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04097 3月13日 曇 不良 （3阪神1） 第9日 第1競走 1，800�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
1：48．5
1：47．6

重
重

44 キオネヴェリテ 牝3芦 54 �島 良太加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 506－ 41：54．3 4．4�

66 ニホンピロリアン 牝3青鹿54 田中 健小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 494－ 21：54．4クビ 4．4�
77 トウシンモンブラン 牝3鹿 54 幸 英明�サトー 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 B464－ 21：54．61� 1．7�
88 コニャックダイヤ 牝3鹿 54 岡田 祥嗣 �グランデオーナーズ 吉田 直弘 新ひだか 藤沢牧場 442＋ 41：55．45 46．5�
22 レースアルカーナ 牝3栗 54 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 新冠 ビッグレッドファーム 456＋161：55．71� 20．3�
55 スペシャリティ 牝3青鹿54 池添 謙一中村 智幸氏 坂口 智康 新ひだか ケイアイファーム 410± 01：57．310 16．1	
89 レ ヴ カ 牝3黒鹿 54

50 ★古川 奈穂�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 株式会社
ノースヒルズ 430－ 61：58．04 16．4


11 カミノエミニー 牝3栗 54 長岡 禎仁村上 正喜氏 南田美知雄 浦河 山春牧場 438－ 21：58．85 143．3�
33 メ ト リ カ 牝3黒鹿 54

53 ☆菅原 明良 �コロンバスサークル 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 438－ 81：58．9� 74．6�
（9頭）

売 得 金
単勝： 20，746，700円 複勝： 64，049，700円 枠連： 5，104，000円
馬連： 28，736，200円 馬単： 18，459，700円 ワイド： 22，663，000円
3連複： 44，734，300円 3連単： 97，403，500円 計： 301，897，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 110円 � 120円 � 110円 枠 連（4－6） 970円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，920円

ワ イ ド �� 230円 �� 130円 �� 160円

3 連 複 ��� 290円 3 連 単 ��� 3，000円

票 数

単勝票数 計 207467 的中 � 37126（3番人気）
複勝票数 計 640497 的中 � 44842（2番人気）� 37266（3番人気）� 495324（1番人気）
枠連票数 計 51040 的中 （4－6） 4037（4番人気）
馬連票数 計 287362 的中 �� 26371（3番人気）
馬単票数 計 184597 的中 �� 7181（8番人気）
ワイド票数 計 226630 的中 �� 19264（3番人気）�� 52379（1番人気）�� 35131（2番人気）
3連複票数 計 447343 的中 ��� 114503（1番人気）
3連単票数 計 974035 的中 ��� 23475（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．6―38．2―50．7―1：03．3―1：15．8―1：28．3―1：41．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キオネヴェリテ 
�
父 キ ズ ナ 

�
母父 Cozzene デビュー 2020．10．3 中京15着

2018．4．4生 牝3芦 母 ルミエールヴェリテ 母母 Play School 4戦1勝 賞金 7，100，000円
※メトリカ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

04098 3月13日 曇 不良 （3阪神1） 第9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
1：08．5

重
重

714 イルデレーヴ 牡3鹿 56 石橋 脩 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 478± 01：11．6 2．2�
35 ミセスバローズ 牝3栗 54 池添 謙一猪熊 広次氏 上村 洋行 浦河 三嶋牧場 416－ 21：11．7� 6．9�
48 レッドフランカー 牡3黒鹿56 西村 淳也 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B462＋ 21：12．65 5．8�
815 タマモキラキラボシ 牝3鹿 54 �島 良太タマモ� 中竹 和也 日高 スマイルファーム 428－ 4 〃 クビ 22．6�
713 ベストオブラック 牡3鹿 56 長岡 禎仁グリーンスウォード羽月 友彦 新ひだか 三石川上牧場 490＋ 21：13．13 22．6	
611 ナリタサフラン 牝3黒鹿54 国分 恭介�オースミ 宮本 博 新ひだか 岡田牧場 420－ 4 〃 ハナ 229．2

510 ラキエスヴィブロ 牡3鹿 56 菱田 裕二西浦 和男氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 504－14 〃 クビ 15．7�
47 ミラコロヴェルデ 牝3黒鹿54 小崎 綾也 �グリーンファーム西村 真幸 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 430－ 4 〃 ハナ 22．4�
36 タ ラ ン 牡3鹿 56

55 ☆菅原 明良中辻 明氏 奥村 豊 青森 谷川 博勝 514± 01：13．31� 69．5
11 テイエムハヤテオー 牡3栗 56 �島 克駿竹園 正繼氏 飯田 雄三 新冠 ハシモトフアーム 464－ 41：13．62 34．5�
24 ミキノバスドラム 牡3鹿 56 和田 翼谷口 久和氏 大橋 勇樹 浦河 浦河育成牧場 494－ 21：14．23� 8．5�
816 シ ャ マ ル 牡3鹿 56 川須 栄彦金山 敏也氏 松下 武士 新ひだか 岡田スタツド 520 ―1：14．52 15．7�
59 メイショウユウスゲ 牝3栗 54 幸 英明松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 日進牧場 494－ 6 〃 ハナ 31．4�
12 キーチャンス 牡3黒鹿56 荻野 極北前孔一郎氏 杉山 佳明 浦河 赤田牧場 400－101：14．6� 184．9�
612 ナムラトライ 牡3黒鹿56 城戸 義政奈村 睦弘氏 清水 久詞 新ひだか カタオカステーブル 478－ 21：14．91� 48．2�
23 メイショウダフト 牝3鹿 54

