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09049 4月10日 晴 良 （3阪神2） 第5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

45 サンバデジャネイロ 牝3黒鹿54 藤岡 康太幅田 京子氏 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 444－ 41：55．8 5．9�
69 リアンペスカ 牝3黒鹿 54

51 ▲小沢 大仁山田信太郎氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 438－18 〃 クビ 20．6�
814 イフィゲニア 牝3栗 54 川田 将雅ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 510＋101：56．01� 2．2�
34 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 476＋ 41：56．1� 5．5�
22 タマモポラリス 牝3鹿 54 川須 栄彦タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 前田牧場 448± 01：56．95 146．1�
813 レッツゴーアスク 牝3鹿 54 団野 大成廣崎利洋HD� 梅田 智之 千歳 社台ファーム 466＋ 41：57．0� 13．5	
711 アスターベルデ 牝3黒鹿54 福永 祐一加藤 久枝氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 490＋ 41：57．1クビ 3．7

33 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 454＋ 41：57．74 194．8�
57 ク イ ン ト ン 牝3黒鹿 54

51 ▲服部 寿希 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 新谷 功一 むかわ 真壁 信一 420－ 21：58．44 294．3�

11 ジューンゴゼン 牝3芦 54 高倉 稜吉川 潤氏 坂口 智康 新ひだか 高橋フアーム 450± 01：59．14 449．9
712 オーサムデイ 牝3芦 54 大野 拓弥松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 466 ― 〃 アタマ 63．4�
58 マ ラ ッ カ 牝3鹿 54

51 ▲角田 大和福田 光博氏 上村 洋行 千歳 社台ファーム 432＋ 41：59．2� 142．4�
610 シンパセティック 牝3黒鹿54 幸 英明吉田 晴哉氏 寺島 良 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476 ― 〃 クビ 59．2�
46 リ ボ ー ン 牝3黒鹿54 小崎 綾也北畑 忍氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 404± 02：00．810 229．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 30，763，900円 複勝： 58，990，900円 枠連： 8，527，500円
馬連： 47，351，400円 馬単： 24，725，300円 ワイド： 42，255，800円
3連複： 73，885，100円 3連単： 98，814，200円 計： 385，314，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 160円 � 540円 � 110円 枠 連（4－6） 4，820円

馬 連 �� 8，290円 馬 単 �� 13，470円

ワ イ ド �� 2，100円 �� 370円 �� 560円

3 連 複 ��� 5，510円 3 連 単 ��� 52，170円

票 数

単勝票数 計 307639 的中 � 41219（4番人気）
複勝票数 計 589909 的中 � 74460（4番人気）� 14082（6番人気）� 257696（1番人気）
枠連票数 計 85275 的中 （4－6） 1371（12番人気）
馬連票数 計 473514 的中 �� 4423（17番人気）
馬単票数 計 247253 的中 �� 1376（31番人気）
ワイド票数 計 422558 的中 �� 4659（15番人気）�� 32077（6番人気）�� 19366（8番人気）
3連複票数 計 738851 的中 ��� 10041（14番人気）
3連単票数 計 988142 的中 ��� 1373（121番人気）

ハロンタイム 13．0―11．3―13．6―13．1―13．4―13．1―12．7―12．5―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．3―37．9―51．0―1：04．4―1：17．5―1：30．2―1：42．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サンバデジャネイロ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2020．7．5 阪神10着

2018．3．6生 牝3黒鹿 母 ラ フ ィ カ 母母 オーピーキャット 7戦1勝 賞金 10，640，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔発走状況〕 ジューンゴゼン号は，枠内駐立不良〔坐る〕。危険防止のため外枠から発走。発走時刻3分遅延。
〔調教再審査〕 ジューンゴゼン号は，発走調教再審査。
〔3走成績による出走制限〕 クイントン号・ジューンゴゼン号・マラッカ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年6月10日ま

で平地競走に出走できない。
※タマモポラリス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

09050 4月10日 晴 良 （3阪神2） 第5日 第2競走 1，800�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
1：48．5
1：47．6

重
重

34 インテグラルシチー 牡3栗 56 和田 竜二 �友駿ホースクラブ 牧田 和弥 浦河 中村 雅明 516＋ 21：55．1 6．4�
58 メイショウキリモン 牡3栗 56 団野 大成松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 まるとみ冨岡牧場 460－121：55．2� 1．8�
712 ゼンノナイン 牡3栗 56

53 ▲角田 大和大迫久美子氏 松永 幹夫 新冠 川島牧場 510－ 21：55．73 4．2�
610 メモリーエアシップ 牡3鹿 56 池添 謙一�シンザンクラブ 池添 兼雄 浦河 大北牧場 464－ 61：56．33� 9．4�
46 ボニンブルー 牡3鹿 56 小崎 綾也渡辺公美子氏 小崎 憲 浦河 富田牧場 452＋ 21：56．51� 10．0�
713 メイショウメイスイ 牡3黒鹿56 幸 英明松本 好雄氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 444＋ 61：56．71 40．2	
47 ノーブルアイランド 牡3青鹿56 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 日高 白井牧場 462－ 41：56．91 64．9

814 サンライズアベリア 牡3鹿 56 川須 栄彦松岡 隆雄氏 小林 真也 日高 ヤナガワ牧場 470 ―1：57．01 201．2�
22 サンライズアイガー 牡3鹿 56 松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 468－ 61：57．1� 87．4�
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 474＋141：58．05 304．8
59 ベ ン ト ラ 牡3黒鹿56 柴山 雄一本間 茂氏 �島 一歩 新ひだか チャンピオンズファーム 500＋ 21：58．21� 244．8�
815 ティエドゥール 牝3鹿 54 菱田 裕二加藤 誠氏 森田 直行 洞�湖 レイクヴィラファーム 476＋ 21：58．3クビ 201．0�
23 アスターブランコ 牡3鹿 56

