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09025 4月3日 晴 良 （3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

23 メイショウホシアイ 牝3栗 54
51 ▲角田 大和松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 富田牧場 466＋ 61：25．4 3．1�

816 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 510＋ 41：25．93 2．9�
11 ペイルライダー 牝3鹿 54 池添 謙一市川義美ホール

ディングス� 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 466± 01：26．21� 8．2�
612 タガノマーチ 牝3黒鹿54 団野 大成八木 良司氏 荒川 義之 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 440± 01：26．94 6．8�
48 オブリガーダミノル 牝3鹿 54

52 △泉谷 楓真吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 450 ―1：27．11� 30．7�
510 レスールドマカロン 牝3栗 54 岩田 康誠栗山 良子氏 河内 洋 新ひだか 岡田牧場 428－14 〃 クビ 18．6	
815 サトノフィオーレ 牝3黒鹿54 幸 英明 �サトミホースカンパニー 西園 正都 安平 ノーザンファーム 500 ―1：27．31� 54．6

35 シャイニングフジ 牝3鹿 54 和田 竜二林 進氏 笹田 和秀 新冠 協和牧場 488 ―1：27．72 16．9�
12 ララティーナ 牝3栗 54

53 ☆富田 暁米田 稔氏 長谷川浩大 千歳 社台ファーム 418－101：27．8� 61．2�
714 マジェスティアスク 牝3鹿 54 藤岡 康太廣崎利洋HD� 野中 賢二 千歳 社台ファーム B466＋ 81：27．9クビ 13．5
36 ブラックソウル 牝3鹿 54

51 ▲小沢 大仁�髙昭牧場 上村 洋行 浦河 高昭牧場 464＋ 41：28．01 101．5�
59 ビスボッチャ 牝3鹿 54 松山 弘平岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 446＋ 21：28．1� 40．4�
24 ダブルダイヤモンド 牝3鹿 54 �島 克駿市川 義美氏 安達 昭夫 浦河 �川 啓一 436 ―1：29．37 66．0�
713 タガノアイル 牝3青鹿 54

53 ☆亀田 温心八木 良司氏 宮本 博 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 488＋ 41：29．4クビ 82．3�

611 ダンツチェリー 牝3栗 54
51 ▲西谷 凜山元 哲二氏 谷 潔 日高 船越牧場 484 ―1：29．61 289．7�

47 アズナブール 牝3鹿 54 国分 優作西田 彰宏氏 坂口 智康 日高 スマイルファーム 410 ― 〃 クビ 218．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，043，800円 複勝： 52，255，300円 枠連： 10，848，700円
馬連： 55，343，200円 馬単： 25，511，500円 ワイド： 53，704，800円
3連複： 88，561，300円 3連単： 91，580，000円 計： 408，848，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 130円 � 120円 � 160円 枠 連（2－8） 450円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 950円

ワ イ ド �� 220円 �� 430円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，070円 3 連 単 ��� 3，900円

票 数

単勝票数 計 310438 的中 � 79501（2番人気）
複勝票数 計 522553 的中 � 109028（2番人気）� 138958（1番人気）� 63931（4番人気）
枠連票数 計 108487 的中 （2－8） 18453（1番人気）
馬連票数 計 553432 的中 �� 86428（1番人気）
馬単票数 計 255115 的中 �� 20012（1番人気）
ワイド票数 計 537048 的中 �� 69169（1番人気）�� 28919（5番人気）�� 33909（3番人気）
3連複票数 計 885613 的中 ��� 61926（2番人気）
3連単票数 計 915800 的中 ��� 17000（4番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―11．8―12．5―12．5―12．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．5―35．3―47．8―1：00．3―1：12．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．1―3F37．6
3 16，10（2，3，12）13（5，1）（6，9，15）8－（4，7）＝14＝11 4 16，10（2，3，12）（5，1，13）（9，15）（6，8，7）－4－14＝11

勝馬の
紹 介

メイショウホシアイ �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2020．9．12 中京8着

2018．2．10生 牝3栗 母 マカロンドナンシー 母母 アドマイヤマカディ 8戦1勝 賞金 9，770，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダンツチェリー号・アズナブール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年5月

3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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 アピールデザイン号・シャスティーナ号・ストリキングレディ号

09026 4月3日 曇 良 （3阪神2） 第3日 第2競走 1，800�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
1：48．5
1：47．6

重
重

59 ナリタフォルテ 牡3鹿 56
55 ☆富田 暁�オースミ 木原 一良 日高 白井牧場 572－ 21：54．5 3．2�

510 グリンブルスティ 牡3鹿 56 団野 大成�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社
ノースヒルズ B460－ 41：54．81� 6．1�

24 スマイルライン 牡3鹿 56 岩田 康誠 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム B474± 01：54．9� 5．0�
612 サンライズグリット 牡3栗 56 松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 456± 01：55．22 41．3�
35 ガビーズスピリット 牡3鹿 56 岩田 望来長島 和彦氏 牧田 和弥 新ひだか 前田牧場 504＋ 41：55．62� 8．4	
47 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 472－ 6 〃 クビ 32．0

713 セ ル ヴ ォ 牡3鹿 56 幸 英明奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 橋本牧場 458± 01：55．92 33．4�
816 アスカノミライ 牡3黒鹿56 和田 竜二豊田 智郎氏 川村 禎彦 日高 広富牧場 514＋ 81：56．53� 12．9�
611 ガ テ ィ ッ ト 牡3黒鹿 56

54 △泉谷 楓真橋場 勇二氏 宮 徹 日高 庄野牧場 428－181：56．6� 326．8
23 シダデカサドール 牡3鹿 56 藤懸 貴志一村 哲也氏 小崎 憲 日高 高山牧場 474＋ 51：56．7� 52．0�
815 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 B456－ 41：57．12� 7．8�
714 ヨリクンロード 牡3鹿 56 松山 弘平辻子 依旦氏 上村 洋行 日高 ヤナガワ牧場 502－ 81：57．2� 8．5�
48 モントレージャック 牡3栗 56

