 枠 連（7－8） 1，040円

馬 連 �� 8，740円 馬 単 �� 16，260円

ワ イ ド �� 2，070円 �� 1，390円 �� 2，530円

3 連 複 ��� 27，850円 3 連 単 ��� 164，450円

票 数

単勝票数 計 266405 的中 � 21378（4番人気）
複勝票数 計 401863 的中 � 29708（4番人気）� 16495（7番人気）� 53477（3番人気）
枠連票数 計 77172 的中 （7－8） 5707（5番人気）
馬連票数 計 429862 的中 �� 3811（23番人気）
馬単票数 計 232958 的中 �� 1074（43番人気）
ワイド票数 計 399069 的中 �� 4946（20番人気）�� 7516（15番人気）�� 4017（25番人気）
3連複票数 計 694884 的中 ��� 1871（61番人気）
3連単票数 計 988986 的中 ��� 436（337番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．6―38．1―50．7―1：03．5―1：16．0―1：28．5―1：41．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウホタルビ �
�
父 ナムラタイタン �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2020．10．24 京都16着

2018．4．27生 牝3栗 母 メジロミシェル 母母 コロンバイト 5戦1勝 賞金 5，100，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
※ビジンクライマー号・ベラジオエガオン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

04074 3月6日 曇 稍重 （3阪神1） 第7日 第2競走 1，200�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
1：08．8
1：08．5

重
重

816 ロコポルティ 牡3鹿 56 和田 竜二 �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 502－121：12．3 2．2�

36 テーオールソー 牡3青鹿56 岩田 望来小笹 公也氏 清水 久詞 日高 荒井ファーム 508－ 81：13．25 13．8�
23 ハクアイゴジロー 牡3栗 56

53 ▲小沢 大仁 �H.Iコーポレーション 松永 昌博 新冠 村上 欽哉 508－12 〃 ハナ 6．1�
611 ボルケーノペスカ 牡3鹿 56 幸 英明山田信太郎氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 438－ 41：13．3� 14．3�
815 ケ イ セ ブ ン 牡3鹿 56 藤井勘一郎武田 敏也氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 426± 0 〃 アタマ 25．0	
35 プレジャジンク 牝3黒鹿54 森 裕太朗�フォーレスト 吉田 直弘 新ひだか 嶋田牧場 440－ 21：13．61� 15．3

12 ポルクロール 牝3青鹿54 酒井 学飯田 正剛氏 中尾 秀正 新ひだか 千代田牧場 452 ―1：14．34 93．7�
24 ナ ツ ハ ヨ ル 牝3鹿 54 和田 翼�GET NEXT 石橋 守 新冠 三村 卓也 428± 01：14．4� 219．6�
713 ミエノベルル 牡3鹿 56 松山 弘平里見美惠子氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 450＋ 2 〃 クビ 3．4
47 リアルディール 牡3青鹿56 太宰 啓介 CLUB RUN FOR

THE ROSES 大橋 勇樹 新ひだか 三石川上牧場 480－ 21：14．61 109．2�
11 メイショウテイダー 牡3芦 56 加藤 祥太松本 好雄氏 梅田 智之 浦河 太陽牧場 472＋ 21：14．71 20．2�
612 ハ ッ チ 牝3黒鹿 54

51 ▲松本 大輝阿部榮乃進氏 加用 正 厚真 阿部 栄乃進 402 ―1：15．44 197．3�
714 マラムレシュ 牝3鹿 54 長岡 禎仁水上 行雄氏 石坂 公一 浦河 笠松牧場 424＋ 61：15．61� 222．5�
510 センスオブユニティ 牝3栗 54

51 ▲西谷 凜 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 458－ 11：15．81� 265．3�

48 カメンブトウカイ 牝3青鹿54 松若 風馬小田切 光氏 音無 秀孝 浦河 高野牧場 478＋ 61：15．9� 137．2�
59 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 478 ―1：16．1� 54．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，570，200円 複勝： 43，263，300円 枠連： 9，702，100円
馬連： 51，280，200円 馬単： 23，299，700円 ワイド： 43，328，100円
3連複： 77，008，200円 3連単： 84，501，600円 計： 364，953，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 310円 � 170円 枠 連（3－8） 630円

馬 連 �� 1，790円 馬 単 �� 2，510円

ワ イ ド �� 580円 �� 340円 �� 1，270円

3 連 複 ��� 3，610円 3 連 単 ��� 16，490円

票 数

単勝票数 計 325702 的中 � 113903（1番人気）
複勝票数 計 432633 的中 � 104599（1番人気）� 26756（6番人気）� 67309（3番人気）
枠連票数 計 97021 的中 （3－8） 11791（2番人気）
馬連票数 計 512802 的中 �� 22079（5番人気）
馬単票数 計 232997 的中 �� 6948（7番人気）
ワイド票数 計 433281 的中 �� 18962（5番人気）�� 36196（2番人気）�� 7992（15番人気）
3連複票数 計 770082 的中 ��� 15983（10番人気）
3連単票数 計 845016 的中 ��� 3714（37番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．4―11．8―12．5―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．6―46．4―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロコポルティ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．9．19 中京中止

2018．1．28生 牡3鹿 母 サダムグランジュテ 母母 シーズライクリオ 5戦1勝 賞金 8，210，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 タマモキラキラボシ号・タラン号・テイケイラナキラ号・ナムラトライ号・ミキノバスドラム号・メイショウカイト号

第１回 阪神競馬 第７日



04075 3月6日 曇 稍重 （3阪神1） 第7日 第3競走 1，800�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
1：48．5
1：47．6