53 ▲小沢 大仁加藤 久枝氏 中竹 和也 新冠 小泉牧場 540－ 61：59．25 359．8�
611 マイブルースカイ 牡3鹿 56 大野 拓弥山田 弘氏 吉村 圭司 浦河 富田牧場 460 ―2：00．26 36．9�
35 ロードヴェントス 牡3黒鹿56 中井 裕二 �ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム B468－ 4 〃 クビ 81．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 29，684，400円 複勝： 78，174，200円 枠連： 9，604，800円
馬連： 43，547，400円 馬単： 24，523，500円 ワイド： 40，525，000円
3連複： 68，488，200円 3連単： 97，088，200円 計： 391，635，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 140円 � 110円 � 120円 枠 連（3－5） 430円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 1，400円

ワ イ ド �� 210円 �� 390円 �� 190円

3 連 複 ��� 570円 3 連 単 ��� 4，490円

票 数

単勝票数 計 296844 的中 � 37083（3番人気）
複勝票数 計 781742 的中 � 65786（3番人気）� 479917（1番人気）� 82373（2番人気）
枠連票数 計 96048 的中 （3－5） 17298（2番人気）
馬連票数 計 435474 的中 �� 60659（2番人気）
馬単票数 計 245235 的中 �� 13061（5番人気）
ワイド票数 計 405250 的中 �� 52335（2番人気）�� 21755（5番人気）�� 61136（1番人気）
3連複票数 計 684882 的中 ��� 88787（1番人気）
3連単票数 計 970882 的中 ��� 15648（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．7―38．9―51．8―1：04．7―1：17．1―1：29．2―1：41．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．4―3F38．0
1
3
4，6，12（2，13）（5，8，10）（1，3，14，15）－（7，11，9）・（4，6，12）（2，13）8，10－（14，15）－1（5，9）（3，7）＝11

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

勝馬の
紹 介

インテグラルシチー �
�
父 カレンブラックヒル �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．11．29 阪神3着

2018．2．17生 牡3栗 母 ヒシタイトル 母母 ヒ シ タ エ コ 6戦1勝 賞金 8，940，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マイブルースカイ号・ロードヴェントス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年

5月10日まで平地競走に出走できない。

第２回 阪神競馬 第５日



09051 4月10日 晴 良 （3阪神2） 第5日 第3競走 ��2，000�3歳未勝利
発走11時00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

12 サトノマジェスタ 牡3青鹿56 和田 竜二 �サトミホースカンパニー 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 482± 02：00．8 3．6�
23 ヴァジュランダ 牡3黒鹿56 岩田 康誠高原 将浩氏 宮本 博 新ひだか 千代田牧場 490－14 〃 ハナ 3．7�
24 ドゥラモンディー 牡3青鹿56 大野 拓弥�ターフ・スポート本田 優 新冠 村田牧場 464－ 22：01．01 10．7�
612 レシャバール 牡3鹿 56 川田 将雅�G1レーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム 484＋ 62：01．1� 4．1�
48 ハーツオブシャカ 牡3鹿 56 松若 風馬 �CHEVAL AT-

TACHE 杉山 晴紀 浦河 辻 牧場 474－ 62：01．2� 149．9	
11 ヤマニンジャベリン 牡3黒鹿 56

53 ▲角田 大和土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 526＋ 82：01．3� 68．0

815 デルマキッショウ 牝3鹿 54 藤岡 康太浅沼 廣幸氏 友道 康夫 浦河 辻 牧場 468－ 42：01．51� 15．5�
714 レッドエタニティ 牡3黒鹿56 幸 英明 �東京ホースレーシング 寺島 良 千歳 社台ファーム 438 ―2：01．6� 18．8�
816 パルクールラン 牝3栗 54 小崎 綾也�キヨタケ牧場 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 394＋ 22：01．7� 25．2
713 シーロンシャン 牝3黒鹿54 三浦 皇成 �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 482＋ 22：02．12� 6．2�
47 モズオリンピック 牝3鹿 54 田中 健 �キャピタル・システム 大久保龍志 日高 オリオンファーム 414＋ 8 〃 クビ 136．8�
35 スウィフティー 牝3栗 54 藤懸 貴志�G1レーシング 平田 修 安平 追分ファーム B464－ 42：02．42 509．1�
510 モデュロール 牡3青鹿56 池添 謙一 �シルクレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 444－ 82：02．61 47．2�
36 イーゴサンライズ 牝3鹿 54

51 ▲小沢 大仁松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 472－ 42：04．09 469．8�
59 スターインザスカイ 牡3鹿 56 高倉 稜ライオンレースホース� 本田 優 浦河 鎌田 正嗣 454－ 42：04．42� 303．2�
611 タガノタイリン 牝3鹿 54 国分 恭介八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 492± 02：06．010 150．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 35，705，600円 複勝： 54，205，800円 枠連： 10，400，800円
馬連： 56，407，800円 馬単： 24，471，400円 ワイド： 47，939，200円
3連複： 83，325，400円 3連単： 95，779，900円 計： 408，235，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 140円 � 160円 � 310円 枠 連（1－2） 470円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 1，090円

ワ イ ド �� 290円 �� 520円 �� 510円

3 連 複 ��� 1，340円 3 連 単 ��� 5，600円

票 数

単勝票数 計 357056 的中 � 77615（1番人気）
複勝票数 計 542058 的中 � 126040（1番人気）� 94766（2番人気）� 33244（6番人気）
枠連票数 計 104008 的中 （1－2） 17103（1番人気）
馬連票数 計 564078 的中 �� 77940（1番人気）
馬単票数 計 244714 的中 �� 16834（1番人気）
ワイド票数 計 479392 的中 �� 46228（1番人気）�� 22226（6番人気）�� 23092（5番人気）
3連複票数 計 833254 的中 ��� 46635（3番人気）
3連単票数 計 957799 的中 ��� 12385（5番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―12．9―12．6―12．4―12．5―11．8―11．7―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．5―36．4―49．0―1：01．4―1：13．9―1：25．7―1：37．4―1：48．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．9―3F35．1
1
3
3（6，9）2（4，15）13，8，16，1，12（5，7）11，10－14
3，6（2，9）（4，15）8（1，13）16，12（5，7）10，11，14