53 ▲西谷 凜 �グリーンファーム加用 正 日高 新井 昭二 490－ 21：58．37 497．1�
12 クリノインスパイア 牡3鹿 56 森 裕太朗栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 506＋161：58．72� 103．7�
11 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± 02：00．8大差 145．5�
36 トゥオトゥオ 牡3青鹿 56

52 ★古川 奈穂�リーヴァ 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 542 ―2：02．18 108．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 33，995，100円 複勝： 63，034，300円 枠連： 12，522，500円
馬連： 58，100，800円 馬単： 25，230，700円 ワイド： 56，731，500円
3連複： 94，603，000円 3連単： 93，816，800円 計： 438，034，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 130円 � 160円 � 150円 枠 連（5－5） 950円

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 1，410円

ワ イ ド �� 380円 �� 400円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，580円 3 連 単 ��� 7，480円

票 数

単勝票数 計 339951 的中 � 84668（1番人気）
複勝票数 計 630343 的中 � 143331（1番人気）� 90190（3番人気）� 101545（2番人気）
枠連票数 計 125225 的中 （5－5） 10125（5番人気）
馬連票数 計 581008 的中 �� 47617（1番人気）
馬単票数 計 252307 的中 �� 13333（1番人気）
ワイド票数 計 567315 的中 �� 38711（1番人気）�� 35753（2番人気）�� 34563（4番人気）
3連複票数 計 946030 的中 ��� 44794（1番人気）
3連単票数 計 938168 的中 ��� 9093（3番人気）

ハロンタイム 12．9―10．7―13．6―13．1―12．9―12．8―12．6―12．7―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．6―37．2―50．3―1：03．2―1：16．0―1：28．6―1：41．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．3―3F38．5
1
3
・（9，12）14（6，4，16）15，10，5（2，7）（1，3）11－13，8・（9，12）（14，15）4（10，16）5，7（2，3）1，11－（6，13）－8

2
4
9，12（4，14）6（10，16）（5，15）7，2（1，3）－11，13－8・（9，12）14（4，10，15）16，5，7（2，3）11－13－（1，8）6

勝馬の
紹 介

ナリタフォルテ �
�
父 ベルシャザール �

�
母父 Woodman デビュー 2020．10．18 新潟3着

2018．4．13生 牡3鹿 母 オースミリンド 母母 ダンシングアウンティー 3戦1勝 賞金 8，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マハラジャゴールド号・トゥオトゥオ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年5月

3日まで平地競走に出走できない。

第２回 阪神競馬 第３日



09027 4月3日 曇 良 （3阪神2） 第3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

59 ハイモビリティ 牡3黒鹿 56
52 ★古川 奈穂竹下 浩一氏 矢作 芳人 安平 ゼットステーブル 500± 01：26．0 10．4�

816 マックスウォリアー 牡3鹿 56 藤懸 貴志岡田 牧雄氏 平田 修 新ひだか 岡田スタツド 506－ 81：26．1� 19．9�
48 マイネルグスタフ 牡3栗 56 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 480＋ 6 〃 クビ 2．9�
11 メ ル テ ミ ア 牡3鹿 56 和田 竜二武田 茂男氏 鈴木 孝志 浦河 中神牧場 450－ 21：26．31 26．6�
510 マ ヒ オ レ 牡3栗 56 吉田 隼人 �カナヤマホール

ディングス 坂口 智康 新冠 北星村田牧場 486± 01：26．62 78．9�
815 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 470－ 41：27．23� 32．2	
12 ロワンディシー 牡3鹿 56 幸 英明松本 俊廣氏 北出 成人 日高 天羽 禮治 442－ 21：27．31 34．6

611 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 B460－ 21：27．51� 12．4�
23 アルーリングギフト 牡3栗 56 藤岡 康太 �サンデーレーシング 藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484－ 61：27．81� 3．0
24 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 464－ 21：28．54 373．0�
36 スマートブリーズ 牡3鹿 56 池添 謙一大川 徹氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 B532－ 21：28．6� 21．9�
713 ガ レ ス 牡3鹿 56 福永 祐一西尾誠一郎氏 四位 洋文 日高 下河辺牧場 526－ 41：28．7クビ 5．3�
714 メイショウフジタカ 牡3鹿 56 酒井 学松本 好�氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 492＋ 21：29．12� 108．0�
612 クリノビックリバゴ 牡3鹿 56 森 裕太朗栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 日西牧場 446 ―1：29．2� 258．2�

（クリノタマテバゴ）

47 ゼンノペギング �3青鹿 56
53 ▲西谷 凜大迫久美子氏 坂口 智康 新冠 村上 欽哉 430－101：29．41 355．8�

35 ヤマニンサイファー 牡3鹿 56 竹之下智昭土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 484 ―1：37．5大差 335．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 41，452，500円 複勝： 68，597，900円 枠連： 11，869，800円
馬連： 68，024，800円 馬単： 31，724，900円 ワイド： 63，205，200円
3連複： 104，822，100円 3連単： 120，216，400円 計： 509，913，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，040円 複 勝 � 300円 � 410円 � 140円 枠 連（5－8） 6，140円