51 ▲小沢 大仁松本 好�氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 444 ―1：15．75 114．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，537，600円 複勝： 40，548，300円 枠連： 8，435，600円
馬連： 44，137，600円 馬単： 19，706，500円 ワイド： 39，294，900円
3連複： 66，871，300円 3連単： 73，831，700円 計： 319，363，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 180円 � 160円 枠 連（3－7） 640円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 1，220円

ワ イ ド �� 320円 �� 320円 �� 660円

3 連 複 ��� 1，410円 3 連 単 ��� 4，600円

票 数

単勝票数 計 265376 的中 � 94404（1番人気）
複勝票数 計 405483 的中 � 150180（1番人気）� 43316（3番人気）� 48741（2番人気）
枠連票数 計 84356 的中 （3－7） 10058（2番人気）
馬連票数 計 441376 的中 �� 41246（2番人気）
馬単票数 計 197065 的中 �� 12033（2番人気）
ワイド票数 計 392949 的中 �� 32409（1番人気）�� 32253（2番人気）�� 13816（8番人気）
3連複票数 計 668713 的中 ��� 35490（1番人気）
3連単票数 計 738317 的中 ��� 11614（1番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．4―11．9―12．6―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．7―34．1―46．0―58．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．9―3F37．5
3 ・（4，12）（1，7）14－（8，15）11－（5，6）－13（2，16）10，9＝3 4 ・（4，12）7（1，14）－15（8，11）－5－6（13，10）－（2，16）－9＝3

勝馬の
紹 介

イルデレーヴ �
�
父 ミッキーアイル �

�
母父 トワイニング デビュー 2020．7．25 新潟3着

2018．3．31生 牡3鹿 母 デイトユアドリーム 母母 マ ハ ー ブ 6戦1勝 賞金 10，690，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウダフト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年4月13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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 キングプロテア号・テイエムヴァスター号

第１回 阪神競馬 第９日



04099 3月13日 曇 不良 （3阪神1） 第9日 第3競走 1，800�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
1：48．5
1：47．6

重
重

88 ラ ジ ョ ー ネ 牡3黒鹿56 幸 英明 �カナヤマホール
ディングス 渡辺 薫彦 新ひだか 木田牧場 492－ 21：54．2 4．2�

55 メイショウタニカゼ 牡3栗 56 �島 克駿松本 好雄氏 笹田 和秀 様似 中脇 一幸 446± 01：55．37 11．5�
33 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 B472± 01：55．83 34．2�
89 トーホウノーヴァ 牡3栗 56

55 ☆菅原 明良東豊物産� 石坂 公一 新ひだか 小河 豊水 430± 01：56．01� 47．3�
44 ハ ル ヒ コ 牡3鹿 56 川須 栄彦三宅 勝俊氏 中尾 秀正 新冠 武田 修一 474－ 6 〃 アタマ 5．0�
77 マインジャラン 牡3黒鹿56 川田 将雅前田 葉子氏 清水 久詞 新ひだか 千代田牧場 470－ 21：56．1クビ 1．6	
22 ベ ン ト ラ 牡3黒鹿56 酒井 学本間 茂氏 �島 一歩 新ひだか チャンピオンズファーム 498＋ 81：56．31� 54．8

66 スズカサウスボーイ 牡3鹿 56 長岡 禎仁永井 啓弍氏 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 492－12 〃 クビ 98．1�
11 リアルディール 牡3青鹿56 和田 翼 CLUB RUN FOR

THE ROSES 大橋 勇樹 新ひだか 三石川上牧場 474－ 61：56．72� 38．7�
（9頭）

売 得 金
単勝： 26，672，900円 複勝： 72，714，600円 枠連： 5，643，000円
馬連： 32，055，000円 馬単： 26，628，900円 ワイド： 25，626，900円
3連複： 48，359，500円 3連単： 118，430，200円 計： 356，131，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 400円 � 600円 � 1，870円 枠 連（5－8） 2，150円

馬 連 �� 1，910円 馬 単 �� 4，040円

ワ イ ド �� 540円 �� 1，820円 �� 3，410円

3 連 複 ��� 17，620円 3 連 単 ��� 81，380円

票 数

単勝票数 計 266729 的中 � 50725（2番人気）
複勝票数 計 727146 的中 � 51899（2番人気）� 32259（4番人気）� 9427（6番人気）
枠連票数 計 56430 的中 （5－8） 2026（6番人気）
馬連票数 計 320550 的中 �� 12996（6番人気）
馬単票数 計 266289 的中 �� 4936（13番人気）
ワイド票数 計 256269 的中 �� 13098（5番人気）�� 3522（17番人気）�� 1842（21番人気）
3連複票数 計 483595 的中 ��� 2058（32番人気）
3連単票数 計1184302 的中 ��� 1055（138番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．3―37．7―50．5―1：02．9―1：15．3―1：27．9―1：40．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラ ジ ョ ー ネ 
�
父 ダイワメジャー 

�
母父 Labeeb デビュー 2021．2．7 中京5着

2018．2．4生 牡3黒鹿 母 ラ リ ー ズ ン 母母 Reasoning 3戦1勝 賞金 5，700，000円
〔3走成績による出走制限〕 リアルディール号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年5月13日まで平地競走に出走でき

ない。

04100 3月13日 曇 不良 （3阪神1） 第9日 第4競走 1，400�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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