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノマジェスタ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Monsun デビュー 2020．12．20 阪神3着

2018．2．14生 牡3青鹿 母 ノーブルステラ 母母 Noble Pearl 4戦1勝 賞金 8，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タガノタイリン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年6月10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〕 スターインザスカイ号・タガノタイリン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年6月10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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 シュルレアリスト号
（非抽選馬） 4頭 クイーンネモシン号・コスモホクシン号・シンゼングレート号・プリファードラン号

09052 4月10日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （3阪神2） 第5日 第4競走 ��2，970�障害4歳以上未勝利

発走11時30分 （芝・ダート）

負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，900，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 790，000円� コースレコード3：15．7良・良

813 トワイライトタイム 牡6青鹿60 平沢 健治三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 486＋ 63：25．2 2．1�
69 スズカフューラー 牡7栗 60 森 一馬永井 啓弍氏 茶木 太樹 平取 びらとり牧場 440＋ 63：25．41 7．7�
45 チ ェ ー ロ 牡4黒鹿59 小坂 忠士�GET NEXT 奥村 豊 浦河 辻 牧場 488－ 23：26．35 2．8�
711 カモンスプリング 牡5鹿 60 熊沢 重文石川 博氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 502－ 23：26．83 33．4�
56 ア キ ン ド 牡5鹿 60 上野 翔小田切有一氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 496＋ 43：27．11� 117．7�
57 サンライズアキレス 牡5芦 60 白浜 雄造松岡 隆雄氏 新谷 功一 日高 ヤナガワ牧場 512± 03：28．48 23．2	
68 エ イ リ ア ス �4鹿 59 中村 将之 
サンデーレーシング 浅見 秀一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490－ 83：28．5� 22．8�
812 ニシノオクタゴン 牡6青鹿60 小野寺祐太西山 茂行氏 田村 康仁 日高 西山牧場 486－ 2 〃 ハナ 91．1�
11 クリノニキータ 牝4鹿 57 北沢 伸也栗本 博晴氏 大根田裕之 新冠 村上牧場 478＋213：28．81� 165．4
710 ケイアイネイビー 牡5栗 60 石神 深一 �ケイアイスタリオン 和田正一郎 新冠 新冠橋本牧場 B462＋ 23：29．44 11．9�
33 メメニシコリ 牡8鹿 60 黒岩 悠本谷 惠氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム B480＋ 23：30．35 13．2�
44 	 ワンダーグロウス 牝5黒鹿58 植野 貴也山本 能成氏 森田 直行 新ひだか 米田牧場 494＋ 83：30．83 203．8�
22 
 ホクリュウオウ 牡6青鹿60 田村 太雅北尾 龍典氏 森 秀行 米 Maccabee

Farms, LLC 488＋ 63：32．39 124．9�
（13頭）

売 得 金
単勝： 21，274，600円 複勝： 26，057，900円 枠連： 8，789，500円
馬連： 34，093，200円 馬単： 19，446，900円 ワイド： 25，735，700円
3連複： 54，518，000円 3連単： 83，139，900円 計： 273，055，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 180円 � 120円 枠 連（6－8） 800円

馬 連 �� 1，330円 馬 単 �� 1，770円

ワ イ ド �� 430円 �� 140円 �� 480円

3 連 複 ��� 870円 3 連 単 ��� 4，320円

票 数

単勝票数 計 212746 的中 � 77766（1番人気）
複勝票数 計 260579 的中 � 106169（1番人気）� 20276（4番人気）� 51284（2番人気）
枠連票数 計 87895 的中 （6－8） 8431（3番人気）
馬連票数 計 340932 的中 �� 19734（4番人気）
馬単票数 計 194469 的中 �� 8212（5番人気）
ワイド票数 計 257357 的中 �� 12227（5番人気）�� 62753（1番人気）�� 10943（7番人気）
3連複票数 計 545180 的中 ��� 46980（3番人気）
3連単票数 計 831399 的中 ��� 13929（9番人気）
上り 1マイル 1：47．2 4F 50．9－3F 37．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トワイライトタイム �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 More Than Ready デビュー 2017．12．9 阪神7着

2015．3．31生 牡6青鹿 母 レディトゥプリーズ 母母 Guilty Pleasure 障害：2戦1勝 賞金 9，900，000円
〔制裁〕 エイリアス号の騎手中村将之は，2周目2コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番）
〔その他〕 ケイアイネイビー号は，各障害を左側に斜飛したことについて障害調教注意。



09053 4月10日 晴 良 （3阪神2） 第5日 第5競走 ��
��1，800�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
1：48．5
1：47．6

重
重

59 ホッコーハナミチ 牡3鹿 56 浜中 俊北幸商事� 長谷川浩大 日高 川端 正博 468－ 41：53．0 13．1�
612 トーホウスザク 牡3栗 56 菱田 裕二東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 490± 01：53．1� 7．8�
714 ゴールドレガシー 牡3栗 56 和田 竜二�G1レーシング 平田 修 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B484－ 21：53．2� 5．1�
47 セファーラジエル 牡3鹿 56 福永 祐一 �サンデーレーシング 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム 520－ 21：53．3クビ 3．6�
11 スウィープザボード 牡3芦 56 川須 栄彦杉山 忠国氏 中尾 秀正 新ひだか 明治牧場 460－ 61：53．4� 30．9	
816 メガゴールド 牡3芦 56