馬 連 �� 10，350円 馬 単 �� 19，390円

ワ イ ド �� 2，880円 �� 490円 �� 870円

3 連 複 ��� 6，790円 3 連 単 ��� 70，680円

票 数

単勝票数 計 414525 的中 � 31685（4番人気）
複勝票数 計 685979 的中 � 50151（4番人気）� 34160（6番人気）� 173359（1番人気）
枠連票数 計 118698 的中 （5－8） 1498（21番人気）
馬連票数 計 680248 的中 �� 5092（27番人気）
馬単票数 計 317249 的中 �� 1227（49番人気）
ワイド票数 計 632052 的中 �� 5265（29番人気）�� 35792（4番人気）�� 18486（8番人気）
3連複票数 計1048221 的中 ��� 11571（22番人気）
3連単票数 計1202164 的中 ��� 1233（203番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハイモビリティ �
�
父 タイセイレジェンド �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2021．1．10 中京3着

2018．2．28生 牡3黒鹿 母 フューチャーセイル 母母 レディフューチャー 5戦1勝 賞金 8，920，000円
〔制裁〕 アルーリングギフト号の騎手藤岡康太は，3コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番・6番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヤマニンサイファー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年5月3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 ギレルモ号・ビュヴォン号・ブートニエール号・ラキエスヴィブロ号

09028 4月3日 曇 良 （3阪神2） 第3日 第4競走 ��1，800�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
1：43．9
1：43．9

良
良

35 アメイジングタイム 牡3鹿 56 藤岡 康太 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 428＋ 41：46．8 5．0�
11 ウインリブルマン 牡3栗 56 松若 風馬�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 488＋301：46．9クビ 20．7�
715 サトノディーバ 牝3黒鹿54 吉田 隼人 �サトミホースカンパニー 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 488 ―1：47．11� 84．6�
816� ピエドラアギーラ 牡3鹿 56 藤井勘一郎ゴドルフィン 小崎 憲 愛

Irish National
Stud Mare
Syndicate

460－ 4 〃 ハナ 24．3�
817 ヘアケイリー 牝3黒鹿54 福永 祐一 �シルクレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 444－ 21：47．2� 2．2	
12 フェイトリッパー 牡3鹿 56 幸 英明鈴木 康弘氏 新谷 功一 新ひだか 武 牧場 470－ 6 〃 クビ 17．8

48 エイシンイレブン 牡3鹿 56 荻野 琢真�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 394 ―1：47．3� 110．7�
612 ファントムバローズ 牡3黒鹿56 菱田 裕二猪熊 広次氏 寺島 良 浦河 杵臼牧場 428 ―1：47．51 36．9�
713 ハイエログリフ 牝3黒鹿54 和田 竜二 �カナヤマホール

ディングス 池添 学 浦河 富田牧場 424 ―1：47．61 37．6
59 グッドラベリング 牝3栗 54 藤岡 佑介青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 426＋ 2 〃 クビ 20．9�
714 テイケイラウレア 牝3鹿 54 城戸 義政兼松 忠男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム B452＋ 81：47．81 280．0�
24 マ ロ ー ニ 牝3鹿 54 岩田 望来金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 454 ―1：48．01� 17．8�
818 キ ネ シ ク ス 牡3栗 56 松山 弘平 �シルクレーシング 松下 武士 安平 ノーザンファーム 458＋ 8 〃 ハナ 6．4�
36 カフジヴィオレッタ 牝3鹿 54 �島 克駿加藤 守氏 森田 直行 安平 ノーザンファーム 472＋ 21：48．53 12．4�
47 マイネルジャッカル 牡3鹿 56 国分 優作 �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 456＋ 4 〃 クビ 44．8�
23 コスモエンデ 牝3栗 54 国分 恭介 �ビッグレッドファーム 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 436＋101：48．6クビ 483．6�
611 アレヴィクトワール 牝3黒鹿 54

52 △泉谷 楓真岡田 牧雄氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 480－14 〃 クビ 415．5�
510 プ ロ イ 牝3鹿 54 古川 吉洋深見 富朗氏 牧田 和弥 新ひだか 静内白井牧場 508 ―1：49．34 95．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 46，071，600円 複勝： 67，018，000円 枠連： 18，723，300円
馬連： 65，190，200円 馬単： 29，411，800円 ワイド： 64，452，600円
3連複： 103，977，900円 3連単： 102，794，300円 計： 497，639，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 230円 � 490円 � 2，180円 枠 連（1－3） 1，660円

馬 連 �� 5，990円 馬 単 �� 10，250円

ワ イ ド �� 1，710円 �� 7，110円 �� 21，260円

3 連 複 ��� 147，410円 3 連 単 ��� 659，520円

票 数

単勝票数 計 460716 的中 � 73623（2番人気）
複勝票数 計 670180 的中 � 92696（3番人気）� 34246（6番人気）� 6810（14番人気）
枠連票数 計 187233 的中 （1－3） 8701（6番人気）
馬連票数 計 651902 的中 �� 8433（22番人気）
馬単票数 計 294118 的中 �� 2150（35番人気）
ワイド票数 計 644526 的中 �� 9973（19番人気）�� 2318（54番人気）�� 770（94番人気）
3連複票数 計1039779 的中 ��� 529（261番人気）
3連単票数 計1027943 的中 ��� 113（1275番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―12．0―12．2―12．2―11．8―11．5―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．3―35．3―47．5―59．7―1：11．5―1：23．0―1：34．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F35．3
3 ・（14，7）（11，18）（2，6）（13，17）（1，5）16，9（8，15）（3，4，12）10 4 14，7（2，11，18）（13，17）（1，6）（5，16）（9，15）（8，10）（3，12）4

勝馬の
紹 介

アメイジングタイム �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2020．12．26 阪神5着

2018．4．8生 牡3鹿 母 マジックタイム 母母 タイムウィルテル 3戦1勝 賞金 5，800，000円
〔制裁〕 ヘアケイリー号の騎手福永祐一は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：18番）
※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） 1頭 モズオリンピック号
（非抽選馬） 1頭 シュルレアリスト号



09029 4月3日 曇 良 （3阪神2） 第3日 第5競走 ��1，800�3歳1勝クラス
発走12時15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