12 リ プ レ ー ザ 牡3鹿 56 幸 英明奥 裕嗣氏 大根田裕之 浦河 高岸 順一 486－ 41：24．4 1．3�
714 サトノテンペスト 牡3黒鹿56 �島 良太 �サトミホースカンパニー 高橋 亮 日高 下河辺牧場 B494＋ 81：24．6� 70．4�
611 タイセイグラシア 牝3黒鹿54 川田 将雅田中 成奉氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 438－ 41：25．13� 6．5�
713 ガ レ ス 牡3鹿 56 池添 謙一西尾誠一郎氏 四位 洋文 日高 下河辺牧場 530－ 81：25．2クビ 11．6�
48 ショウネンジダイ 牡3鹿 56 西村 淳也原 �子氏 安田 翔伍 新冠 長浜牧場 468＋ 2 〃 クビ 112．3�
59 ビ ュ ヴ ォ ン 牡3芦 56 菱田 裕二 �カナヤマホール

ディングス 岡田 稲男 新冠 新冠橋本牧場 488－ 21：25．41 52．7	
612 ジェイケーフェイス 牝3鹿 54 荻野 極 STレーシング 今野 貞一 新ひだか 高橋フアーム 418－101：26．03� 44．2

510 メイショウムート 牡3鹿 56 酒井 学松本 好雄氏 渡辺 薫彦 浦河 本巣 敦 444－ 6 〃 アタマ 33．5�
35 バトルナユタ 牝3黒鹿54 川須 栄彦宮川 秋信氏 浜田多実雄 洞�湖 レイクヴィラファーム 506－ 2 〃 アタマ 395．5�
36 サマースノー 牝3芦 54 藤岡 佑介谷掛 龍夫氏 武 英智 千歳 社台ファーム 396－ 41：26．21 112．8
816 マグナムハート 牡3栗 56 国分 恭介 �社台レースホース清水 久詞 千歳 社台ファーム 494± 01：26．52 29．9�
11 ラニーグッド 牝3鹿 54 城戸 義政伊藤 良兵氏 坂口 智康 浦河 谷口牧場 398－ 61：26．81� 181．0�
815 フィールドクラウン 牡3青 56 秋山真一郎地田 勝三氏 飯田 雄三 むかわ 桑原牧場 512－ 6 〃 クビ 8．2�
47 サムワンスペシャル 牝3黒鹿54 加藤 祥太大塚 亮一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 428－ 41：27．11� 108．6�
24 マスクトライ �3鹿 56

53 ▲小沢 大仁萬納寺聖仁氏 松永 昌博 浦河 木村牧場 462－ 41：28．05 71．4�
23 ヤマニンラッセル 牝3鹿 54 岡田 祥嗣土井 薫氏 浅見 秀一 日高 坂 牧場 474＋ 41：29．9大差 286．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，541，500円 複勝： 132，554，700円 枠連： 10，844，900円
馬連： 49，854，700円 馬単： 31，537，400円 ワイド： 42，000，200円
3連複： 78，320，700円 3連単： 116，060，500円 計： 497，714，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 690円 � 170円 枠 連（1－7） 480円

馬 連 �� 2，890円 馬 単 �� 3，360円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 270円 �� 3，520円

3 連 複 ��� 4，620円 3 連 単 ��� 16，080円

票 数

単勝票数 計 365415 的中 � 209928（1番人気）
複勝票数 計1325547 的中 � 1058387（1番人気）� 8693（10番人気）� 57890（2番人気）
枠連票数 計 108449 的中 （1－7） 17299（3番人気）
馬連票数 計 498547 的中 �� 13352（8番人気）
馬単票数 計 315374 的中 �� 7023（11番人気）
ワイド票数 計 420002 的中 �� 9446（11番人気）�� 48102（1番人気）�� 2696（31番人気）
3連複票数 計 783207 的中 ��� 12703（17番人気）
3連単票数 計1160605 的中 ��� 5230（52番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．7―11．9―12．4―12．4―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．1―34．8―46．7―59．1―1：11．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リ プ レ ー ザ �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2020．9．5 小倉3着

2018．3．7生 牡3鹿 母 サウスエンピリカル 母母 エンピリカル 4戦1勝 賞金 10，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヤマニンラッセル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年4月13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〕 バトルナユタ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年5月13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。
（非当選馬） 1頭 メイショウバベル号
（非抽選馬） 3頭 アスクヴィグラス号・スペシャルサンデー号・メトリカ号

追 加 記 事（第 1回阪神競馬第 5日第 3競走）
〔その他〕　　ミッキーエンパイア号は，競走中に疾病〔右橈側手根骨々折〕を発症。なお，

同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



04101 3月13日 曇 稍重 （3阪神1） 第9日 第5競走 ��2，000�3歳未勝利
発走12時15分 （芝・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
1：57．2
1：56．1

良
良

712 プログノーシス 牡3鹿 56 川田 将雅 �社台レースホース中内田充正 千歳 社台ファーム 480 ―2：02．0 2．1�
46 プリュムドール 牝3栗 54 藤岡 佑介 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 奥村 豊 新ひだか 岡田スタツド 456－ 22：02．21� 2．9�
58 カレンルシェルブル 牡3鹿 56 池添 謙一鈴木 隆司氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 498 ―2：03．15 20．9�
59 テーオーロイヤル 牡3鹿 56 菱田 裕二小笹 公也氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 444－ 6 〃 クビ 23．6�
34 マイネルジャッカル 牡3鹿 56 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 清水 小野瀬 竜馬 452－ 42：03．2クビ 60．8	
610 サンライズシトラス 牡3青鹿56 �島 克駿松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 474－122：03．3� 15．1

47 ヒ シ カ ム イ 牡3黒鹿56 石橋 脩阿部 雅英氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 454± 0 〃 クビ 29．0�
815 テーオーソロス 牡3青鹿56 古川 吉洋小笹 公也氏 宮 徹 千歳 社台ファーム 474± 02：03．51� 43．3�
713� リエンカウンター 牝3栗 54 幸 英明ゴドルフィン 斉藤 崇史 英 Godolphin 460± 0 〃 アタマ 6．5
35 グレートフォーユー 牡3黒鹿56 酒井 学 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 千田 輝彦 新ひだか 岡田スタツド 458－ 22：03．81	 107．2�
22 デルマヤシャ 牝3黒鹿 54

