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09061 4月11日 晴 良 （3阪神2） 第6日 第1競走 1，200�3歳未勝利
発走10時05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
1：08．8
1：08．5

重
重

22 セイウンノウヒメ 牝3青 54 幸 英明西山 茂行氏 新谷 功一 浦河 �川 啓一 452＋ 21：13．0 10．7�
35 ゴールドフィンガー 牝3栗 54 水口 優也山上 和良氏 岡田 稲男 新ひだか 前谷 武志 444＋ 81：13．31� 7．5�
815 シャスティーナ 牝3鹿 54 田中 健 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 470－ 21：13．72 11．5�
712 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 420＋ 4 〃 クビ 2．0�
58 タツリュウオー 牝3黒鹿54 団野 大成�しょうじ 加用 正 新ひだか 城地牧場 434－ 41：13．91� 166．4	
46 ド ロ ー ム 牝3芦 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 飯田 雄三 浦河 荻伏三好フ

アーム 466± 01：14．32� 7．1

59 フォアラドゥング 牝3黒鹿54 和田 竜二一村 哲也氏 森 秀行 日高 高山牧場 442＋ 21：14．51� 34．4�
23 タガノアクトリス 牝3青鹿54 C．ルメール 八木 良司氏 奥村 豊 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 478＋ 2 〃 ハナ 14．2�
47 マラムレシュ 牝3鹿 54 岩田 望来水上 行雄氏 石坂 公一 浦河 笠松牧場 412－121：14．6� 322．5
34 ライズンシャイン 牝3栗 54 浜中 俊�下河辺牧場 岡田 稲男 日高 下河辺牧場 490－ 81：14．8� 66．7�
11 ムニショネッテ 牝3鹿 54 森 裕太朗森田 藤治氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 424－ 21：15．22� 27．8�
713 シ ゲ ル リ ジ 牝3鹿 54 松田 大作森中 蕃氏 五十嵐忠男 日高 日高大洋牧場 454－ 21：15．31 7．6�
611 ニホンピロセレーネ 牝3黒鹿54 和田 翼小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 386＋ 61：17．2大差 326．3�
814 ム カ ル ナ ス 牝3栗 54 松若 風馬中村 智幸氏 高柳 大輔 新ひだか ケイアイファーム 406－ 41：17．83� 356．8�
610 リッカルーフ 牝3芦 54 酒井 学立花 幸雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 西村牧場 416－ 21：19．07 281．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 38，668，900円 複勝： 66，770，900円 枠連： 12，525，100円
馬連： 70，278，500円 馬単： 29，347，100円 ワイド： 59，219，800円
3連複： 103，635，600円 3連単： 113，875，500円 計： 494，321，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，070円 複 勝 � 300円 � 260円 � 410円 枠 連（2－3） 2，010円

馬 連 �� 3，600円 馬 単 �� 8，120円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 1，920円 �� 1，670円

3 連 複 ��� 15，670円 3 連 単 ��� 114，030円

票 数

単勝票数 計 386689 的中 � 28749（5番人気）
複勝票数 計 667709 的中 � 59238（5番人気）� 71131（4番人気）� 39888（6番人気）
枠連票数 計 125251 的中 （2－3） 4815（9番人気）
馬連票数 計 702785 的中 �� 15090（13番人気）
馬単票数 計 293471 的中 �� 2709（27番人気）
ワイド票数 計 592198 的中 �� 14330（13番人気）�� 7853（22番人気）�� 9081（19番人気）
3連複票数 計1036356 的中 ��� 4958（50番人気）
3連単票数 計1138755 的中 ��� 724（305番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―12．1―12．7―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．4―35．5―48．2―1：00．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セイウンノウヒメ �
�
父 トゥザグローリー �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2020．6．7 阪神7着

2018．4．17生 牝3青 母 ハイノリッジ 母母 ゴールドグレース 11戦1勝 賞金 6，380，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ニホンピロセレーネ号・ムカルナス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年5月

11日まで平地競走に出走できない。
リッカルーフ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年6月11日まで平地競走に
出走できない。

※出走取消馬 アピールデザイン号（疾病〔左後肢跛行〕のため）
※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） 3頭 アイファーラクーン号・テンシノエア号・プレイラピーダ号
（非抽選馬） 4頭 タマモポラリス号・ネッダ号・フィーネ号・ラブムーン号

09062 4月11日 晴 良 （3阪神2） 第6日 第2競走 1，400�3歳未勝利
発走10時35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

46 サトノテンペスト 牡3黒鹿56 太宰 啓介 �サトミホースカンパニー 高橋 亮 日高 下河辺牧場 B498＋ 41：25．2 5．8�
815 バ ン ベ ル ク 牡3鹿 56 横山 和生 �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 472± 01：25．62� 3．8�
713 スカイドゥエラー 牡3青鹿56 高倉 稜 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 杉山 晴紀 日高 広富牧場 B458－ 61：25．92 5．7�
23 スズカエアベル 牡3鹿 56 横山 武史永井 啓弍氏 高橋 義忠 平取 稲原牧場 462 ― 〃 ハナ 83．4�
712 ダイメイイースター 牝3黒鹿54 福永 祐一宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 448＋ 21：26．0クビ 3．5	
611 プロサングエ 牡3黒鹿56 C．ルメール 山本 律氏 高柳 大輔 浦河 近藤牧場 498＋ 4 〃 アタマ 6．4