612 ワイズマンハート 牡3鹿 56
53 ▲小沢 大仁吉岡 泰治氏 松永 昌博 森 笹川大晃牧場 468± 01：53．2 14．3�

35 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 506－ 61：53．83� 90．4�

510 メイショウマントル 牡3鹿 56 田中 健松本 和子氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 506－ 21：53．9� 97．0�
47 レプンカムイ 牡3黒鹿56 松山 弘平前田 葉子氏 橋口 慎介 青森 村上 幹夫 480± 01：54．11� 2．9�
11 テイエムマグマ 牡3鹿 56 高倉 稜竹園 正繼氏 杉山 晴紀 浦河 高村牧場 B498＋ 21：54．2� 69．3�
23 テイエムマジック 牡3栗 56 和田 竜二竹園 正繼氏 鈴木 孝志 浦河 梅田牧場 508－ 41：54．3� 6．9	
59 ダッシュダクラウン 牡3青鹿 56

55 ☆富田 暁星加 浩一氏 武 英智 新ひだか 泊 寿幸 458± 01：54．4� 4．1

714 プルモナリア 牝3栗 54 吉田 隼人�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 平山牧場 452－ 4 〃 クビ 78．1�
36 マルモルーラー 牡3黒鹿56 幸 英明まるも組合 木原 一良 浦河 岡本 昌市 518＋ 41：54．82 15．7�
12 � バーボンハイボール 牡3栗 56

53 ▲松本 大輝大野 剛嗣氏 森 秀行 米 Candy Mead-
ows LLC 552＋ 11：54．9� 104．1

611 シンゼンミラクル 牡3鹿 56 太宰 啓介原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大
作ステーブル 520＋ 21：55．1� 111．8�

815 メイショウアツイタ 牡3黒鹿 56
55 ☆斎藤 新松本 好雄氏 高橋 義忠 安平 ゼットステーブル 472－101：55．42 74．6�

48 タイセイヴィーナス 牝3鹿 54 	島 克駿田中 成奉氏 大橋 勇樹 浦河 酒井牧場 456－ 81：55．5クビ 35．5�
713� パラディズム 牡3鹿 56 福永 祐一 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 米 Elevage
II, LLC 500＋ 81：55．71 23．0�

24 � アメリカンピース 牡3芦 56 松若 風馬 �吉澤ホールディングス 音無 秀孝 米 Don Alberto
Corporation B448－ 41：56．33� 5．0�

816 メイショウミナヅキ 牝3鹿 54 浜中 俊松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 458－ 61：59．1大差 21．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 51，010，900円 複勝： 77，848，100円 枠連： 17，776，700円
馬連： 80，332，600円 馬単： 36，734，500円 ワイド： 78，502，800円
3連複： 122，742，500円 3連単： 137，821，400円 計： 602，769，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，430円 複 勝 � 580円 � 2，020円 � 2，170円 枠 連（3－6） 6，240円

馬 連 �� 39，180円 馬 単 �� 104，350円

ワ イ ド �� 15，270円 �� 10，130円 �� 44，140円

3 連 複 ��� 657，540円 3 連 単 ��� 2，629，480円

票 数

単勝票数 計 510109 的中 � 28429（5番人気）
複勝票数 計 778481 的中 � 38039（6番人気）� 9887（14番人気）� 9168（15番人気）
枠連票数 計 177767 的中 （3－6） 2206（21番人気）
馬連票数 計 803326 的中 �� 1589（65番人気）
馬単票数 計 367345 的中 �� 264（141番人気）
ワイド票数 計 785028 的中 �� 1328（81番人気）�� 2006（66番人気）�� 458（114番人気）
3連複票数 計1227425 的中 ��� 140（433番人気）
3連単票数 計1378214 的中 ��� 38（2216番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―12．8―12．7―12．8―12．8―12．7―12．6―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．4―36．2―48．9―1：01．7―1：14．5―1：27．2―1：39．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F38．7
1
3
3（4，12）1，2（8，6）7，16，9（10，13，15）－5－14－11・（3，4）12（1，8）6（2，16）（13，7）（9，15）（10，5）14－11

2
4
3，4（1，12）8，2，6－7，16，9，10（13，15）5，14－11・（3，4，12）（1，8）－6，2，5（13，14，7）16（10，9，15）－11

勝馬の
紹 介

ワイズマンハート �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2020．11．8 阪神1着

2018．3．12生 牡3鹿 母 リボルトレイダー 母母 ネヴァカグラ 6戦2勝 賞金 17，930，000円
〔その他〕 メイショウミナヅキ号は，4コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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。
（非当選馬） 6頭 ヴィクトリオン号・グリュースゴット号・コパノピッチング号・スウィープザボード号・ダンツトレノ号・

トップザビル号

09030 4月3日 曇 良 （3阪神2） 第3日 第6競走 ��2，000�4歳以上1勝クラス
発走12時45分 （芝・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
1：57．2
1：56．1

良
良

89 ウインサンフラワー 牡4鹿 57 藤岡 佑介�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 456＋ 21：59．1 3．3�
77 ヤマニンマヒア 牡5黒鹿 57

54 ▲角田 大和土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 456－ 22：00．27 6．3�
11 ダノンセレスタ 牡4青鹿57 西村 淳也�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 502＋12 〃 アタマ 2．6�
44 アドマイヤベネラ 牡4黒鹿57 吉田 隼人近藤 旬子氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 500＋102：00．3� 10．5�
66 エ バ ー マ ノ 牝4黒鹿55 幸 英明宇田 豊氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 476＋12 〃 アタマ 20．8�
22 アマネセール �5青鹿57 福永 祐一 	シルクレーシング 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム 488＋ 2 〃 アタマ 6．6