重
重

67 ヴィクトリオン 牡3鹿 56 岩田 康誠菅原 広隆氏 羽月 友彦 日高 日高大洋牧場 500＋ 61：54．7 6．4�
710 エイシンティップス 牡3黒鹿56 藤井勘一郎�栄進堂 大久保龍志 浦河 栄進牧場 468± 0 〃 アタマ 2．5�
11 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± 01：55．76 7．2�
22 テイエムジャガー �3青 56 福永 祐一竹園 正繼氏 四位 洋文 新冠 タニグチ牧場 496＋ 21：56．12� 9．0�
68 フィッツカラルド 牡3芦 56 和田 竜二中辻 明氏 飯田 祐史 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 526± 0 〃 � 18．9�
56 ラインポラリス 牡3鹿 56

53 ▲小沢 大仁大澤 繁昌氏 松永 昌博 日高 日高大洋牧場 478－ 61：56．84 4．2	
33 トーホウアシュラ 牡3鹿 56

53 ▲西谷 凜東豊物産� 谷 潔 浦河 市川フアーム 524－10 〃 ハナ 68．9

79 テイエムマグナム 牡3鹿 56 酒井 学竹園 正繼氏 飯田 雄三 平取 有限会社中

田牧場 496－ 21：57．54 200．0�
55 ジルベールバローズ 牡3黒鹿56 内田 博幸猪熊 広次氏 渡辺 薫彦 新ひだか 服部 牧場 518－ 61：57．6� 26．6�
44 エーティーゴーオー 牡3栗 56 幸 英明荒木 徹氏 木原 一良 浦河 辻 牧場 488± 0 〃 ハナ 15．7
812 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 452＋ 61：58．98 67．4�
811 トレンチタウン 牡3鹿 56 岩田 望来 �ニッシンホール

ディングス 森田 直行 新ひだか チャンピオンズファーム 472－ 61：59．64 42．0�
（12頭）

売 得 金
単勝： 27，576，800円 複勝： 41，312，200円 枠連： 7，775，100円
馬連： 45，703，300円 馬単： 21，343，000円 ワイド： 37，147，200円
3連複： 62，324，200円 3連単： 73，641，800円 計： 316，823，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 160円 � 120円 � 170円 枠 連（6－7） 560円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 2，420円

ワ イ ド �� 330円 �� 590円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，770円 3 連 単 ��� 12，750円

票 数

単勝票数 計 275768 的中 � 34451（3番人気）
複勝票数 計 413122 的中 � 60293（3番人気）� 112288（1番人気）� 52668（4番人気）
枠連票数 計 77751 的中 （6－7） 10733（2番人気）
馬連票数 計 457033 的中 �� 47079（2番人気）
馬単票数 計 213430 的中 �� 6608（7番人気）
ワイド票数 計 371472 的中 �� 29910（2番人気）�� 15136（6番人気）�� 24816（3番人気）
3連複票数 計 623242 的中 ��� 26334（5番人気）
3連単票数 計 736418 的中 ��� 4186（35番人気）

ハロンタイム 13．3―11．8―13．5―12．5―12．4―12．4―12．4―12．6―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―25．1―38．6―51．1―1：03．5―1：15．9―1：28．3―1：40．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヴィクトリオン �
�
父 Uncle Mo �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2020．10．31 京都11着

2018．3．29生 牡3鹿 母 イースターアイランド 母母 Awesome Maria 4戦1勝 賞金 6，400，000円

04076 3月6日 晴 稍重 （3阪神1） 第7日 第4競走 ��1，600�3歳未勝利
発走11時30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

23 ウエストンバート 牡3鹿 56 幸 英明�ターフ・スポート吉岡 辰弥 浦河 谷川牧場 534－ 41：35．3 45．1�
714 マテンロウアレス 牡3鹿 56 福永 祐一寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか タイヘイ牧場 482－ 61：35．5� 2．4�
35 ルヴァンノワール 牝3鹿 54 酒井 学 Viridian Keiba Club 庄野 靖志 様似 富田 恭司 428± 0 〃 ハナ 6．1�
12 エリカステラ 牝3鹿 54 川田 将雅三木 正浩氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 424＋ 81：36．03 5．3�
816 サイキユイコウル 牝3鹿 54 M．デムーロ村田 能光氏 高柳 大輔 千歳 社台ファーム 478＋ 8 〃 � 4．7�
11 ボーヴィヴィエンヌ 牝3栗 54

50 ★古川 奈穂加藤 裕司氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 452＋ 2 〃 アタマ 57．0	
59 アウトオブサイト 牝3鹿 54

53 ☆団野 大成ゴドルフィン 斉藤 崇史 新冠 対馬 正 486 ― 〃 アタマ 114．4

815 タナキーボー 牡3黒鹿56 武 豊田中 俊彰氏 清水 久詞 日高 天羽 禮治 490± 01：36．1� 10．5�
36 エイシンディーデイ 牡3栗 56 岩田 康誠�栄進堂 野中 賢二 浦河 栄進牧場 476－ 6 〃 ハナ 46．8
48 モ ー ガ ン 牡3栗 56 池添 謙一林 正道氏 橋口 慎介 浦河 酒井牧場 472＋ 81：36．41� 18．4�
713 プ リ エ ー ル 牝3鹿 54 松若 風馬水上 行雄氏 吉田 直弘 浦河 笠松牧場 420 ―1：36．71� 475．7�
24 カリヨンヒーロー 牡3黒鹿56 藤井勘一郎ライオンレースホース� 石坂 公一 浦河 浦河日成牧場 454 ―1：36．91� 408．6�
510 サンライズブルーム 牡3鹿 56 岩田 望来松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 462± 01：37．0クビ 53．1�
47 エリカシャンス 牝3青鹿54 松山 弘平三木 正浩氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 440－18 〃 ハナ 106．8�
612 フォアラドゥング 牝3黒鹿 54