53 ▲角田 大和合同会社小林英一
ホールディングス 須貝 尚介 日高 出口牧場 512－ 21：53．5� 18．2


611 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 444－ 41：53．71� 18．2�
12 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 464＋ 2 〃 クビ 47．3�
23 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 498－ 21：54．44 9．2
510 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 422－ 4 〃 アタマ 220．6�
713 サ ル マ ン 牡3芦 56 藤岡 康太吉田 晴哉氏 中尾 秀正 安平 追分ファーム 492－ 21：54．93 77．5�
48 コパノピッチング 牡3鹿 56 松若 風馬小林 祥晃氏 宮 徹 新冠 サンローゼン 484＋ 41：55．32 141．8�
35 ダンツトレノ 牡3青鹿56 松田 大作山元 哲二氏 本田 優 浦河 市川フアーム 460＋ 21：55．41 13．8�
36 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 478－ 21：56．67 18．7�
815 ヴィクトリオン 牡3鹿 56 池添 謙一菅原 広隆氏 羽月 友彦 日高 日高大洋牧場 504＋ 41：56．81� 71．2�
24 ポルタフォリオ 牡3鹿 56 大野 拓弥吉田 照哉氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 494－ 21：57．22� 7．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，950，000円 複勝： 66，395，700円 枠連： 14，013，400円
馬連： 69，541，100円 馬単： 26，309，000円 ワイド： 65，316，000円
3連複： 111，929，100円 3連単： 110，719，200円 計： 506，173，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，310円 複 勝 � 310円 � 290円 � 210円 枠 連（5－6） 3，670円

馬 連 �� 7，410円 馬 単 �� 15，560円

ワ イ ド �� 2，020円 �� 1，160円 �� 750円

3 連 複 ��� 11，460円 3 連 単 ��� 83，610円

票 数

単勝票数 計 419500 的中 � 25449（6番人気）
複勝票数 計 663957 的中 � 51738（6番人気）� 58033（5番人気）� 92044（2番人気）
枠連票数 計 140134 的中 （5－6） 2959（17番人気）
馬連票数 計 695411 的中 �� 7269（34番人気）
馬単票数 計 263090 的中 �� 1268（69番人気）
ワイド票数 計 653160 的中 �� 8061（29番人気）�� 14450（10番人気）�� 23215（4番人気）
3連複票数 計1119291 的中 ��� 7322（35番人気）
3連単票数 計1107192 的中 ��� 960（292番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．5―36．6―49．4―1：02．1―1：15．0―1：27．6―1：40．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．9―3F38．0
1
3
・（5，6）12，15，16，7，13（4，9）14，1（2，10）（3，8）－11・（5，6）12（16，15）（9，7）14，13（4，1）（2，8）3，10，11

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

勝馬の
紹 介

ホッコーハナミチ �
�
父 ホッコータルマエ �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2021．2．6 中京9着

2018．4．19生 牡3鹿 母 シーノットラブユー 母母 シ ー セ モ ア 4戦2勝 賞金 14，400，000円

09054 4月10日 晴 良 （3阪神2） 第5日 第6競走 ��
��1，200�3歳1勝クラス

発走12時50分 （芝・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
1：06．7
1：06．5

良
良

22 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 488＋ 21：08．4 4．9�
810 シゲルセンム 牝3黒鹿54 団野 大成森中 蕃氏 谷 潔 浦河 �川 啓一 448＋ 4 〃 クビ 6．5�
67 クインズセージ 牝3鹿 54 藤懸 貴志 �ケイアイスタリオン 小島 茂之 新冠 新冠橋本牧場 504－ 21：08．5クビ 13．3�
11 デルマカンノン 牝3鹿 54 福永 祐一浅沼 廣幸氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 448＋10 〃 クビ 3．3�
811� フ リ ー ド 牝3鹿 54 和田 竜二岡田 繁幸氏 西園 正都 愛 Lynch

Bages Ltd 502＋ 8 〃 クビ 4．9�
33 ニューアリオン 牡3鹿 56 藤岡 康太フィールドレーシング 新谷 功一 新ひだか タガミファーム 470－ 21：08．6	 44．4	
66 � レベルタウン 牡3栗 56 酒井 学ゴドルフィン 石橋 守 愛 Ringfort

Stud Ltd 506± 0 〃 ハナ 31．0

79 � スーパーウーパー 牝3芦 54 浜中 俊�キーファーズ 森 秀行 米 Calumet

Farm 450－ 41：09．66 7．9�
78 ココクラッシュ 牝3鹿 54

51 ▲小沢 大仁大塚 亮一氏 梅田 智之 浦河 辻 牧場 416－ 6 〃 ハナ 87．3�
55 シゲルホサヤク 牡3鹿 56 国分 恭介森中 蕃氏 服部 利之 浦河 三好牧場 454－121：09．7
 8．5
44 ルシャリーブル 牝3栗 54

51 ▲角田 大和�日進牧場 鈴木 孝志 浦河 日進牧場 426± 01：10．01	 99．1�
（11頭）

売 得 金
単勝： 36，190，700円 複勝： 58，118，400円 枠連： 9，608，300円
馬連： 59，458，500円 馬単： 25，341，900円 ワイド： 45，219，300円
3連複： 77，946，300円 3連単： 100，883，100円 計： 412，766，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 190円 � 210円 � 290円 枠 連（2－8） 630円

馬 連 �� 1，690円 馬 単 �� 2，340円

ワ イ ド �� 580円 �� 890円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 6，700円 3 連 単 ��� 26，870円

票 数

単勝票数 計 361907 的中 � 58098（3番人気）
複勝票数 計 581184 的中 � 86124（2番人気）� 75114（4番人気）� 46124（7番人気）
枠連票数 計 96083 的中 （2－8） 11644（2番人気）
馬連票数 計 594585 的中 �� 27228（7番人気）
馬単票数 計 253419 的中 �� 8107（6番人気）
ワイド票数 計 452193 的中 �� 20683（6番人気）�� 12997（13番人気）�� 9173（18番人気）
3連複票数 計 779463 的中 ��� 8713（27番人気）
3連単票数 計1008831 的中 ��� 2721（116番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．2―11．3―11．1―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．2―34．4―45．7―56．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．2―3F34．0
3 10，11（1，9）6（3，4，5，8）－7，2 4 10，11（1，9）（6，5，8）（3，7）2，4
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 5戦2勝 賞金 17，500，000円
〔制裁〕 スーパーウーパー号の騎手浜中俊は，3コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：6番）
※クインズセージ号・リプレーザ号・ルシャリーブル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