33 クリノブレーヴ 牡4鹿 57 柴山 雄一栗本 博晴氏 長谷川浩大 青森 イズモリファーム B456＋142：00．62 137．6�
78 ナムラショウグン 牡4青鹿57 加藤 祥太奈村 信重氏 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 480－ 42：00．91� 13．9�
55 � ウインリベルタ 牡5栗 57 国分 優作�ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム 482－ 62：01．85 41．9
810 ブルーノバローズ 牡5鹿 57 菱田 裕二猪熊 広次氏 角田 晃一 日高 下河辺牧場 502＋362：02．22� 64．3�

（10頭）

売 得 金
単勝： 40，739，800円 複勝： 59，937，400円 枠連： 8，531，700円
馬連： 58，383，800円 馬単： 28，062，600円 ワイド： 55，387，100円
3連複： 81，756，400円 3連単： 128，477，900円 計： 461，276，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 130円 � 150円 � 120円 枠 連（7－8） 810円

馬 連 �� 1，230円 馬 単 �� 1，960円

ワ イ ド �� 360円 �� 170円 �� 320円

3 連 複 ��� 860円 3 連 単 ��� 6，590円

票 数

単勝票数 計 407398 的中 � 96845（2番人気）
複勝票数 計 599374 的中 � 128375（2番人気）� 86915（3番人気）� 140951（1番人気）
枠連票数 計 85317 的中 （7－8） 8162（3番人気）
馬連票数 計 583838 的中 �� 36569（5番人気）
馬単票数 計 280626 的中 �� 10706（6番人気）
ワイド票数 計 553871 的中 �� 33703（5番人気）�� 99080（1番人気）�� 39810（3番人気）
3連複票数 計 817564 的中 ��� 70937（2番人気）
3連単票数 計1284779 的中 ��� 14120（16番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―12．3―12．2―11．9―12．0―12．0―11．4―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．9―36．2―48．4―1：00．3―1：12．3―1：24．3―1：35．7―1：47．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウインサンフラワー �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 ロージズインメイ デビュー 2019．7．6 中京5着

2017．2．27生 牡4鹿 母 サマーソング 母母 マサノチャーミング 15戦2勝 賞金 22，440，000円



09031 4月3日 曇 良 （3阪神2） 第3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

22 ジューンステータス 牡5青鹿57 西村 淳也吉川 潤氏 今野 貞一 浦河 吉田 又治 B496－ 41：12．2 8．3�
44 フ ィ ロ ス 牝4鹿 55 中井 裕二�高橋ファーム 長谷川浩大 日高 クリアファーム B452－ 21：12．3� 4．5�
11 コ ウ イ チ 牡4芦 57 岩田 康誠桂土地� 庄野 靖志 新冠 森永 聡 498－ 4 〃 クビ 3．1�
710 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 492－ 41：12．72� 7．8�
56 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± 01：12．8� 5．9	
33 トウケイココノエ 牝5芦 55 藤懸 貴志木村 信彦氏 森田 直行 新ひだか タガミファーム 530－ 21：12．9� 86．7

812� フチサンメルチャン 牡4栗 57 小牧 太中西 功氏 服部 利之 日高 増尾牧場 462－19 〃 クビ 70．2�
69 	 カ ク シ ン 牡4黒鹿 57

54 ▲松本 大輝風早 信昭氏 森 秀行 米
Thomas Scucci, Renee
Scucci, Dividing Ridge
Farm LLC & Doug Smith

512＋ 21：13．0クビ 13．0�
45 クイーンカピオラニ 牝4栗 55 団野 大成�NICKS 庄野 靖志 日高 奥山 博 426＋ 21：13．74 26．5
57 ソルトキャピタル 牡4鹿 57 藤岡 佑介杉浦 敏夫氏 武 英智 日高 オリオンファーム 522＋ 4 〃 ハナ 7．7�
68 	 ピースプレイヤー 
5鹿 57

54 ▲角田 大和飯田 正剛氏 四位 洋文 米 Jack Sims 490－ 4 〃 ハナ 49．1�
711� ブックウエスト 牝4鹿 55 荻野 極西本 資史氏 杉山 佳明 新冠 佐藤 静子 428± 01：14．76 361．6�
813� アイファーブレーヴ 牡6黒鹿57 田中 健中島 稔氏 服部 利之 新ひだか 野表 篤夫 462± 01：16．29 361．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 38，610，100円 複勝： 61，175，200円 枠連： 12，590，500円
馬連： 68，796，400円 馬単： 29，681，700円 ワイド： 56，212，900円
3連複： 100，483，200円 3連単： 125，095，000円 計： 492，645，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 220円 � 150円 � 150円 枠 連（2－4） 1，850円

馬 連 �� 1，810円 馬 単 �� 3，490円

ワ イ ド �� 530円 �� 650円 �� 360円

3 連 複 ��� 2，170円 3 連 単 ��� 17，500円

票 数

単勝票数 計 386101 的中 � 37192（6番人気）
複勝票数 計 611752 的中 � 58183（5番人気）� 120718（1番人気）� 115157（2番人気）
枠連票数 計 125905 的中 （2－4） 5265（10番人気）
馬連票数 計 687964 的中 �� 29387（8番人気）
馬単票数 計 296817 的中 �� 6367（13番人気）
ワイド票数 計 562129 的中 �� 26431（7番人気）�� 20997（8番人気）�� 42267（1番人気）
3連複票数 計1004832 的中 ��� 34664（4番人気）
3連単票数 計1250950 的中 ��� 5181（47番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―11．9―12．1―11．6―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．9―35．8―47．9―59．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジューンステータス �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2019．2．3 東京3着

2016．6．9生 牡5青鹿 母 フラワーチャンプ 母母 キタノファンタジー 17戦2勝 賞金 25，000，000円

09032 4月3日 晴 良 （3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 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード3：24．8良