53 ☆菅原 明良浅沼 廣幸氏 森田 直行 千歳 社台ファーム 454－ 42：04．01� 47．3�
611 スエヒロヴァン 牝3鹿 54 加藤 祥太�みどり住宅 藤沢 則雄 新冠 小泉牧場 466－ 42：04．1� 160．0�
11 トーホウワールド 牡3栗 56 長岡 禎仁東豊物産� 高橋 亮 日高 竹島 幸治 488－ 42：04．31� 403．5�
23 ル ー リ ン グ 牡3鹿 56 柴山 雄一�G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム 516－102：04．61	 42．1�
814 アイリスアゲート 牝3鹿 54 西村 淳也 �社台レースホース吉岡 辰弥 千歳 社台ファーム 442－ 22：06．08 156．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 40，608，600円 複勝： 50，858，300円 枠連： 11，290，000円
馬連： 51，823，100円 馬単： 24，815，300円 ワイド： 47，298，000円
3連複： 78，736，600円 3連単： 93，460，900円 計： 398，890，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 120円 � 340円 枠 連（4－7） 280円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 730円

ワ イ ド �� 240円 �� 840円 �� 930円

3 連 複 ��� 2，140円 3 連 単 ��� 6，580円

票 数

単勝票数 計 406086 的中 � 147786（1番人気）
複勝票数 計 508583 的中 � 124867（2番人気）� 140976（1番人気）� 21838（6番人気）
枠連票数 計 112900 的中 （4－7） 30541（1番人気）
馬連票数 計 518231 的中 �� 97283（1番人気）
馬単票数 計 248153 的中 �� 25350（1番人気）
ワイド票数 計 472980 的中 �� 61058（1番人気）�� 13001（9番人気）�� 11731（12番人気）
3連複票数 計 787366 的中 ��� 27594（4番人気）
3連単票数 計 934609 的中 ��� 10290（10番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―12．8―12．9―12．3―12．4―12．2―11．9―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．7―36．5―49．4―1：01．7―1：14．1―1：26．3―1：38．2―1：50．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

プログノーシス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Observatory 初出走

2018．5．15生 牡3鹿 母 ヴ ェ ル ダ 母母 Viavigoni 1戦1勝 賞金 5，100，000円

04102 3月13日 曇 稍重 （3阪神1） 第9日 第6競走 ��
��1，600�3歳1勝クラス

発走12時45分 （芝・右・外）
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
1：31．9
1：30．3

良
良

77 バスラットレオン 牡3鹿 56
52 ★古川 奈穂広尾レース� 矢作 芳人 浦河 三嶋牧場 480＋ 21：34．2 1．9�

78 ビップランバン 牡3黒鹿56 �島 克駿鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 472＋ 21：34．62� 14．2�
66 ショウナンアレス 牡3鹿 56 池添 謙一国本 哲秀氏 池添 兼雄 安平 ノーザンファーム 514± 0 〃 アタマ 5．3�
89 レゾンドゥスリール 牡3黒鹿56 川田 将雅 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 460± 01：34．81	 4．2�
22 デルマヤクシ 牡3栗 56 荻野 琢真浅沼 廣幸氏 友道 康夫 日高 白井牧場 450± 01：35．01	 12．2	
55 
 シャークスポット 牡3鹿 56 西村 淳也沖田 正憲氏 高柳 大輔 日高 沖田牧場 438＋ 21：35．11 112．4

44 ヤマニンルリュール 牝3鹿 54 石橋 脩土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 452－ 81：35．2クビ 7．0�
33 フォルツァンド 牡3鹿 56 菱田 裕二 �カナヤマホール

ディングス 高橋 亮 浦河 大島牧場 512＋ 81：35．83� 85．8�
810 エイボンクリフ 牝3鹿 54 柴山 雄一吉田 勝己氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 416＋ 21：36．65 212．5
11 タミルナードゥ 牝3鹿 54 長岡 禎仁�ミルファーム 南田美知雄 新ひだか 静内酒井牧場 460－ 61：36．91� 422．7�
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売 得 金
単勝： 48，779，900円 複勝： 64，267，100円 枠連： 7，136，300円
馬連： 57，285，700円 馬単： 32，543，200円 ワイド： 41，568，600円
3連複： 73，576，800円 3連単： 137，913，400円 計： 463，071，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 210円 � 140円 枠 連（7－7） 1，040円

馬 連 �� 1，170円 馬 単 �� 1，550円

ワ イ ド �� 410円 �� 210円 �� 630円

3 連 複 ��� 990円 3 連 単 ��� 4，030円

票 数

単勝票数 計 487799 的中 � 198751（1番人気）
複勝票数 計 642671 的中 � 295528（1番人気）� 41422（6番人気）� 93463（2番人気）
枠連票数 計 71363 的中 （7－7） 5280（5番人気）
馬連票数 計 572857 的中 �� 37944（5番人気）
馬単票数 計 325432 的中 �� 15683（7番人気）
ワイド票数 計 415686 的中 �� 23929（6番人気）�� 61291（1番人気）�� 14613（10番人気）
3連複票数 計 735768 的中 ��� 55408（4番人気）
3連単票数 計1379134 的中 ��� 24781（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．1―35．9―47．8―59．6―1：11．1―1：22．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バスラットレオン �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 New Approach デビュー 2020．7．26 札幌1着