51 ▲松本 大輝一村 哲也氏 森 秀行 日高 高山牧場 440－ 81：37．32 33．2�
611 トウカイクラルテ �3鹿 56 柴山 雄一内村 正則氏 長谷川浩大 新冠 長浜牧場 460－ 21：37．4� 520．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，989，100円 複勝： 63，875，500円 枠連： 9，922，100円
馬連： 60，864，500円 馬単： 27，068，600円 ワイド： 54，438，900円
3連複： 91，417，800円 3連単： 98，208，600円 計： 447，785，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，510円 複 勝 � 770円 � 130円 � 160円 枠 連（2－7） 3，760円

馬 連 �� 5，530円 馬 単 �� 13，080円

ワ イ ド �� 1，230円 �� 3，460円 �� 280円

3 連 複 ��� 8，010円 3 連 単 ��� 75，500円

票 数

単勝票数 計 419891 的中 � 7435（8番人気）
複勝票数 計 638755 的中 � 13018（10番人気）� 179801（1番人気）� 104849（2番人気）
枠連票数 計 99221 的中 （2－7） 2045（13番人気）
馬連票数 計 608645 的中 �� 8527（17番人気）
馬単票数 計 270686 的中 �� 1552（36番人気）
ワイド票数 計 544389 的中 �� 10533（15番人気）�� 3586（32番人気）�� 59963（2番人気）
3連複票数 計 914178 的中 ��� 8554（27番人気）
3連単票数 計 982086 的中 ��� 943（209番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―11．7―12．3―12．2―11．5―11．5―12．5

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウエストンバート �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2020．11．14 阪神5着

2018．3．12生 牡3鹿 母 コウヨウルビー 母母 アサヒマーキュリー 3戦1勝 賞金 5，800，000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 エーティーツヨシ号・ビジンクライマー号



04077 3月6日 晴 稍重 （3阪神1） 第7日 第5競走 ��1，200�3歳1勝クラス
発走12時20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
1：08．8
1：08．5

重
重

22 ミスズグランドオー 牡3栗 56 川田 将雅永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B480＋ 21：11．8 3．3�
34 クインズレモン 牝3栗 54 松山 弘平 �ケイアイスタリオン 新谷 功一 浦河 高昭牧場 496－ 21：11．9クビ 8．0�
814 ベンチャーアウト 牡3栗 56 松若 風馬 �吉澤ホールディングス 庄野 靖志 日高 碧雲牧場 504± 01：12．0� 8．2�
69 ディオスクーロイ 牡3栗 56 川須 栄彦野嶋 祥二氏 松下 武士 浦河 杵臼牧場 476－121：12．42� 4．5�
11 ジョーミニスター 牝3鹿 54 小崎 綾也上田けい子氏 中竹 和也 新ひだか 土居牧場 410－161：12．5� 30．4�
33 ゲンパチミーティア 牡3鹿 56

52 ★古川 奈穂平野 武志氏 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 470－ 21：12．6� 18．8	
58 � ジャスパーゴールド 牡3栗 56

53 ▲松本 大輝加藤 和夫氏 森 秀行 米 Randy Lee
Myers 448± 01：12．7クビ 6．9


712 トゥルーバローズ 牡3鹿 56 和田 竜二猪熊 広次氏 角田 晃一 平取 二風谷ファーム B494－ 61：12．8� 9．6�
57 クリノザウルス 牡3鹿 56 酒井 学栗本 博晴氏 本間 忍 新冠 上井農場 482＋181：13．11� 72．0�
46 ロードリスペクト 牡3鹿 56 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 浦河 宮内牧場 478－ 81：13．2� 21．7
45 エ リ オ ッ ト 牡3栗 56 福永 祐一 �吉澤ホールディングス 宮本 博 新冠 佐藤牧場 536＋ 81：13．3� 24．8�
610 ルシャリーブル 牝3栗 54 幸 英明�日進牧場 鈴木 孝志 浦河 日進牧場 426－ 41：13．51 66．2�
711� オリンピックデイ 牡3鹿 56

55 ☆団野 大成馬場 幸夫氏 西村 真幸 米 Fred W.
Hertrich III B492－101：13．82 45．5�

813 スナークショウエン 牝3栗 54 中井 裕二杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 476＋101：14．0� 79．0�
（14頭）

売 得 金
単勝： 40，724，900円 複勝： 59，949，900円 枠連： 10，819，000円
馬連： 62，432，900円 馬単： 25，208，600円 ワイド： 59，546，000円
3連複： 92，157，300円 3連単： 95，816，100円 計： 446，654，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 230円 � 230円 枠 連（2－3） 940円