33 グローブシアター 牡7黒鹿60 高田 潤 �キャロットファーム 辻野 泰之 安平 ノーザンファーム B454－ 63：26．8 3．2�
55 ケイティクレバー 牡6鹿 62 平沢 健治瀧本 和義氏 杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 464－ 43：27．43� 1．7�
11 � ホシルミエール �8鹿 60 白浜 雄造永井 孝明氏 庄野 靖志 新ひだか 岡田牧場 476＋163：29．7大差 16．3�
77 オールマンリバー 牡9黒鹿61 難波 剛健三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 512＋ 43：30．02 8．7�
66 トーアディラン �8栗 61 石神 深一高山ランド� 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 484－ 63：30．21 22．6	
89 セイウンフォーカス 牡6鹿 60 熊沢 重文西山 茂行氏 宮本 博 新冠 村上 欽哉 490－ 23：30．62� 11．8

22 トーヨーピース 牡7鹿 61 草野 太郎中嶋 宏氏 土田 稔 新ひだか 千代田牧場 476－14 〃 ハナ 130．0�
44 アズマタックン 牡8青鹿62 中村 将之東 哲次氏 加用 正 日高 下河辺牧場 508－ 43：31．45 66．5�
88 ノワールギャルソン 牡9黒鹿63 江田 勇亮ディアレストクラブ� 田村 康仁 浦河 小島牧場 446＋ 2 （競走中止） 30．8

（9頭）

売 得 金
単勝： 30，116，600円 複勝： 52，390，500円 枠連： 8，542，400円
馬連： 42，742，300円 馬単： 31，326，000円 ワイド： 31，372，300円
3連複： 71，424，200円 3連単： 161，991，700円 計： 429，906，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 120円 � 110円 � 130円 枠 連（3－5） 260円

馬 連 �� 250円 馬 単 �� 660円

ワ イ ド �� 150円 �� 450円 �� 330円

3 連 複 ��� 730円 3 連 単 ��� 3，240円

票 数

単勝票数 計 301166 的中 � 73838（2番人気）
複勝票数 計 523905 的中 � 61246（2番人気）� 324141（1番人気）� 43357（3番人気）
枠連票数 計 85424 的中 （3－5） 24636（1番人気）
馬連票数 計 427423 的中 �� 127685（1番人気）
馬単票数 計 313260 的中 �� 35390（2番人気）
ワイド票数 計 313723 的中 �� 67281（1番人気）�� 14464（7番人気）�� 21503（4番人気）
3連複票数 計 714242 的中 ��� 72523（3番人気）
3連単票数 計1619917 的中 ��� 36175（9番人気）
上り 1マイル 1：43．6 4F 50．6－3F 37．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グローブシアター �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2016．11．13 京都1着

2014．2．14生 牡7黒鹿 母 シ ー ザ リ オ 母母 キロフプリミエール 障害：5戦2勝 賞金 29，346，000円
〔競走中止〕 ノワールギャルソン号は，2周目8号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。



09033 4月3日 晴 良 （3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；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，100，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，010，000円
付 加 賞 175，000円 50，000円 25，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．1
2：20．6

良
良

11 リーブルミノル 牡3栗 56 松山 弘平吉岡 實氏 本田 優 洞�湖 レイクヴィラファーム 472＋ 82：26．3 5．6�
66 モンテディオ 牡3鹿 56 池添 謙一毛利 元昭氏 四位 洋文 千歳 社台ファーム 476－ 82：26．51� 4．8�
88 テ ン カ ハ ル 牡3栗 56 吉田 隼人ライオンレースホース� 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 488－ 62：26．61 13．1�
22 グロリアムンディ 牡3鹿 56 福永 祐一吉田 和美氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 476－ 42：26．81� 1．7�
44 マイプレシャス 牡3鹿 56 浜中 俊�キーファーズ 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 498＋ 6 〃 アタマ 10．6�
55 アルバーシャ 牡3栗 56 幸 英明ゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500－ 6 〃 アタマ 19．1	
77 サンライズゴラッソ 牡3鹿 56 岩田 望来松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 496－ 22：27．33 17．1

33 アトミックフレア 牝3鹿 54 岩田 康誠天堀 忠博氏 渡辺 薫彦 日高 オリオンファーム 430－ 42：27．51 51．1�

（8頭）

売 得 金
単勝： 62，840，800円 複勝： 179，674，900円 枠連： 発売なし
馬連： 97，806，700円 馬単： 57，543，500円 ワイド： 67，543，600円
3連複： 129，929，100円 3連単： 316，468，600円 計： 911，807，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 410円 � 340円 � 900円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，400円 馬 単 �� 2，900円

ワ イ ド �� 410円 �� 930円 �� 990円

3 連 複 ��� 4，340円 3 連 単 ��� 24，000円

票 数

単勝票数 計 628408 的中 � 88459（3番人気）
複勝票数 計1796749 的中 � 116919（3番人気）� 147914（2番人気）� 48201（5番人気）
馬連票数 計 978067 的中 �� 53875（6番人気）
馬単票数 計 575435 的中 �� 14838（11番人気）
ワイド票数 計 675436 的中 �� 44943（4番人気）�� 18042（11番人気）�� 16728（14番人気）
3連複票数 計1299291 的中 ��� 22444（13番人気）
3連単票数 計3164686 的中 ��� 9558（79番人気）

ハロンタイム 12．8―11．8―12．7―12．3―12．4―12．4―12．9―12．8―12．0―11．4―10．9―11．9

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―37．3―49．6―1：02．0―1：14．4―1：27．3―1：40．1―1：52．1―2：03．5―2：14．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

リーブルミノル �

父 キングカメハメハ �


母父 マンハッタンカフェ デビュー 2020．8．29 小倉7着

2018．4．13生 牡3栗 母 サ ル ス エ ラ 母母 ハルーワソング 10戦2勝 賞金 25，851，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時30分に変更。