09055 4月10日 晴 良 （3阪神2） 第5日 第7競走 1，800�4歳以上1勝クラス
発走13時20分 （ダート・右）

牝；負担重量は，55�
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

810 ラフリッグフェル 牝4栗 55 福永 祐一 �社台レースホース寺島 良 千歳 社台ファーム 436－ 41：52．6 2．1�
55 ラボンダンス 牝4栗 55 池添 謙一�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 496－ 41：53．45 5．1�
33 スマイルガール 牝4鹿 55 古川 吉洋首藤 徳氏 宮 徹 新冠 シンユウフアーム 434± 01：53．93 4．2�
67 ラヴベローナ 牝6鹿 55 岩田 康誠菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 新冠橋本牧場 490－ 21：54．22 63．4�
22 ヤマカツパトリシア 牝4青 55 団野 大成山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 456± 01：54．41 10．2	
78 メタモルフォーゼ 牝4鹿 55 幸 英明�ノースヒルズ 渡辺 薫彦 新ひだか 土居牧場 446－ 41：54．72 8．6

811 メイショウカスガ 牝5栗 55

52 ▲小沢 大仁松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 信岡牧場 472＋ 81：54．9� 15．9�
44 フルートフルデイズ 牝4黒鹿 55

52 ▲角田 大和飯田 正剛氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 468± 0 〃 クビ 53．4�
79 アマノエリザベート 牝4栗 55 松若 風馬中村 孝氏 中竹 和也 浦河 丸村村下

ファーム 476－ 21：55．0� 103．1
11 アルタグラシア 牝4鹿 55 藤懸 貴志 �社台レースホース小林 真也 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452－ 61：55．63� 57．1�
66 � イチザティアラ 牝6黒鹿55 田中 健奈良﨑孝一郎氏 服部 利之 新ひだか 木下牧場 458－161：55．71 117．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 30，505，300円 複勝： 47，599，100円 枠連： 8，310，900円
馬連： 45，323，100円 馬単： 26，468，700円 ワイド： 37，944，200円
3連複： 66，300，300円 3連単： 119，289，100円 計： 381，740，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 130円 � 130円 枠 連（5－8） 540円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 690円

ワ イ ド �� 210円 �� 180円 �� 290円

3 連 複 ��� 610円 3 連 単 ��� 1，780円

票 数

単勝票数 計 305053 的中 � 115837（1番人気）
複勝票数 計 475991 的中 � 208687（1番人気）� 64371（3番人気）� 68054（2番人気）
枠連票数 計 83109 的中 （5－8） 11780（2番人気）
馬連票数 計 453231 的中 �� 67840（2番人気）
馬単票数 計 264687 的中 �� 28505（2番人気）
ワイド票数 計 379442 的中 �� 45793（2番人気）�� 57008（1番人気）�� 29032（3番人気）
3連複票数 計 663003 的中 ��� 81400（1番人気）
3連単票数 計1192891 的中 ��� 48566（2番人気）

ハロンタイム 13．0―11．5―13．4―12．7―12．8―12．4―12．2―11．9―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．5―37．9―50．6―1：03．4―1：15．8―1：28．0―1：39．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．2―3F36．8
1
3
10（6，11）（2，5）－3（4，8）（7，9）－1
10（6，11，5）2，8－3，4（7，9）－1

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

勝馬の
紹 介

ラフリッグフェル �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ウォーエンブレム デビュー 2019．7．6 函館7着

2017．2．4生 牝4栗 母 アンブルサイド 母母 レイクサイドカップ 14戦2勝 賞金 26，760，000円

09056 4月10日 晴 良 （3阪神2） 第5日 第8競走 1，400�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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

48 フェアレストアイル 牝4鹿 55 川田 将雅 �サンデーレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 448＋ 21：24．2 2．0�
12 トモジャアルマンド 牡4鹿 57 幸 英明吉冨 学氏 大根田裕之 浦河 丸村村下

ファーム 490－101：24．62� 14．1�
714 セカンドエフォート 牡8青鹿57 浜中 俊 �シルクレーシング 村山 明 安平 ノーザンファーム 510－ 61：24．81� 10．3�
816� サンデーパームス 牡4鹿 57

54 ▲小沢 大仁杉野 公彦氏 清水 久詞 浦河 ガーベラパー
クスタツド 478± 01：24．9� 38．2�

23 � ゼットセントラル �5黒鹿57 松若 風馬高橋 悦見氏 平田 修 新冠 小泉牧場 504－ 21：25．42� 23．4�
612 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± 0 〃 ハナ 5．4	
713 ル ー ア ン 牝5芦 55 太宰 啓介下河辺俊行氏 奥村 豊 日高 下河辺牧場 496＋ 31：25．5� 157．8

59 ダノンフォーチュン 牡6鹿 57 池添 謙一�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 518－ 8 〃 ハナ 55．4�
815 シャイニーズラン 牡4鹿 57 和田 竜二田畑 利彦氏 森田 直行 日高 浜本牧場 458－ 61：25．6� 23．9
47 � ムーンレース �4栗 57 古川 吉洋�レッドマジック高柳 大輔 日高 下河辺牧場 498± 01：25．7クビ 120．3�
36 ハクサンライラック 牝5栗 55 酒井 学河﨑 五市氏 飯田 雄三 浦河 �川 啓一 506＋ 2 〃 クビ 8．6�
611 スズカキング 牡4鹿 57 福永 祐一永井 啓弍氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 456－ 41：25．91	 7．4�
35 サルトアトランテ 牝5鹿 55 団野 大成 �シルクレーシング 田中 克典 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464－ 41：26．0クビ 67．9�
24 � ラインプレジャー 牡4鹿 57 中井 裕二大澤 繁昌氏 長谷川浩大 浦河 中脇 満 454－ 41：26．21	 370．6�
11 フ ィ ニ ア ル 牝4栗 55 川須 栄彦水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 452＋ 61：26．41� 411．9�
510 キララアモーレ 牝5栗 55