馬 連 �� 1，510円 馬 単 �� 2，280円

ワ イ ド �� 550円 �� 760円 �� 1，280円

3 連 複 ��� 5，200円 3 連 単 ��� 19，020円

票 数

単勝票数 計 407249 的中 � 98254（1番人気）
複勝票数 計 599499 的中 � 131940（1番人気）� 60407（4番人気）� 58326（5番人気）
枠連票数 計 108190 的中 （2－3） 8911（2番人気）
馬連票数 計 624329 的中 �� 32031（4番人気）
馬単票数 計 252086 的中 �� 8274（3番人気）
ワイド票数 計 595460 的中 �� 29159（3番人気）�� 19969（6番人気）�� 11437（17番人気）
3連複票数 計 921573 的中 ��� 13270（14番人気）
3連単票数 計 958161 的中 ��� 3651（33番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．8―11．9―11．9―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．9―46．8―58．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．7―3F36．9
3 2（4，12）1（5，13）（6，8，14）（3，11）9，7＝10 4 2（4，12）（1，14）（5，13）（6，8）3，11（7，9）＝10
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミスズグランドオー �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2020．7．4 福島1着

2018．4．1生 牡3栗 母 スズカシャンティー 母母 テレサザティーチャ 6戦2勝 賞金 22，694，000円
※クリノザウルス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

04078 3月6日 晴 稍重 （3阪神1） 第7日 第6競走 2，000�4歳以上1勝クラス
発走12時55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
2：01．0
2：01．0

不良
不良

66 シンゼンデレヤ 牡4鹿 57 城戸 義政原 司郎氏 荒川 義之 新冠 川上牧場 534－ 42：07．6 2．7�
44 エブリワンブラック 牡4鹿 57 武 豊 DMMドリームクラブ� 武 幸四郎 日高 ヤナガワ牧場 B482－ 2 〃 ハナ 2．5�
88 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 474＋ 22：08．66 24．6�
55 マ ナ ロ ー ラ 牝7黒鹿55 藤井勘一郎前田 幸治氏 �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 490＋ 42：08．7アタマ 8．3�
22 トゥプエデス 牡5黒鹿 57

56 ☆団野 大成佐藤 理氏 高橋 康之 日高 下河辺牧場 460＋ 42：08．91� 23．6�
77 アベックフォルス 牡4鹿 57 松山 弘平田中 義明氏 加藤士津八 浦河 笠松牧場 488－ 22：09．0クビ 4．0	
11 シゲルモクセイ 牝4栗 55

52 ▲西谷 凜森中 蕃氏 谷 潔 新冠 小泉牧場 460－ 42：09．21� 47．0

33 � プ ロ ー ス 牡5栗 57 柴山 雄一髙樽さゆり氏 菊川 正達 浦河 ディアレスト

クラブ B510－ 82：09．94 64．2�
（8頭）

売 得 金
単勝： 31，815，700円 複勝： 38，006，700円 枠連： 発売なし
馬連： 47，485，400円 馬単： 27，790，400円 ワイド： 34，435，000円
3連複： 58，962，200円 3連単： 137，669，000円 計： 376，164，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 110円 � 110円 � 240円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 630円

ワ イ ド �� 160円 �� 750円 �� 590円

3 連 複 ��� 1，590円 3 連 単 ��� 5，640円

票 数

単勝票数 計 318157 的中 � 92182（2番人気）
複勝票数 計 380067 的中 � 145443（1番人気）� 96998（2番人気）� 18866（5番人気）
馬連票数 計 474854 的中 �� 122185（1番人気）
馬単票数 計 277904 的中 �� 33044（1番人気）
ワイド票数 計 344350 的中 �� 71199（1番人気）�� 9522（9番人気）�� 12465（7番人気）
3連複票数 計 589622 的中 ��� 27808（5番人気）
3連単票数 計1376690 的中 ��� 17686（16番人気）

ハロンタイム 13．2―12．4―12．9―14．2―12．6―12．7―12．6―11．9―12．1―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―25．6―38．5―52．7―1：05．3―1：18．0―1：30．6―1：42．5―1：54．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．6―3F37．0
1
3
2，7，4，3，6，5，8－1
6，4，2，7（3，8）5，1

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

勝馬の
紹 介

シンゼンデレヤ �

父 エスケンデレヤ �


母父 ティンバーカントリー デビュー 2020．3．20 阪神5着

2017．3．28生 牡4鹿 母 トーヨーサンバ 母母 サンダードーム 9戦2勝 賞金 19，580，000円

追 加 記 事（令和 2年第 4回阪神競馬第 4日第 4競走）
〔科していた制裁およびその取消〕
トロイカ号の調教師大久保龍志に対し，検体から規制薬物が検出されたことについて過怠
金３００，０００円を課したが，この制裁を取り消した。



04079 3月6日 曇 稍重 （3阪神1） 第7日 第7競走 1，400�4歳以上1勝クラス
発走13時25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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

35 シュガーサンダー 牡5鹿 57 福永 祐一ニットー商事� 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 498＋ 41：24．2 1．9�
59 ブ ッ チ ー ニ 牝5白 55 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 446＋141：24．4� 3．8�
815 シゲルカセイ 牡4栗 57

54 ▲西谷 凜森中 蕃氏 谷 潔 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 494＋181：24．61� 85．4�

814 ハ ニ エ ル 牝5鹿 55 岩田 康誠�ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社
ノースヒルズ 448± 01：24．7クビ 9．9�

611 セカンドエフォート 牡8青鹿57 武 豊 �シルクレーシング 村山 明 安平 ノーザンファーム 516－ 41：25．23 11．3	
34 タケルラスティ 牡4栗 57