09034 4月3日 晴 良 （3阪神2） 第3日 第10競走 ��1，400�
ちゅうしゅん

ラジオ関西賞仲春特別
発走15時00分 （芝・右）

4歳以上，2勝クラス；負担重量は，57�，牝馬2�減
ラジオ関西賞（1着）

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
1：19．2
1：19．0

良
良

22 リアンティサージュ 牡4栗 57 福永 祐一 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 456－ 61：21．0 1．4�
66 ワンダーアフィラド 牡5鹿 57 川須 栄彦山本 能成氏 寺島 良 浦河 高昭牧場 B492－ 2 〃 アタマ 20．5�
33 ミッキーバディーラ 牝5鹿 55 和田 竜二野田みづき氏 音無 秀孝 新ひだか 千代田牧場 478± 01：21．21� 4．1�
11 ス キ ッ プ 牡5黒鹿57 酒井 学�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 488± 0 〃 ハナ 27．4�
44 ディアボレット 牝6栗 55 富田 暁�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 458＋ 21：21．41� 27．8	
77 セトノシャトル 牡6栗 57 松若 風馬�アスール 鈴木 孝志 日高 滝本 健二 524± 01：21．71� 25．0

89 マテンロウディーバ 牝4黒鹿55 藤岡 佑介寺田千代乃氏 中内田充正 浦河 三嶋牧場 396－ 41：22．23 6．8�
55 	 ルールダーマ 牡6栗 57 西村 淳也儀賀 好子氏 北出 成人 新ひだか 斉藤スタッド 474＋ 21：22．62� 151．1�
88 ルーチェデラヴィタ 牝4鹿 55 幸 英明安原 浩司氏 西村 真幸 日高 広富牧場 432－ 61：23．13 48．5

（9頭）

売 得 金
単勝： 57，635，700円 複勝： 146，964，300円 枠連： 13，656，200円
馬連： 98，008，300円 馬単： 62，904，500円 ワイド： 68，258，800円
3連複： 143，690，100円 3連単： 326，641，400円 計： 917，759，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 220円 � 110円 枠 連（2－6） 1，350円

馬 連 �� 1，240円 馬 単 �� 1，600円

ワ イ ド �� 370円 �� 140円 �� 590円

3 連 複 ��� 1，030円 3 連 単 ��� 4，440円

票 数

単勝票数 計 576357 的中 � 312086（1番人気）
複勝票数 計1469643 的中 � 1022724（1番人気）� 42090（4番人気）� 182988（2番人気）
枠連票数 計 136562 的中 （2－6） 7806（4番人気）
馬連票数 計 980083 的中 �� 60975（4番人気）
馬単票数 計 629045 的中 �� 29390（5番人気）
ワイド票数 計 682588 的中 �� 38538（4番人気）�� 173582（1番人気）�� 22440（8番人気）
3連複票数 計1436901 的中 ��� 103806（3番人気）
3連単票数 計3266414 的中 ��� 53271（12番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．5―35．1―46．6―57．8―1：09．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リアンティサージュ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 ウォーエンブレム デビュー 2019．9．1 小倉4着

2017．1．22生 牡4栗 母 ローブティサージュ 母母 プチノワール 9戦3勝 賞金 39，316，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 ミッキーバディーラ号の騎手和田竜二は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
〔その他〕 ワンダーアフィラド号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ワンダーアフィラド号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年5月3日まで出走できない。



09035 4月3日 晴 良 （3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，2．4．4以降3．3．28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 427，000円 122，000円 61，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

48 リアンヴェリテ 牡7鹿 57 国分 恭介加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 488＋ 21：23．0 11．4�

47 バティスティーニ 牡8鹿 55 �島 克駿 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B496－ 41：23．42� 25．9�
815	 テーオーターゲット 牡5黒鹿55 松山 弘平小笹 公也氏 吉岡 辰弥 浦河 三嶋牧場 508－ 2 〃 ハナ 3．3�
36 サ ヴ ィ 牡7黒鹿57 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 468－ 2 〃 ハナ 7．2�
35 メイショウテンスイ 牡4栗 56 酒井 学松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 太陽牧場 520＋ 41：23．5� 15．9�
816 グレートウォリアー 牡6鹿 55 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± 0 〃 クビ 4．8	
713 レシプロケイト 牡5栗 55 岩田 望来ゴドルフィン �島 一歩 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 506－ 41：23．71
 7．8

24 � イモータルスモーク 牡4鹿 54 原田 和真�レッドマジック金成 貴史 米

Edward A.
Seltzer & Bev-
erly Anderson

506＋ 21：23．8クビ 24．1�
23 メイショウオーパス 牡6黒鹿54 幸 英明松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 508－ 8 〃 アタマ 13．2
510 ロードアクシス 牡6黒鹿54 和田 竜二 �ロードホースクラブ 奥村 豊 日高 オリオンファーム 474＋ 21：24．01
 22．7�
12 ホウショウナウ 牡6栗 55 藤岡 康太芳賀美知子氏 河内 洋 日高 新井 昭二 510－161：24．1� 54．0�
612 スナークライデン 牡7芦 54 団野 大成杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 488＋ 41：24．31� 59．1�
59 ビ リ ー バ ー 牝6黒鹿52 城戸 義政�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 464± 01：24．5� 94．6�
611 ミッキーワイルド 牡6鹿 57 岩田 康誠野田みづき氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 522＋14 〃 クビ 36．5�
11 ヒロブレイブ 牡8鹿 52 川島 信二石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 小河 豊水 490－ 6 〃 アタマ 51．9�
714 ヒラボクラターシュ 牡6鹿 56 秋山真一郎�平田牧場 大久保龍志 浦河 辻 牧場 520± 01：24．71
 23．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 92，328，200円 複勝： 154，761，200円 枠連： 76，239，700円
馬連： 311，843，400円 馬単： 107，192，200円 ワイド： 211，732，400円
3連複： 547，108，100円 3連単： 567，775，100円 計： 2，068，980，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，140円 複 勝 � 350円 � 500円 � 160円 枠 連（4－4） 17，480円