47 チョウワイルド 牡3黒鹿56 国分 恭介丸山 隆雄氏 田中 克典 新ひだか オギオギ牧場 476－ 41：26．53 319．9�
35 コマノルヴァン 牝3栗 54

51 ▲角田 大和長谷川芳信氏 庄野 靖志 むかわ 新井牧場 452＋161：26．6� 186．5�
58 メモリーアンクル 牡3鹿 56 古川 吉洋�シンザンクラブ 松永 幹夫 浦河 谷川牧場 466 ―1：26．7クビ 63．7
610 メイショウゴウホウ 牡3黒鹿56 酒井 学松本 好雄氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 506－ 8 〃 クビ 15．4�
814 ヘネラリーフェ 牝3栗 54 和田 竜二森田 藤治氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 446－141：27．34 11．7�
59 モズサミット 牡3黒鹿56 団野 大成 �キャピタル・システム 牧浦 充徳 日高 前野牧場 494 ―1：27．5� 140．0�
34 タマモナセバナル 牡3栗 56 和田 翼タマモ� 大橋 勇樹 新ひだか 泊 寿幸 460± 01：27．92� 318．0�
22 ワンダーイデア 牡3栗 56 小崎 綾也山本 能成氏 牧田 和弥 浦河 グラストレーニ

ングセンター 482 ―1：29．49 155．0�
11 バリエンテレオン 牡3栗 56 幸 英明服部 統祥氏 宮本 博 新ひだか チャンピオンズファーム 454＋141：29．5� 110．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 27，872，600円 複勝： 43，375，200円 枠連： 9，789，700円
馬連： 48，930，200円 馬単： 22，542，600円 ワイド： 37，576，800円
3連複： 73，694，300円 3連単： 86，036，400円 計： 349，817，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 170円 � 160円 � 170円 枠 連（4－8） 1，080円

馬 連 �� 1，360円 馬 単 �� 3，100円

ワ イ ド �� 540円 �� 540円 �� 490円

3 連 複 ��� 2，510円 3 連 単 ��� 17，410円

票 数

単勝票数 計 278726 的中 � 37960（4番人気）
複勝票数 計 433752 的中 � 65576（5番人気）� 74678（2番人気）� 65634（4番人気）
枠連票数 計 97897 的中 （4－8） 6999（6番人気）
馬連票数 計 489302 的中 �� 27699（5番人気）
馬単票数 計 225426 的中 �� 5451（13番人気）
ワイド票数 計 375768 的中 �� 17557（8番人気）�� 17718（7番人気）�� 19734（5番人気）
3連複票数 計 736943 的中 ��� 21939（8番人気）
3連単票数 計 860364 的中 ��� 3581（59番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．9―12．1―12．3―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．7―35．6―47．7―1：00．0―1：12．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サトノテンペスト �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Street Cry デビュー 2020．10．31 京都8着

2018．4．10生 牡3黒鹿 母 ガスパリライン 母母 Boca Grande 5戦1勝 賞金 7，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ワンダーイデア号・バリエンテレオン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年5月

11日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 グランデステラ号（疾病〔左前肢フレグモーネ〕のため）
※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。
（非抽選馬） 7頭 ギレルモ号・ツウカイアペックス号・ヒドゥンジェム号・ブートニエール号・マンヌポルト号・ミケーレ号・

ラキエスヴィブロ号

第２回 阪神競馬 第６日



09063 4月11日 晴 良 （3阪神2） 第6日 第3競走 ��2，000�3歳未勝利
発走11時05分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
2：01．0
2：01．0

不良
不良

69 ルージュジャドール 牝3鹿 54 吉田 隼人 �東京ホースレーシング 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 430－102：09．0 94．7�
45 エルディアブロ 牡3黒鹿56 団野 大成 �社台レースホース佐々木晶三 千歳 社台ファーム 446± 02：09．32 4．4�
33 � コーズウェイヘッド 牝3栗 54 藤岡 康太ゴドルフィン �島 一歩 米 Hartley/De Renzo

Thoroughbreds 488－102：09．5� 5．0�
812 シダデカサドール 牡3鹿 56 小崎 綾也一村 哲也氏 小崎 憲 日高 高山牧場 474± 0 〃 クビ 12．6�
68 アンクルダッシュ 牡3栗 56 国分 恭介塚本 能交氏 高橋 亮 日高 竹島 幸治 476＋ 22：10．35 12．9	
11 キーストーリー 牡3青 56 古川 吉洋北前孔一郎氏 宮 徹 日高 クリアファーム 472－102：10．72 51．5