53 ★古川 奈穂森 保彦氏 矢作 芳人 新ひだか 岡田スタツド 492－ 21：25．41� 7．2

610 マテラサンオウ 牡5黒鹿57 松山 弘平大野 照旺氏 浜田多実雄 浦河 高松牧場 448＋ 61：25．71� 28．6�
712 ワンダーダイカネン 牡4鹿 57 松若 風馬山本 能成氏 今野 貞一 新ひだか 城地牧場 486－ 61：25．81 95．4�
23 カ ヴ ァ ス 牡4黒鹿57 藤懸 貴志 �サンデーレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 490± 01：25．9アタマ 205．6
22 ダイシンカレラ 牡9黒鹿57 中井 裕二大八木信行氏 庄野 靖志 日高 中原牧場 506＋12 〃 ハナ 168．2�
47 スリーヘリオス �6黒鹿57 和田 竜二永井商事� 村山 明 浦河 辻 牧場 B476－ 21：26．0� 41．6�
713� ラインエミネント 牡5鹿 57

54 ▲小沢 大仁大澤 繁昌氏 松永 昌博 日高 日高大洋牧場 452－14 〃 ハナ 281．4�
46 � 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 526－101：26．1クビ 381．9�
58 メイショウオオヅツ 牡7鹿 57

56 ☆団野 大成松本 和子氏 河内 洋 千歳 社台ファーム B544－101：26．31� 87．2�
11 キ ワ ミ �4栗 57 太宰 啓介寺田 寿男氏 昆 貢 日高 日高大洋牧場 472± 0 〃 アタマ 34．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 37，576，900円 複勝： 71，322，700円 枠連： 11，557，000円
馬連： 59，776，700円 馬単： 30，142，900円 ワイド： 52，099，000円
3連複： 87，226，800円 3連単： 123，378，800円 計： 473，080，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 160円 � 1，070円 枠 連（3－5） 320円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 590円

ワ イ ド �� 190円 �� 2，640円 �� 3，850円

3 連 複 ��� 8，510円 3 連 単 ��� 24，220円

票 数

単勝票数 計 375769 的中 � 157357（1番人気）
複勝票数 計 713227 的中 � 359378（1番人気）� 84316（2番人気）� 7013（9番人気）
枠連票数 計 115570 的中 （3－5） 27360（1番人気）
馬連票数 計 597767 的中 �� 118670（1番人気）
馬単票数 計 301429 的中 �� 38234（1番人気）
ワイド票数 計 520990 的中 �� 93050（1番人気）�� 4241（25番人気）�� 2875（32番人気）
3連複票数 計 872268 的中 ��� 7687（25番人気）
3連単票数 計1233788 的中 ��� 3692（73番人気）

ハロンタイム 12．3―11．3―11．7―11．8―11．9―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．6―35．3―47．1―59．0―1：11．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．9―3F37．1
3 15，5（1，4，9，13）12（7，14）（8，11）2，10，6，3 4 15，5（1，9）（4，13）（7，14，12）（8，11）－（2，10）3，6

勝馬の
紹 介

シュガーサンダー �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2019．1．26 京都1着

2016．4．4生 牡5鹿 母 ピーチドラフト 母母 ヤマノラヴリー 10戦2勝 賞金 31，500，000円

04080 3月6日 曇 稍重 （3阪神1） 第7日 第8競走 2，000�4歳以上2勝クラス
発走13時55分 （芝・右）

牝；負担重量は，55�
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

33 ルビーカサブランカ 牝4栗 55 川田 将雅金子真人ホール
ディングス� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 458＋ 42：01．4 1．8�

22 � イルーシヴゴールド 牝6芦 55 松山 弘平 �サンデーレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 506＋ 62：01．71� 2．9�
44 ウインラナキラ 牝6鹿 55 和田 竜二�ウイン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 430＋ 4 〃 ハナ 7．3�
88 ゲンティアナ 牝5鹿 55 福永 祐一吉田 勝己氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 436± 02：01．8� 12．4�
11 キングスタイル 牝4黒鹿 55

51 ★古川 奈穂廣崎利洋HD� 矢作 芳人 新ひだか 藤原牧場 404＋ 2 〃 クビ 27．6	
77 � カ サ ー レ 牝6青鹿 55

54 ☆団野 大成飯田 正剛氏 吉岡 辰弥 新ひだか 千代田牧場 B452＋ 8 〃 ハナ 16．3

55 ハギノカエラ 牝8栗 55 幸 英明安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 424－ 42：02．11� 66．4�
66 ベストクィーン 牝5栗 55 岩田 望来田畑 富子氏 茶木 太樹 新冠 ハクツ牧場 420± 02：02．95 25．6�

（8頭）

売 得 金
単勝： 32，208，100円 複勝： 58，271，200円 枠連： 発売なし
馬連： 51，633，200円 馬単： 27，223，000円 ワイド： 31，985，600円
3連複： 65，477，500円 3連単： 153，006，900円 計： 419，805，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 110円 � 140円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 210円 馬 単 �� 360円

ワ イ ド �� 130円 �� 220円 �� 250円

3 連 複 ��� 340円 3 連 単 ��� 940円

票 数

単勝票数 計 322081 的中 � 140369（1番人気）
複勝票数 計 582712 的中 � 346968（1番人気）� 87403（2番人気）� 45353（3番人気）
馬連票数 計 516332 的中 �� 189002（1番人気）
馬単票数 計 272230 的中 �� 56597（1番人気）
ワイド票数 計 319856 的中 �� 80236（1番人気）�� 31058（2番人気）�� 26776（3番人気）
3連複票数 計 654775 的中 ��� 141761（1番人気）
3連単票数 計1530069 的中 ��� 117749（1番人気）

ハロンタイム 12．8―11．9―13．2―12．6―12．2―12．1―11．9―11．3―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．7―37．9―50．5―1：02．7―1：14．8―1：26．7―1：38．0―1：49．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ルビーカサブランカ 
�
父 キングカメハメハ 