馬 連 �� 16，290円 馬 単 �� 29，240円

ワ イ ド �� 3，510円 �� 780円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 18，480円 3 連 単 ��� 171，800円

票 数

単勝票数 計 923282 的中 � 64518（5番人気）
複勝票数 計1547612 的中 � 101832（5番人気）� 64789（9番人気）� 337275（1番人気）
枠連票数 計 762397 的中 （4－4） 3380（31番人気）
馬連票数 計3118434 的中 �� 14830（48番人気）
馬単票数 計1071922 的中 �� 2749（93番人気）
ワイド票数 計2117324 的中 �� 14913（46番人気）�� 72085（4番人気）�� 44547（9番人気）
3連複票数 計5471081 的中 ��� 22203（57番人気）
3連単票数 計5677751 的中 ��� 2396（502番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．7―33．8―45．6―57．8―1：09．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リアンヴェリテ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Cozzene デビュー 2016．11．26 東京3着

2014．5．22生 牡7鹿 母 ルミエールヴェリテ 母母 Play School 30戦7勝 賞金 154，246，000円
［他本会外：3戦1勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 タマモメイトウ号
（非抽選馬） 6頭 ドリームソルジャー号・ハッピーアワー号・マイネルグリット号・マリアズハート号・メイショウキョウジ号・

メイショウショウブ号

09036 4月3日 晴 良 （3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 （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

58 � ヴェルテックス 牡4栗 57 西村 淳也 �シルクレーシング 吉岡 辰弥 安平 ノーザンファーム B526＋ 81：51．9 4．5�
22 � 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 506＋ 41：52．11� 6．5�

11 ハヤブサナンデクン 牡5芦 57 吉田 隼人武田 修氏 吉村 圭司 新ひだか グランド牧場 514＋ 41：52．41	 4．5�
34 � 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 480－ 41：52．5	 15．1�
69 ロッキーサンダー 牡4鹿 57 幸 英明原田 豊氏 石橋 守 浦河 杵臼牧場 476－101：52．92 10．1	
610 ペ ル ク ナ ス 牡5鹿 57 岩田 望来 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 544＋301：53．11
 20．8

45 トゥルブレンシア 牡4栗 57

56 ☆斎藤 新岡田 牧雄氏 藤沢 則雄 浦河 山下 恭茂 466± 01：53．2� 9．6�
33 リトルクレバー 牡4鹿 57 団野 大成岡 浩二氏 佐々木晶三 日高 アイズスタッド株式会社 468＋ 21：53．52 8．5�
814 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 526＋ 8 〃 ハナ 27．5
57 プチティラン 牡5鹿 57

54 ▲小沢 大仁 �社台レースホース村山 明 千歳 社台ファーム 472－ 61：53．92� 185．0�
712 テイエムホイッスル 牡4栗 57 岩田 康誠竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか グランド牧場 488＋ 21：54．0� 16．3�
711 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 494＋ 21：54．21
 11．1�
813 アイキャンテーラー 牡5栗 57 浜中 俊中西 浩一氏 飯田 雄三 新冠 ハシモトフアーム B496＋ 41：54．62� 48．9�
46 オーケーメジャー �4鹿 57 和田 竜二小野 建氏 奥村 豊 浦河 三好牧場 466－ 21：54．7クビ 84．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 82，263，500円 複勝： 141，909，800円 枠連： 37，332，900円
馬連： 184，444，800円 馬単： 64，418，600円 ワイド： 153，394，500円
3連複： 304，119，400円 3連単： 323，948，500円 計： 1，291，832，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 170円 � 190円 � 150円 枠 連（2－5） 1，440円

馬 連 �� 1，680円 馬 単 �� 3，260円

ワ イ ド �� 670円 �� 470円 �� 510円

3 連 複 ��� 2，250円 3 連 単 ��� 10，770円

票 数

単勝票数 計 822635 的中 � 145500（1番人気）
複勝票数 計1419098 的中 � 217755（2番人気）� 179869（3番人気）� 259117（1番人気）
枠連票数 計 373329 的中 （2－5） 20058（5番人気）
馬連票数 計1844448 的中 �� 84775（3番人気）
馬単票数 計 644186 的中 �� 14812（5番人気）
ワイド票数 計1533945 的中 �� 56962（4番人気）�� 84758（1番人気）�� 77336（2番人気）
3連複票数 計3041194 的中 ��� 101259（1番人気）
3連単票数 計3239485 的中 ��� 21799（4番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―13．0―12．2―12．6―12．7―12．6―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―37．1―49．3―1：01．9―1：14．6―1：27．2―1：39．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．3
1
3
13（1，8）10，2，14（6，7）12（4，11）（3，9）5・（13，8）（1，10）（2，11）14（6，4，12，9）7，3，5

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

勝馬の
紹 介

�ヴェルテックス �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 サクラバクシンオー

2017．3．31生 牡4栗 母 シーイズトウショウ 母母 ジェーントウショウ 13戦2勝 賞金 37，754，000円
初出走 JRA



（3阪神2）第3日 4月3日（土曜日） 晴一時曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 161頭 本 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
22，370，000円
1，460，000円
26，090，000円
68，095，000円
4，958，500円
1，545，600円

勝馬投票券売得金
608，108，600円
1，125，566，900円
228，634，400円
1，189，017，300円
529，742，500円
960，498，500円
1，893，217，300円
2，496，627，100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 9，031，412，600円

総入場人員 2，065名 （有料入場人員 1，892名）
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