52 ▲角田 大和 �吉澤ホールディングス 今野 貞一 浦河 辻 牧場 480－ 41：27．03� 88．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 37，433，500円 複勝： 58，710，500円 枠連： 14，491，200円
馬連： 68，236，400円 馬単： 28，547，700円 ワイド： 57，642，800円
3連複： 104，011，700円 3連単： 117，350，200円 計： 486，424，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 150円 � 370円 � 220円 枠 連（1－4） 1，900円

馬 連 �� 1，670円 馬 単 �� 2，260円

ワ イ ド �� 730円 �� 540円 �� 2，050円

3 連 複 ��� 5，370円 3 連 単 ��� 18，240円

票 数

単勝票数 計 374335 的中 � 142636（1番人気）
複勝票数 計 587105 的中 � 127457（1番人気）� 32836（6番人気）� 67732（4番人気）
枠連票数 計 144912 的中 （1－4） 5882（9番人気）
馬連票数 計 682364 的中 �� 31599（5番人気）
馬単票数 計 285477 的中 �� 9473（6番人気）
ワイド票数 計 576428 的中 �� 20520（8番人気）�� 28610（5番人気）�� 6793（25番人気）
3連複票数 計1040117 的中 ��� 14524（17番人気）
3連単票数 計1173502 的中 ��� 4662（43番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．6―11．8―12．2―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―35．0―46．8―59．0―1：11．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フェアレストアイル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Rock of Gibraltar デビュー 2019．9．7 阪神1着

2017．4．21生 牝4鹿 母 スターアイル 母母 Isle de France 10戦2勝 賞金 30，882，000円



09057 4月10日 晴 良 （3阪神2） 第5日 第9競走 ��2，200�
せ ん り や ま

千 里 山 特 別
発走14時25分 （芝・右）

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 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：09．7

良
良

44 エ ヒ ト 牡4鹿 57 幸 英明平井 裕氏 森 秀行 日高 白井牧場 458＋ 22：11．3 3．3�
33 カ リ ン カ 牝6黒鹿55 団野 大成寺田 寿男氏 佐々木晶三 千歳 社台ファーム 430＋ 4 〃 ハナ 26．4�
67 エレヴァテッツァ 牝4鹿 55 福永 祐一 �サンデーレーシング 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490＋ 22：11．51� 3．4�
79 ミッキーメテオ 牡4鹿 57 川田 将雅野田みづき氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 494＋ 42：11．6� 3．0�
56 ストロングレヴィル 牡7黒鹿57 藤岡 康太村木 克子氏 堀 宣行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484－ 22：11．81 101．5�
710 ホウオウエクレール 牡4鹿 57 和田 竜二小笹 芳央氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 502＋10 〃 ハナ 20．7	
812 タイセイモンストル 牡4鹿 57 池添 謙一田中 成奉氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 478－ 4 〃 クビ 50．3

55 ジョウショームード 牡5黒鹿57 国分 恭介熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 五丸農場 446－ 22：11．9クビ 50．8�
11 ダディーズトリップ 牡5青 57 菱田 裕二田島 大史氏 杉山 晴紀 新冠 オリエント牧場 B450± 02：12．0� 14．1�
68 エレヴァルアスール 牡5黒鹿57 松若 風馬アスール 鈴木 孝志 新ひだか 石川 栄一 B502－ 42：12．31� 10．4�
22 サトノシリウス 牡6鹿 57 三浦 皇成 サトミホースカンパニー 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 490＋12 〃 クビ 36．5�
811� ジンゴイスト 牡6青鹿57 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 B504－ 62：13．04 129．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 43，899，700円 複勝： 64，969，700円 枠連： 15，594，600円
馬連： 93，123，300円 馬単： 37，515，600円 ワイド： 69，685，500円
3連複： 139，551，500円 3連単： 181，779，300円 計： 646，119，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 140円 � 430円 � 140円 枠 連（3－4） 3，460円

馬 連 �� 3，350円 馬 単 �� 4，470円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 270円 �� 1，180円

3 連 複 ��� 3，100円 3 連 単 ��� 18，840円

票 数

単勝票数 計 438997 的中 � 105226（2番人気）
複勝票数 計 649697 的中 � 141854（2番人気）� 25302（6番人気）� 148329（1番人気）
枠連票数 計 155946 的中 （3－4） 3490（12番人気）
馬連票数 計 931233 的中 �� 21537（11番人気）
馬単票数 計 375156 的中 �� 6283（15番人気）
ワイド票数 計 696855 的中 �� 15632（11番人気）�� 75561（2番人気）�� 13756（13番人気）
3連複票数 計1395515 的中 ��� 33757（8番人気）
3連単票数 計1817793 的中 ��� 6995（60番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―12．1―12．9―12．2―11．9―12．2―11．7―11．2―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．5―23．8―35．9―48．8―1：01．0―1：12．9―1：25．1―1：36．8―1：48．0―1：59．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エ ヒ ト �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．1．12 京都8着

2017．5．9生 牡4鹿 母 ヒ ー ラ 母母 セントフロンティア 12戦3勝 賞金 41，807，000円

09058 4月10日 晴 良 （3阪神2） 第5日 第10競走 ��1，800�
な ん ば

難波ステークス
発走15時00分 （芝・右・外）
4歳以上，3勝クラス，2．4．11以降3．4．4まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
賞 品