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2020．1．5 京都1着

2017．4．17生 牝4栗 母 ムードインディゴ 母母 リープフォージョイ 13戦3勝 賞金 45，136，000円



04081 3月6日 曇 稍重 （3阪神1） 第7日 第9競走 ��1，600�
し ょ う ど し ま

小 豆 島 特 別
発走14時25分 （芝・右・外）

4歳以上，2勝クラス；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 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．9
1：30．3

良
良

78 タ ン タ ラ ス 牝5鹿 55 岩田 康誠 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B478－101：33．0 18．9�
66 アナザーラブソング 牡5栗 57 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 488± 01：33．74 82．2�
810 リアンティサージュ 牡4栗 57 団野 大成 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 462－ 2 〃 クビ 2．0�
22 オーマイダーリン 牝4鹿 55 川田 将雅廣崎利洋HD� 河内 洋 千歳 社台ファーム 468± 01：33．91 4．0�
44 セグレドスペリオル 牡5鹿 57 松若 風馬名古屋友豊� 宮本 博 安平 ノーザンファーム 488＋ 61：34．01 84．9	
89 セ ン ト ウ ル 牡5黒鹿57 松本 大輝中西 宏彰氏 森 秀行 新ひだか タイヘイ牧場 478＋ 4 〃 ハナ 16．4

11 チュウワノキセキ 牡4鹿 57 松山 弘平中西 忍氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム B476－ 41：34．1� 3．4�
55 サンライズローリエ 牡6青鹿57 幸 英明松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 474＋181：34．41� 32．4�
33 リュクスポケット 牡6栗 57 岩田 望来田畑 憲士氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 528± 01：34．5� 24．1
77 � ニシノアップルパイ 牡7鹿 57 和田 竜二西山 茂行氏 新谷 功一 新ひだか 棚川 光男 508－ 21：34．71	 53．9�

（10頭）

売 得 金
単勝： 41，190，900円 複勝： 59，360，800円 枠連： 11，479，900円
馬連： 74，749，500円 馬単： 37，502，600円 ワイド： 57，198，400円
3連複： 110，886，500円 3連単： 182，450，900円 計： 574，819，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，890円 複 勝 � 390円 � 1，090円 � 130円 枠 連（6－7） 13，140円

馬 連 �� 40，110円 馬 単 �� 75，610円

ワ イ ド �� 9，420円 �� 690円 �� 1，940円

3 連 複 ��� 22，670円 3 連 単 ��� 300，620円

票 数

単勝票数 計 411909 的中 � 17397（5番人気）
複勝票数 計 593608 的中 � 31736（5番人気）� 9775（9番人気）� 178776（1番人気）
枠連票数 計 114799 的中 （6－7） 677（18番人気）
馬連票数 計 747495 的中 �� 1444（36番人気）
馬単票数 計 375026 的中 �� 372（70番人気）
ワイド票数 計 571984 的中 �� 1493（38番人気）�� 22494（6番人気）�� 7483（18番人気）
3連複票数 計1108865 的中 ��� 3667（48番人気）
3連単票数 計1824509 的中 ��� 440（371番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．0―35．9―47．6―59．0―1：10．0―1：21．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タ ン タ ラ ス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2018．10．8 京都9着

2016．2．16生 牝5鹿 母 ブエナビスタ 母母 ビ ワ ハ イ ジ 15戦3勝 賞金 45，070，000円

04082 3月6日 曇 稍重 （3阪神1） 第7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；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 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

612 グレートウォリアー 牡6鹿 57 福永 祐一 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 526＋141：23．4 4．9�
23 プロスパラスデイズ �6鹿 57 岩田 康誠ゴドルフィン 昆 貢 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 518＋ 41：23．61	 13．4�
24 サダムスキャット 牝4栗 55 川須 栄彦大西美生子氏 中尾 秀正 新冠 須崎牧場 466± 0 〃 ハナ 2．7�
714 キタサンタイドー 牡6黒鹿57 松若 風馬�大野商事 清水 久詞 新冠 パカパカ

ファーム 514＋ 61：23．7
 39．2�
611 セイウンクールガイ 牡6栗 57 幸 英明西山 茂行氏 奥平 雅士 新冠 佐藤牧場 B462－ 61：24．01� 50．3�
47 メイショウヤクシマ 牡8栗 57 秋山真一郎松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 岡部牧場 482－ 2 〃 クビ 52．9	
713� イモータルスモーク 牡4鹿 57 M．デムーロ
レッドマジック金成 貴史 米

Edward A.
Seltzer & Bev-
erly Anderson

506－ 21：24．1� 6．0�
510 メイショウヴォルガ 牡7鹿 57 酒井 学松本 好雄氏 本田 優 浦河 村下 明博 500－101：24．41
 42．7�
12 ホウオウカトリーヌ 牝5鹿 55 藤井勘一郎小笹 芳央氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 472－ 81：24．93 148．5
48 � ピ ン シ ャ ン 牡4栗 57 松本 大輝冨士井直哉氏 森 秀行 米 Dream With