2018．3．25生 牡3鹿 母 バスラットアマル 母母 ザ ミ リ ア 6戦2勝 賞金 42，747，000円
〔3走成績による出走制限〕 タミルナードゥ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年5月13日まで平地競走に出走できな

い。
※エイボンクリフ号・ヤマニンルリュール号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



04103 3月13日 曇 重 （3阪神1） 第9日 第7競走 ��1，400�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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

22 ダイメイコスモス 牡5栗 57 �島 克駿宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 508－ 61：23．9 4．4�
88 テイエムラッシュ 牡4鹿 57

54 ▲服部 寿希竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 496± 01：24．32� 7．6�
11 バトルピアサー 牝4鹿 55 川島 信二�髙昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 420＋141：24．4クビ 5．6�
33 レッドブロンクス 牡4黒鹿57 酒井 学 �東京ホースレーシング 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 476＋ 21：24．61� 2．1�
89 ディーズローリエ 牝4黒鹿55 古川 吉洋秋谷 壽之氏 岡田 稲男 新ひだか 野坂牧場 B442± 01：25．34 10．4	
44 � メイショウニタボウ 牡4鹿 57

54 ▲小沢 大仁松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 522－ 2 〃 クビ 21．0

77 ルールシェーバー 牡4鹿 57

56 ☆菅原 明良儀賀 好子氏 北出 成人 青森 風ノ丘ファーム 482＋ 41：25．72� 10．9�
66 � リュクスレジェンド 牝4鹿 55 加藤 祥太田畑 憲士氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 440－ 21：25．8クビ 164．7�
55 	 フォートワズワース 牡5黒鹿57 小崎 綾也 �シルクレーシング 西村 真幸 米 Chelston B548＋281：26．22� 96．6

（9頭）

売 得 金
単勝： 36，212，300円 複勝： 56，872，700円 枠連： 8，143，400円
馬連： 52，088，300円 馬単： 29，086，900円 ワイド： 36，739，400円
3連複： 61，499，800円 3連単： 123，200，200円 計： 403，843，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 240円 � 310円 � 260円 枠 連（2－8） 910円

馬 連 �� 1，250円 馬 単 �� 2，260円

ワ イ ド �� 420円 �� 620円 �� 610円

3 連 複 ��� 4，330円 3 連 単 ��� 19，070円

票 数

単勝票数 計 362123 的中 � 64641（2番人気）
複勝票数 計 568727 的中 � 65910（2番人気）� 45187（4番人気）� 58307（3番人気）
枠連票数 計 81434 的中 （2－8） 6895（4番人気）
馬連票数 計 520883 的中 �� 32101（5番人気）
馬単票数 計 290869 的中 �� 9627（10番人気）
ワイド票数 計 367394 的中 �� 23629（4番人気）�� 14731（10番人気）�� 15159（9番人気）
3連複票数 計 614998 的中 ��� 10628（18番人気）
3連単票数 計1232002 的中 ��� 4682（74番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．6―11．8―11．8―12．1―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―34．9―46．7―58．5―1：10．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．2
3 ・（1，5）8（2，9）3（6，4，7） 4 ・（1，5）8（2，9）3（6，4，7）

勝馬の
紹 介

ダイメイコスモス �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2018．10．27 京都4着

2016．5．22生 牡5栗 母 ダイメイザバリヤル 母母 ミスイースター 17戦2勝 賞金 21，740，000円

04104 3月13日 晴 稍重 （3阪神1） 第9日 第8競走 ��3，900�第23回阪神スプリングジャンプ（Ｊ・ＧⅡ）
発走13時50分 （ 芝 ）
4歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�
減，J・GⅠ競走1着馬2�増，J・GⅡ競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード4：19．1稍重

44 メイショウダッサイ 牡8黒鹿62 森 一馬松本 好雄氏 飯田 祐史 新ひだか グランド牧場 504－ 84：24．6 1．3�
66 スマートアペックス 牡4青鹿59 中村 将之大川 徹氏 浅見 秀一 日高 株式会社ス

マート 490＋ 84：25．77 4．7�
55 シンキングダンサー �8栗 60 石神 深一佐藤 雄司氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 462－ 64：26．76 11．0�
22 サトノエメラルド 牡6鹿 60 高田 潤 �サトミホースカンパニー 安田 隆行 千歳 社台ファーム 486± 04：27．23 17．1�
88 ビッグスモーキー �6鹿 60 植野 貴也 �社台レースホース清水 久詞 千歳 社台ファーム 540± 04：27．41� 21．8	
11 キャプテンペリー �8栗 60 五十嵐雄祐千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 502－104：27．71� 15．8

77 グランソード 牡6青鹿60 難波 剛健�ターフ・スポート高野 友和 浦河 谷川牧場 572＋ 84：30．5大差 81．5�
33 プレシャスタイム 牡8鹿 60 北沢 伸也小原 該一氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 454± 04：30．6クビ 109．4�

（8頭）

売 得 金
単勝： 43，842，400円 複勝： 104，873，600円 枠連： 発売なし
馬連： 62，661，300円 馬単： 48，017，900円 ワイド： 38，397，100円
3連複： 84，704，300円 3連単： 282，905，000円 計： 665，401，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 100円 � 110円 � 140円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 230円 馬 単 �� 270円

ワ イ ド �� 130円 �� 180円 �� 360円

3 連 複 ��� 400円 3 連 単 ��� 830円

票 数

単勝票数 計 438424 的中 � 267333（1番人気）
複勝票数 計1048736 的中 � 836240（1番人気）� 71379（2番人気）� 40295（3番人気）
馬連票数 計 626613 的中 �� 207250（1番人気）
馬単票数 計 480179 的中 �� 129091（1番人気）
ワイド票数 計 383971 的中 �� 92250（1番人気）�� 52107（2番人気）�� 19934（6番人気）
3連複票数 計 847043 的中 ��� 158350（1番人気）
3連単票数 計2829050 的中 ��� 246602（1番人気）
上り 1マイル 1：44．8 4F 51．1－3F 38．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウダッサイ 
�
父 スズカマンボ 