本 賞 12，750，000
12，750，000

円
円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円

付 加 賞 162，000
162，000

円
円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

44 スマートリアン 牝4鹿 54 池添 謙一大川 徹氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 476＋ 21：46．0 4．3�
811 ファルコニア 牡4鹿 56 川田 将雅 �社台レースホース高野 友和 千歳 社台ファーム 456＋ 2 〃 同着 2．0�
22 コマノウインクル 牡4黒鹿55 加藤 祥太長谷川芳信氏 庄野 靖志 むかわ 新井牧場 502＋ 21：46．1� 10．6�
79 � クリデュクール 牡7栗 56 団野 大成 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 516＋ 61：46．2� 11．1�
710 グランスピード 牡4鹿 56 福永 祐一ライオンレースホース� 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 524± 01：46．41� 8．8	
68 サンライズオネスト 牡4黒鹿55 幸 英明松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 ヤナガワ牧場 470± 0 〃 アタマ 9．8

33 シ フ ル マ ン 牡5芦 55 岩田 康誠�G1レーシング 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 510－ 8 〃 クビ 53．8�
55 シングフォーユー 牝5鹿 54 大野 拓弥 �社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム 476－ 61：46．6� 19．3�
67 カフジジュピター 牡5鹿 55 川須 栄彦加藤 守氏 矢作 芳人 新ひだか チャンピオンズファーム 460± 0 〃 クビ 171．0
11 パ ト リ ッ ク 牡5鹿 55 藤岡 康太 �カナヤマホール

ディングス 岡田 稲男 浦河 有限会社
松田牧場 480＋ 41：46．92 19．9�

812 サウンドバーニング 牡9鹿 52 和田 竜二増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム B438＋ 61：47．21� 244．9�
56 ダイワダグラス 牡5鹿 55 三浦 皇成大城 正一氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 500－ 81：47．73 92．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 63，315，600円 複勝： 92，900，900円 枠連： 19，363，300円
馬連： 120，794，000円 馬単： 52，153，800円 ワイド： 89，062，900円
3連複： 175，071，500円 3連単： 243，067，800円 計： 855，729，800円

払戻金・
給付金

単 勝 �
�

170円
120円 複 勝 �

�
150円
110円 � 190円 枠 連（4－8） 700円

馬 連 �� 700円 馬 単 ��
��

830円
490円

ワ イ ド �� 270円 ��
��

540円
380円

3 連 複 ��� 1，560円 3 連 単 ���
���

4，460円
2，610円

票 数

単勝票数 計 633156 的中 � 115140（2番人気）� 244357（1番人気）
複勝票数 計 929009 的中 � 137451（2番人気）� 294117（1番人気）� 91840（4番人気）
枠連票数 計 193633 的中 （4－8） 21410（2番人気）
馬連票数 計1207940 的中 �� 132757（1番人気）
馬単票数 計 521538 的中 �� 22679（5番人気）�� 40854（1番人気）
ワイド票数 計 890629 的中 �� 90970（1番人気）�� 38743（6番人気）�� 58427（3番人気）
3連複票数 計1750715 的中 ��� 84152（3番人気）
3連単票数 計2430678 的中 ��� 19634（21番人気）��� 33923（6番人気）

ハロンタイム 12．6―11．7―12．0―12．6―12．5―12．0―10．7―10．7―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．3―36．3―48．9―1：01．4―1：13．4―1：24．1―1：34．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．6―3F32．6
3 8，10（5，11）（4，12）（3，9）7，6，2－1 4 ・（8，10，11）（5，12）（4，9）（3，7）（6，2）－1

勝馬の
紹 介

スマートリアン �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2019．9．28 阪神8着

2017．5．12生 牝4鹿 母 スマートオーシャン 母母 Ocean Queen 10戦4勝 賞金 62，942，000円
ファルコニア �

�
父 ディープインパクト �

�
母父 Hawk Wing デビュー 2019．11．2 京都2着

2017．2．10生 牡4鹿 母 カ ン ビ ー ナ 母母 Await 10戦4勝 賞金 76，649，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



09059 4月10日 晴 良 （3阪神2） 第5日 第11競走 ��
��1，600�第64回サンケイスポーツ杯阪神牝馬ステークス（ＧⅡ）

発走15時35分 （芝・右・外）
牝，4歳以上；負担重量は，54�，2．4．11以降GⅠ競走1着馬2�増，GⅡ競走1着馬1�
増，2．4．10以前のGⅠ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

サンケイスポーツ賞（1着）
賞 品

本 賞 55，000，000円 22，000，000円 14，000，000円 8，300，000円 5，500，000円
付 加 賞 854，000円 244，000円 122，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．9
1：30．3

良
良

710 デ ゼ ル 牝4青鹿54 川田 将雅 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム 476－ 61：32．0 3．1�
44 マジックキャッスル 牝4鹿 54 大野 拓弥 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム 430－14 〃 クビ 4．3�
11 ドナウデルタ 牝5鹿 54 和田 竜二 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 450＋ 41：32．1クビ 24．1�
811 プールヴィル 牝5鹿 54 三浦 皇成吉田 照哉氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 456＋22 〃 クビ 24．3�
812 エ ー ポ ス 牝4栗 54 岩田 康誠 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 456－ 21：32．2� 23．8�
67 イ ベ リ ス 牝5鹿 54 酒井 学前田 幸治氏 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 482－ 21：32．31 6．5	
22 ギルデッドミラー 牝4鹿 54 池添 謙一 �シルクレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 480＋ 21：32．4	 8．7

33 ブランノワール 牝5鹿 54 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 472＋ 2 〃 クビ 14．5�
68 リアアメリア 牝4黒鹿55 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 492＋ 21：32．6� 4．5�
56 メイショウグロッケ 牝7鹿 54 浜中 俊松本 好氏 荒川 義之 浦河 まるとみ冨岡牧場 456－ 41：32．81	 55．7�
79 ロフティフレーズ 牝6黒鹿54 幸 英明水上ふじ子氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 466－ 41：33．12 129．4�
55 メジェールスー 牝6鹿 54 藤岡 康太太田珠々子氏 四位 洋文 新ひだか 藤原牧場 466± 01：33．2クビ 273．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 176，842，400円 複勝： 225，339，800円 枠連： 66，910，000円
馬連： 471，108，800円 馬単： 173，187，900円 ワイド： 308，933，100円
3連複： 782，524，100円 3連単： 1，082，319，200円 計： 3，287，165，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 170円 � 430円 枠 連（4－7） 680円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，240円