Me Stables Inc. 466＋ 21：25．32� 8．0�
815 アスクジョーダン �9鹿 57 小崎 綾也廣崎 利洋氏 野中 賢二 日高 Shall Farm B496－ 21：25．4クビ 44．7�
35 メイショウモウコ 牡7栗 57 中井 裕二松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 496－ 41：25．72 118．2�
36 シホノレジーナ 牝4栗 55 団野 大成村瀬 寛紀氏 寺島 良 洞湖 レイクヴィラファーム 512＋121：25．91	 5．7�
816 キタノオドリコ 牝5鹿 55 柴山 雄一河内 孝夫氏 相沢 郁 日高 増尾牧場 488－ 81：26．0
 195．9�
59 クリノサンレオ 牡8栗 57 古川 吉洋栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 474－ 2 〃 ハナ 167．8�
11 アサケパワー 牡7鹿 57 和田 翼大橋 公堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 524＋ 81：32．2大差 124．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 50，537，200円 複勝： 87，903，000円 枠連： 20，007，600円
馬連： 123，878，100円 馬単： 46，532，000円 ワイド： 87，247，300円
3連複： 178，666，600円 3連単： 200，249，400円 計： 795，021，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 160円 � 250円 � 130円 枠 連（2－6） 560円

馬 連 �� 2，970円 馬 単 �� 4，920円

ワ イ ド �� 930円 �� 310円 �� 700円

3 連 複 ��� 2，760円 3 連 単 ��� 22，490円

票 数

単勝票数 計 505372 的中 � 82341（2番人気）
複勝票数 計 879030 的中 � 141681（2番人気）� 70033（6番人気）� 207962（1番人気）
枠連票数 計 200076 的中 （2－6） 27456（1番人気）
馬連票数 計1238781 的中 �� 32258（11番人気）
馬単票数 計 465320 的中 �� 7080（19番人気）
ワイド票数 計 872473 的中 �� 22337（10番人気）�� 79789（1番人気）�� 30532（7番人気）
3連複票数 計1786666 的中 ��� 48514（7番人気）
3連単票数 計2002494 的中 ��� 6455（63番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．1―11．8―12．3―12．6―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．7―33．8―45．6―57．9―1：10．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グレートウォリアー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Proud Citizen デビュー 2018．1．21 京都3着

2015．2．14生 牡6鹿 母 プラウドスペル 母母 Pacific Spell 15戦4勝 賞金 77，278，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔発走状況〕 プロスパラスデイズ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔その他〕 アサケパワー号は，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〕 アサケパワー号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年4月6日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の14頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）14頭 アイムポッシブル号・イッツクール号・エピックアン号・コカボムクイーン号・ジュニパーベリー号・

スマートドレイク号・ドウドウキリシマ号・ナムラムツゴロー号・ハッピーゴラッキー号・バーニングペスカ号・
ププッピドゥ号・ホッコーライデン号・メイショウラビエ号・ワイドカント号



04083 3月6日 曇 稍重 （3阪神1） 第7日 第11競走 ��
��1，600�第28回チューリップ賞（ＧⅡ）

発走15時35分 （桜花賞トライアル） （芝・右・外）
牝，3歳；負担重量は，馬齢重量

賞 品
賞 品

本 賞 36，500，000
36，500，000

円
円 13，000，000円 7，800，000円 5，200，000円

付 加 賞 540，000
540，000

円
円 120，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．9
1：30．3

良
良

11 メイケイエール 牝3鹿 54 武 豊名古屋競馬� 武 英智 安平 ノーザンファーム 462＋ 41：33．8 1．6�
55 � エリザベスタワー 牝3黒鹿54 川田 将雅 �社台レースホース高野 友和 英 Shadai Farm 506－ 6 〃 同着 8．0�
22 ストゥーティ 牝3鹿 54 松山 弘平 �キャロットファーム 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 422－ 41：33．9クビ 8．4�
812 タガノディアーナ 牝3青鹿54 和田 竜二八木 良司氏 長谷川浩大 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 438± 0 〃 ハナ 7．8�
44 シャーレイポピー 牝3鹿 54 福永 祐一 �キャロットファーム 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 416－ 21：34．11� 14．0	
79 シャドウエリス 牝3鹿 54 岩田 望来飯塚 知一氏 友道 康夫 千歳 社台ファーム 452＋ 2 〃 クビ 103．0

67 タイニーロマンス 牝3青鹿54 内田 博幸吉田 千津氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 510－ 81：34．2	 16．5�
710 マ リ ー ナ 牝3青鹿54 岩田 康誠三浦 大輔氏 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 434＋ 21：34．3	 30．7�
33 レアシャンパーニュ 牝3黒鹿54 幸 英明大塚 亮一氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 448－ 41：34．4	 66．7
68 テンハッピーローズ 牝3栗 54 池添 謙一天白 泰司氏 高柳 大輔 千歳 社台ファーム 430－101：34．61� 14．1�
811 バリコノユメ 牝3栗 54 藤懸 貴志大田 恭充氏 松永 昌博 青森 荒谷牧場 456± 01：35．23	 94．8�
56 エイシンピクセル 牝3栗 54 団野 大成�栄進堂 小崎 憲 浦河 栄進牧場 446－ 61：35．41	 181．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 174，148，500円 複勝： 282，703，700円 枠連： 54，140，300円
馬連： 470，995，100円 馬単： 187，697，200円 ワイド： 330，523，300円
3連複： 798，523，000円 3連単： 1，187，626，200円 計： 3，486，357，300円