�
母父 スキャターザゴールド デビュー 2015．9．27 阪神8着

2013．4．8生 牡8黒鹿 母 スズカブルーム 母母 イエローブルーム 障害：16戦8勝 賞金 308，866，000円



04105 3月13日 晴 稍重 （3阪神1） 第9日 第9競走 ��
��2，400�ゆ き や な ぎ 賞

発走14時25分 （芝・右・外）
3歳，1勝クラス；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 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．1
2：20．6

良
良

79 レッドジェネシス 牡3鹿 56 川田 将雅 �東京ホースレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 488± 02：27．9 2．8�
78 リーブルミノル 牡3栗 56 菅原 明良吉岡 實氏 本田 優 洞�湖 レイクヴィラファーム 464－ 82：28．64 8．4�
44 レンツシュピッツェ 牡3栗 56 西村 淳也�ラ・メール 寺島 良 千歳 社台ファーム 468－ 42：29．02� 16．7�
66 ロードプレジール 牡3黒鹿56 藤岡 佑介 �ロードホースクラブ 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム 474－ 82：29．21	 8．1�
811 テイエムタツマキ 牡3青鹿56 酒井 学竹園 正繼氏 武 英智 新ひだか 三木田牧場 492± 02：29．3� 19．0�
67 ホウオウジョルノ 牡3芦 56 池添 謙一小笹 芳央氏 安田 翔伍 新ひだか 岡田スタツド 460－ 82：29．4クビ 13．5	
22 ニホンピロマリブ 牡3鹿 56 国分 恭介小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 448－ 42：29．82� 3．2

55 
 ライフサイエンス 牡3鹿 56 幸 英明ゴドルフィン 吉村 圭司 愛 Cn Farm Ltd 476－ 42：30．11� 73．7�
11 ブラックラテ 牡3黒鹿56 石橋 脩 �サンデーレーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 482± 0 〃 ハナ 9．6
33 テリオスルイ 牡3鹿 56 菱田 裕二鈴木美江子氏 松下 武士 新ひだか 米田牧場 464＋ 22：30．2� 27．9�
810 ユイノシワザ 牡3芦 56 長岡 禎仁由井健太郎氏 竹内 正洋 浦河 ヒダカフアーム 460± 02：34．7大差 187．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 42，165，000円 複勝： 57，207，900円 枠連： 13，674，000円
馬連： 83，410，000円 馬単： 32，266，300円 ワイド： 54，707，300円
3連複： 111，863，300円 3連単： 142，550，300円 計： 537，844，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 220円 � 400円 枠 連（7－7） 1，210円

馬 連 �� 1，210円 馬 単 �� 1，730円

ワ イ ド �� 450円 �� 830円 �� 1，660円

3 連 複 ��� 5，390円 3 連 単 ��� 17，800円

票 数

単勝票数 計 421650 的中 � 120284（1番人気）
複勝票数 計 572079 的中 � 133506（1番人気）� 64917（4番人気）� 28362（8番人気）
枠連票数 計 136740 的中 （7－7） 8752（5番人気）
馬連票数 計 834100 的中 �� 53050（4番人気）
馬単票数 計 322663 的中 �� 13986（4番人気）
ワイド票数 計 547073 的中 �� 33322（4番人気）�� 16651（10番人気）�� 7946（24番人気）
3連複票数 計1118633 的中 ��� 15544（21番人気）
3連単票数 計1425503 的中 ��� 5806（59番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―12．9―12．7―12．5―12．7―12．3―12．1―12．2―11．9―11．6―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．7―24．3―37．2―49．9―1：02．4―1：15．1―1：27．4―1：39．5―1：51．7―2：03．6―2：15．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドジェネシス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー 2020．7．19 阪神3着

2018．3．17生 牡3鹿 母 リ ュ ズ キ ナ 母母 Lucky 6戦2勝 賞金 19，301，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ユイノシワザ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年4月13日まで平地競走

に出走できない。

04106 3月13日 晴 稍重 （3阪神1） 第9日 第10競走 ��2，000�
た じ ま

但馬ステークス
発走15時00分 （芝・右）
4歳以上，3勝クラス，2．3．14以降3．3．7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 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

810 ダノンマジェスティ 牡6鹿 57 川田 将雅�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 498＋ 82：00．7 1．6�
55 ム ジ カ 牝4鹿 54 秋山真一郎ケーエスHD 鈴木 孝志 新ひだか 前谷 武志 436± 02：00．8� 6．8�
11 モズナガレボシ 牡4芦 55 菅原 明良 �キャピタル・システム 荒川 義之 浦河 谷川牧場 486－ 82：01．11� 5．6�
89 ア ル サ ト ワ 牡4鹿 55 幸 英明ゴドルフィン 斉藤 崇史 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 514＋ 42：01．2� 11．0�
78 ド ゥ ー カ 牡8栗 53 国分 恭介 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 浦河 三枝牧場 508＋ 22：01．41 41．2�
66 ミトノマルーン 牡5黒鹿55 藤岡 佑介ロイヤルパーク 武 英智 新冠 新冠橋本牧場 486＋ 62：01．71� 22．3	
77 カフジジュピター 牡5鹿 55 池添 謙一加藤 守氏 矢作 芳人 新ひだか チャンピオンズファーム 466＋102：01．91� 54．3