ワ イ ド �� 330円 �� 1，430円 �� 1，300円

3 連 複 ��� 4，550円 3 連 単 ��� 16，130円

票 数

単勝票数 計1768424 的中 � 443807（1番人気）
複勝票数 計2253398 的中 � 496917（1番人気）� 372701（2番人気）� 95574（7番人気）
枠連票数 計 669100 的中 （4－7） 75153（3番人気）
馬連票数 計4711088 的中 �� 533400（1番人気）
馬単票数 計1731879 的中 �� 104581（1番人気）
ワイド票数 計3089331 的中 �� 273320（1番人気）�� 51623（19番人気）�� 56869（17番人気）
3連複票数 計7825241 的中 ��� 128793（17番人気）
3連単票数 計10823192 的中 ��� 48618（51番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．6―35．1―47．1―58．8―1：09．5―1：20．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．9―3F33．2
3 7，12（1，6）2（3，11）－（4，10）（8，9）－5 4 7（12，6）1（2，11）3（10，9）（4，8）5

勝馬の
紹 介

デ ゼ ル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Le Havre デビュー 2020．3．15 阪神1着

2017．2．18生 牝4青鹿 母 アヴニールセルタン 母母 Puggy 7戦4勝 賞金 112，360，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりデゼル号は，ヴィクトリアマイル（GⅠ）競走に優先出走できる。

09060 4月10日 晴 良 （3阪神2） 第5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

47 シャイニーブランコ 牡5芦 57 川田 将雅小林 昌志氏 小林 真也 平取 雅 牧場 450＋ 41：11．5 2．4�
48 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 540＋ 2 〃 アタマ 29．1�
611� ラホーヤノキセキ 牡7青鹿 57

54 ▲小沢 大仁 �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 496－10 〃 アタマ 22．8�

24 � ビッグデータ 牡6鹿 57 福永 祐一寺田千代乃氏 昆 貢 日高 日高大洋牧場 B438± 01：11．81� 45．3�
36 アッティーヴォ 牡7栗 57 幸 英明奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 大典牧場 460＋ 21：12．11� 66．6�
816 ニホンピロランド 牡5鹿 57 田中 健小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 496－ 81：12．2� 5．9	
59 ヴァリアント 牡5青鹿57 池添 謙一 �カナヤマホール

ディングス 茶木 太樹 新冠 守矢牧場 490± 0 〃 クビ 15．8

714 ディモールト 牡4黒鹿 57

54 ▲角田 大和市川義美ホール
ディングス� 角田 晃一 新ひだか フジワラフアーム 510± 01：12．3� 10．4�

23 サ ヴ ァ イ ヴ 牡4青 57 団野 大成中村 忠彦氏 清水 久詞 新冠 株式会社
ノースヒルズ 474＋ 41：12．4クビ 94．8�

713� ヘイセイメジャー 牡4黒鹿57 岩田 康誠菅藤 宗一氏 木原 一良 平取 清水牧場 480－ 4 〃 アタマ 36．2
510 ゴールデンチョイス 牡5青鹿57 菱田 裕二田島榮二郎氏 武藤 善則 新ひだか 元茂牧場 B470－ 21：12．72 131．3�
35 	 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 458＋ 21：12．8クビ 10．4�
12 メイショウメイリン 牡5黒鹿57 酒井 学松本 好雄氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 466－ 41：13．01
 272．9�
612 グレートバニヤン 牡5鹿 57 松若 風馬 �キャロットファーム 牧田 和弥 新冠 松浦牧場 548－ 41：13．1� 48．4�
815 レ ジ ェ モ ー 牝4鹿 55 中井 裕二吉田 照哉氏 杉山 佳明 千歳 社台ファーム 432－121：13．31
 187．7�
11 エイシンバッカス 牡4栗 57 和田 竜二�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 470＋ 61：14．36 4．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 70，630，000円 複勝： 91，349，300円 枠連： 25，598，700円
馬連： 157，601，200円 馬単： 58，597，800円 ワイド： 109，420，700円
3連複： 230，404，700円 3連単： 276，383，000円 計： 1，019，985，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 600円 � 460円 枠 連（4－4） 2，300円

馬 連 �� 2，110円 馬 単 �� 2，910円

ワ イ ド �� 650円 �� 1，130円 �� 6，850円

3 連 複 ��� 16，920円 3 連 単 ��� 47，980円

票 数

単勝票数 計 706300 的中 � 232788（1番人気）
複勝票数 計 913493 的中 � 232428（1番人気）� 31034（8番人気）� 42247（7番人気）
枠連票数 計 255987 的中 （4－4） 8614（10番人気）
馬連票数 計1576012 的中 �� 57685（7番人気）
馬単票数 計 585978 的中 �� 15069（7番人気）
ワイド票数 計1094207 的中 �� 45370（5番人気）�� 24816（11番人気）�� 3890（55番人気）
3連複票数 計2304047 的中 ��� 10207（50番人気）
3連単票数 計2763830 的中 ��� 4176（145番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―11．3―11．4―12．6―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．0―34．3―45．7―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シャイニーブランコ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．10．6 京都12着

2016．2．9生 牡5芦 母 クリスタルコースト 母母 プラチナウェーブ 20戦3勝 賞金 39，047，000円
〔制裁〕 レジェモー号の騎手中井裕二は，3コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：14番・11番）
※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 タイガーサイレンス号



（3阪神2）第5日 4月10日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 164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

289，530，000円
11，230，000円
24，260，000円
1，980，000円
34，730，000円
70，331，500円
5，481，000円
1，574，400円

勝馬投票券売得金
618，195，700円
922，812，200円
211，213，000円
1，266，586，200円
521，289，500円
939，680，200円
1，967，955，900円
2，606，613，100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 9，054，345，800円

総入場人員 2，471名 （有料入場人員 2，303名）
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