払戻金・
給付金

単 勝 �
�

110円
240円 複 勝 �

�
110円
200円 � 180円 枠 連（1－5） 760円

馬 連 �� 910円 馬 単 ��
��

560円
1，160円

ワ イ ド �� 410円 ��
��

300円
970円

3 連 複 ��� 1，990円 3 連 単 ���
���

2，710円
6，990円

票 数

単勝票数 計1741485 的中 � 841494（1番人気）� 174059（3番人気）
複勝票数 計2827037 的中 � 1155392（1番人気）� 248318（4番人気）� 289281（3番人気）
枠連票数 計 541403 的中 （1－5） 54781（3番人気）
馬連票数 計4709951 的中 �� 420634（3番人気）
馬単票数 計1876972 的中 �� 130532（4番人気）�� 57833（8番人気）
ワイド票数 計3305233 的中 �� 206972（4番人気）�� 302152（2番人気）�� 78640（13番人気）
3連複票数 計7985230 的中 ��� 300200（5番人気）
3連単票数 計11876262 的中 ��� 160024（10番人気）��� 61054（40番人気）

ハロンタイム 12．9―11．6―11．8―11．4―11．3―11．0―11．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．5―36．3―47．7―59．0―1：10．0―1：21．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイケイエール �
�
父 ミッキーアイル �

�
母父 ハービンジャー デビュー 2020．8．22 小倉1着

2018．2．23生 牝3鹿 母 シロインジャー 母母 ユ キ チ ャ ン 5戦4勝 賞金 114，645，000円
�エリザベスタワー �

�
父 Kingman �

�
母父 Doyen デビュー 2020．12．19 阪神1着

2018．1．23生 牝3黒鹿 母 Turfdonna 母母 Turfaue 3戦2勝 賞金 44，040，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりメイケイエール号・エリザベスタワー号・ストゥーティ号は，桜花賞（GⅠ）競走に優先出走できる。

04084 3月6日 曇 稍重 （3阪神1） 第7日 第12競走 ��
��1，800�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
1：48．5
1：47．6

重
重

811 ド ス ハ ー ツ 牡4黒鹿 57
54 ▲小沢 大仁大田 恭充氏 松永 昌博 青森 清水 貞信 470－ 81：53．1 2．2�

55 モダスオペランディ 牡5鹿 57 藤井勘一郎ゴドルフィン 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 518－ 21：53．52� 8．1�

11 	 ニュートンテソーロ 牡4鹿 57 福永 祐一了德寺健二ホール
ディングス� 田中 博康 米 WinStar

Farm, LLC B502＋ 8 〃 クビ 3．6�
79 
 クリノホノオ 牡4鹿 57

54 ▲西谷 凜栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 484＋ 11：53．6クビ 39．8�
810 ハイパーノヴァ �7栃栗57 古川 吉洋宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 富田牧場 492－ 81：53．81� 26．6�
33 サンレイファイト 牡5栗 57 松山 弘平永井 啓弍氏 茶木 太樹 平取 びらとり牧場 470－ 2 〃 ハナ 17．6	
67 ワンダーエカルテ 牝5芦 55 長岡 禎仁山本 能行氏 石橋 守 浦河 秋場牧場 514＋10 〃 クビ 21．3

66 マンハッタンロック 牡7鹿 57

56 ☆団野 大成 �サンデーレーシング 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 464＋101：54．0 27．2�

22 サンデーミラージュ 牡4鹿 57 松若 風馬杉野 公彦氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 494－ 41：54．42� 13．4
78 
 パープルヒビキ 牡6栗 57 和田 竜二中野 銀十氏 飯田 雄三 浦河 高岸 順一 514± 01：54．72 7．6�

（10頭）
44 リトルクレバー 牡4鹿 57 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 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 54，172，800円 複勝： 58，801，800円 枠連： 16，061，600円
馬連： 100，484，200円 馬単： 43，615，900円 ワイド： 74，413，700円
3連複： 141，992，200円 3連単： 204，776，500円 計： 694，318，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 180円 � 150円 枠 連（5－8） 730円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 960円

ワ イ ド �� 290円 �� 230円 �� 480円

3 連 複 ��� 940円 3 連 単 ��� 4，520円

票 数

単勝票数 差引計 541728（返還計 18351） 的中 � 192537（1番人気）
複勝票数 差引計 588018（返還計 19520） 的中 � 153455（1番人気）� 69148（4番人気）� 99491（2番人気）
枠連票数 差引計 160616（返還計 18898） 的中 （5－8） 16989（2番人気）
馬連票数 差引計1004842（返還計138926） 的中 �� 112004（2番人気）
馬単票数 差引計 436159（返還計 48196） 的中 �� 33811（3番人気）
ワイド票数 差引計 744137（返還計 38076） 的中 �� 65330（2番人気）�� 91575（1番人気）�� 34632（6番人気）
3連複票数 差引計1419922（返還計180627） 的中 ��� 112864（1番人気）
3連単票数 差引計2047765（返還計281301） 的中 ��� 32826（3番人気）

ハロンタイム 13．0―11．5―13．5―12．8―12．7―12．5―12．3―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．5―38．0―50．8―1：03．5―1：16．0―1：28．3―1：40．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ド ス ハ ー ツ �
�
父 ウインバリアシオン �

�
母父 スキャターザゴールド デビュー 2020．1．26 京都13着

2017．3．25生 牡4黒鹿 母 バーニングラブ 母母 チャーチポイント 16戦3勝 賞金 45，012，000円
〔出走取消〕 リトルクレバー号は，疾病〔右上眼瞼部挫創〕のため出走取消。



（3阪神1）第7日 3月6日（土曜日） 曇一時晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
稍重

競走回数 12回 出走頭数 148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

285，490，000円
5，490，000円
25，600，000円
2，050，000円
34，280，000円
62，843，500円
4，274，000円
1，420，800円

勝馬投票券売得金
591，151，600円
904，957，100円
159，181，900円
1，192，269，300円
520，719，700円
902，269，400円
1，834，130，700円
2，640，224，400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 8，744，904，100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7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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