22 サウンドバーニング 牡9鹿 52 菱田 裕二増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム B432＋ 4 〃 クビ 211．9�
33 ベ レ ヌ ス 牡4鹿 55 西村 淳也 �キャロットファーム 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 514＋ 22：02．75 8．2
44 ワイドソロモン 牡4栗 54 �島 克駿幅田 昌伸氏 奥村 豊 新ひだか グランド牧場 488＋ 22：06．0大差 35．8�

（10頭）

売 得 金
単勝： 51，142，400円 複勝： 134，379，300円 枠連： 14，834，100円
馬連： 91，822，300円 馬単： 52，990，400円 ワイド： 63，722，500円
3連複： 120，563，400円 3連単： 246，352，900円 計： 775，807，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 140円 � 130円 枠 連（5－8） 520円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 710円

ワ イ ド �� 200円 �� 210円 �� 470円

3 連 複 ��� 810円 3 連 単 ��� 2，330円

票 数

単勝票数 計 511424 的中 � 242501（1番人気）
複勝票数 計1343793 的中 � 896175（1番人気）� 94355（3番人気）� 117224（2番人気）
枠連票数 計 148341 的中 （5－8） 21963（2番人気）
馬連票数 計 918223 的中 �� 130371（2番人気）
馬単票数 計 529904 的中 �� 55673（2番人気）
ワイド票数 計 637225 的中 �� 89216（1番人気）�� 80776（2番人気）�� 28515（7番人気）
3連複票数 計1205634 的中 ��� 111254（1番人気）
3連単票数 計2463529 的中 ��� 76587（3番人気）

ハロンタイム 12．4―11．5―12．3―12．3―12．0―11．9―11．6―11．5―12．1―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．9―36．2―48．5―1：00．5―1：12．4―1：24．0―1：35．5―1：47．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンマジェスティ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Essence of Dubai デビュー 2017．12．24 阪神1着

2015．4．20生 牡6鹿 母 ドバイマジェスティ 母母 Great Majesty 8戦4勝 賞金 65，659，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔その他〕 ワイドソロモン号は，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〕 ワイドソロモン号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年4月13日まで出走できない。



04107 3月13日 晴 重 （3阪神1） 第9日 第11競走 ��
��1，400�ポラリスステークス

発走15時35分 （ダート・右）
4歳以上；負担重量は，日本馬：56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過
額1，200万円毎1�増，�：56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�
増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000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

23 ラ プ タ ス 	5鹿 58 幸 英明 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 470－ 21：22．1 7．6�

816 リアンヴェリテ 牡7鹿 58 国分 恭介加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 486± 01：22．31
 73．7�

612� テーオーターゲット 牡5黒鹿56 西村 淳也小笹 公也氏 吉岡 辰弥 浦河 三嶋牧場 510－ 8 〃 アタマ 7．4�
510 サ ヴ ィ 牡7黒鹿58 藤岡 佑介ゴドルフィン 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470－ 2 〃 ハナ 13．6�
59 タガノビューティー 牡4鹿 56 石橋 脩八木 良司氏 西園 正都 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 516＋ 2 〃 アタマ 2．6�
48 アイオライト 牡4黒鹿56 川田 将雅田頭 勇貴氏 武藤 善則 浦河 南部 功 496± 01：22．4クビ 4．6	
815 オメガレインボー 牡5栗 56 古川 吉洋原 �子氏 安田 翔伍 新ひだか 岡田スタツド 460± 01：22．71 27．8

714 ニューモニュメント 牡5鹿 56 酒井 学前田 葉子氏 小崎 憲 新ひだか 高橋 義浩 492± 0 〃 ハナ 10．8�
47 メイショウテンスイ 牡4栗 57 菅原 明良松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 太陽牧場 516＋ 21：22．91� 12．7�
11 ヒラボクラターシュ 牡6鹿 59 秋山真一郎�平田牧場 大久保龍志 浦河 辻 牧場 520－ 2 〃 クビ 133．2
713 サンライズカラマ 牡7栗 56 �島 克駿松岡 隆雄氏 石坂 公一 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム B500± 01：23．11� 136．0�
35 ホウショウナウ 牡6栗 57 �島 良太芳賀美知子氏 河内 洋 日高 新井 昭二 526＋ 4 〃 クビ 118．1�
24 � テーオーヘリオス 牡9鹿 58 荻野 琢真小笹 公也氏 梅田 智之 米 Yanagawa

Stud LTD. 524± 01：23．3 269．6�
36 メイショウギガース 牡7青鹿56 菱田 裕二松本 好雄氏 岡田 稲男 様似 中脇 一幸 494＋ 81：23．51� 117．0�
12 ヨ ハ ン 牡5鹿 56 池添 謙一サイプレスホール

ディングス合同会社 高橋 康之 日高 下河辺牧場 438＋ 81：23．61 25．2�
611 アディラート 牡7黒鹿57 柴山 雄一安原 浩司氏 須貝 尚介 新ひだか タガミファーム B510＋ 41：23．7クビ 39．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 85，756，500円 複勝： 127，615，100円 枠連： 46，546，700円
馬連： 257，258，600円 馬単： 86，873，400円 ワイド： 156，551，600円
3連複： 411，358，300円 3連単： 449，376，600円 計： 1，621，336，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 350円 � 1，690円 � 250円 枠 連（2－8） 8，680円

馬 連 �� 21，230円 馬 単 �� 32，140円

ワ イ ド �� 6，970円 �� 1，120円 �� 7，440円

3 連 複 ��� 55，500円 3 連 単 ��� 314，470円

票 数

単勝票数 計 857565 的中 � 89412（4番人気）
複勝票数 計1276151 的中 � 97144（5番人気）� 16592（12番人気）� 156239（3番人気）
枠連票数 計 465467 的中 （2－8） 4152（24番人気）
馬連票数 計2572586 的中 �� 9391（48番人気）
馬単票数 計 868734 的中 �� 2027（80番人気）
ワイド票数 計1565516 的中 �� 5685（50番人気）�� 37471（10番人気）�� 5321（55番人気）
3連複票数 計4113583 的中 ��� 5558（139番人気）
3連単票数 計4493766 的中 ��� 1036（730番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―11．1―11．5―11．8―12．1―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．4―33．5―45．0―56．8―1：08．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．6―3F37．1
3 16－10（3，8）（7，12）2，5（9，11）（1，14，13）－（4，15）6 4 16＝（3，10）8（7，12）2（9，5）11（14，13）1，15（4，6）

勝馬の
紹 介

ラ プ タ ス �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2018．12．2 阪神5着

2016．4．19生 	5鹿 母 エアラホーヤ 母母 テンザンストーム 11戦5勝 賞金 59，564，000円
［他本会外：4戦2勝］

〔発走状況〕 サンライズカラマ号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。
〔制裁〕 オメガレインボー号の騎手古川吉洋は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔調教再審査〕 サンライズカラマ号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の12頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）12頭 アードラー号・グレートタイム号・コマビショウ号・テーオージーニアス号・ドリュウ号・ノーワン号・

ハーグリーブス号・ヒラソール号・フィールドセンス号・ペプチドバンブー号・メイショウアリソン号・
メイショウショウブ号

04108 3月13日 晴 重 （3阪神1） 第9日 第12競走 ��2，000�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
2：01．0
2：01．0

不良
不良

11 スコルピウス �5黒鹿57 川田 将雅飯田 正剛氏 武 幸四郎 新ひだか 千代田牧場 B470± 02：04．5 2．2�
67 アジャストザルート 牡4鹿 57 �島 克駿 �社台レースホース池添 学 千歳 社台ファーム 492± 0 〃 アタマ 4．3�
33 メイショウコジョウ 牡4鹿 57 幸 英明松本 好雄氏 石橋 守 浦河 林 孝輝 472－ 22：05．13� 6．6�
78 グレートバローズ 牡4鹿 57 石橋 脩猪熊 広次氏 辻野 泰之 日高 下河辺牧場 478－10 〃 ハナ 5．8�
79 ウインダークローズ 牡4青鹿57 藤岡 佑介�ウイン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 500－ 4 〃 ハナ 9．9	
811 ランドジュピター 牡7鹿 57 酒井 学木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 高澤 俊雄 476± 02：05．63 56．7

22 プライムフェイズ 牡4鹿 57 西村 淳也 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム B468± 02：05．7� 14．3�
66 ダンツチョイス 牝6栗 55

52 ▲小沢 大仁山元 哲二氏 本田 優 日高 天羽牧場 456± 02：05．91	 32．3�
810 ユイノチョッパー 牡6黒鹿57 古川 吉洋由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 岩見牧場 498－ 42：06．0
 174．5
55 オンワードセルフ 牡5鹿 57 小崎 綾也樫山 章子氏 村山 明 新冠 高橋 忍 B494＋ 22：07．27 74．5�
44 クォリティタイム 牝4鹿 55 荻野 極�ターフ・スポート高橋 義忠 浦河 富田牧場 472± 0 〃 ハナ 56．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 65，387，700円 複勝： 66，541，900円 枠連： 18，830，300円
馬連： 114，150，500円 馬単： 51，241，400円 ワイド： 72，373，200円
3連複： 143，275，300円 3連単： 248，336，700円 計： 780，137，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 150円 � 170円 枠 連（1－6） 670円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，020円

ワ イ ド �� 300円 �� 290円 �� 510円

3 連 複 ��� 1，250円 3 連 単 ��� 4，340円

票 数

単勝票数 計 653877 的中 � 230584（1番人気）
複勝票数 計 665419 的中 � 208240（1番人気）� 97830（2番人気）� 81019（4番人気）
枠連票数 計 188303 的中 （1－6） 21766（3番人気）
馬連票数 計1141505 的中 �� 130384（2番人気）
馬単票数 計 512414 的中 �� 37639（3番人気）
ワイド票数 計 723732 的中 �� 63410（3番人気）�� 66014（2番人気）�� 33306（7番人気）
3連複票数 計1432753 的中 ��� 85778（3番人気）
3連単票数 計2483367 的中 ��� 41479（5番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―11．5―13．4―12．6―12．8―12．4―12．2―12．1―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．2―35．7―49．1―1：01．7―1：14．5―1：26．9―1：39．1―1：51．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．6
1
3
2，7（4，5，9）－1，8＝10，11－6－3
2（7，9）（5，1）4，8（10，11）－3，6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スコルピウス �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2019．1．14 京都9着

2016．5．2生 �5黒鹿 母 ワスレナグサ 母母 ディマイング 22戦3勝 賞金 58，410，000円
〔制裁〕 プライムフェイズ号の騎手西村淳也は，後検量について注意義務を怠り過怠金30，000円。
※ユイノチョッパー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



（3阪神1）第9日 3月13日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 140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

270，420，000円
5，620，000円
24，700，000円
1，610，000円
31，910，000円
59，960，000円
4，562，000円
1，344，000円

勝馬投票券売得金
524，393，500円
972，483，200円
150，482，300円
925，283，300円
454，167，300円
640，942，700円
1，323，863，600円
2，129，821，900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 7，121，437，800円

総入場人員 2，366名 （有料入場人員 2，240名）
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