57 ワンダースパイン 牡3黒鹿56 小牧 太山本 能成氏 笹田 和秀 浦河 藤春 修二 488－ 2 〃 クビ 20．2�
711 ラ ン ツ ァ 牡3黒鹿56 川島 信二�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 平山牧場 476＋ 22：10．8クビ 230．3�
813 フレディアーノ 牡3鹿 56 松若 風馬吉田 晴哉氏 高橋 義忠 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 528± 02：12．28 28．0
56 ヴ ェ ラ ー ト �3栗 56 幸 英明宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 富田牧場 506＋ 62：12．94 2．0�
44 アプロフォンディ 牡3栗 56 松田 大作槙 和美氏 清水 久詞 新冠 カミイスタット B468－ 22：14．39 43．3�
710 サントアマミー 牝3青鹿 54

51 ▲角田 大和�タイヘイ牧場 中竹 和也 新ひだか タイヘイ牧場 438－ 22：15．47 29．8�
（12頭）

22 � スズカファラオ 牡3鹿 54 福永 祐一永井 啓弍氏 橋田 満 豪 Dr DJ
O’Brien ― ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 31，554，800円 複勝： 41，966，300円 枠連： 7，076，100円
馬連： 43，419，300円 馬単： 23，869，600円 ワイド： 36，948，900円
3連複： 64，365，200円 3連単： 103，786，300円 計： 352，986，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 9，470円 複 勝 � 2，020円 � 180円 � 220円 枠 連（4－6） 1，950円

馬 連 �� 19，460円 馬 単 �� 47，860円

ワ イ ド �� 4，730円 �� 7，140円 �� 560円

3 連 複 ��� 37，070円 3 連 単 ��� 498，310円

票 数

単勝票数 差引計 315548（返還計 2799） 的中 � 2665（11番人気）
複勝票数 差引計 419663（返還計 703） 的中 � 3955（11番人気）� 73780（2番人気）� 53508（3番人気）
枠連票数 差引計 70761（返還計 777） 的中 （4－6） 2806（8番人気）
馬連票数 差引計 434193（返還計 3675） 的中 �� 1729（35番人気）
馬単票数 差引計 238696（返還計 1729） 的中 �� 374（74番人気）
ワイド票数 差引計 369489（返還計 2138） 的中 �� 1929（36番人気）�� 1271（44番人気）�� 18552（5番人気）
3連複票数 差引計 643652（返還計 9410） 的中 ��� 1302（74番人気）
3連単票数 差引計1037863（返還計 12093） 的中 ��� 151（643番人気）

ハロンタイム 12．9―11．1―11．9―14．0―13．3―12．7―13．0―13．1―13．2―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．0―35．9―49．9―1：03．2―1：15．9―1：28．9―1：42．0―1：55．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．1―3F40．1
1
3
3（1，6，12）－（4，7，8）（5，10）9（11，13）・（3，6，12）（1，8）10，9，5，13－4，7，11

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

勝馬の
紹 介

ルージュジャドール �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．11．8 東京12着

2018．2．11生 牝3鹿 母 レッドカチューシャ 母母 デルモニコキャット 4戦1勝 賞金 5，100，000円
〔出走取消〕 スズカファラオ号は，疾病〔右前肢挫創〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サントアマミー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年5月11日まで平地競走

に出走できない。

09064 4月11日 晴 良 （3阪神2） 第6日 第4競走 ��1，400�3歳未勝利
発走11時35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
1：19．2
1：19．0

良
良

713 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 434－ 41：20．6 4．7�
59 ジューンブルーム 牝3栗 54 団野 大成吉川 潤氏 宮本 博 浦河 高昭牧場 462＋ 41：20．7� 13．9�
36 スカーレットジンク 牡3芦 56 浜中 俊�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム 456－ 2 〃 クビ 3．9�
612 ヴ ァ ト レ ニ �3鹿 56 中井 裕二野田 政義氏 長谷川浩大 新ひだか フジワラフアーム 444－ 61：20．8クビ 16．0�
11 カフジアマリージャ 牝3栗 54 古川 吉洋加藤 守氏 木原 一良 新ひだか タイヘイ牧場 428－ 41：21．01� 9．8�
816 ゴールドフライト 牡3鹿 56 池添 謙一加藤 充彦氏 坂口 智康 浦河 笹島 政信 B478＋ 21：21．32 3．7	
24 スナークシュンソウ 牡3黒鹿56 小崎 綾也杉本 豊氏 野中 賢二 新冠 小泉牧場 510 ―1：21．41 236．5

35 タガノジョリーン 牝3栗 54 和田 竜二八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 426 ―1：21．71� 175．0�
48 シュトゥルーデル 牝3芦 54 松若 風馬金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 422＋ 4 〃 クビ 5．3
714 フ ェ ラ ー ラ 牝3鹿 54 丸田 恭介北山 敏�氏 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 410± 01：21．8� 364．8�
510 バンテージポイント 牡3鹿 56 岩田 望来 �Gリビエール・

レーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 492 ―1：22．01� 38．6�
817	 メイショウシルト 牡3青鹿56 幸 英明松本 好雄氏 河内 洋 仏 Mr Patrick

Chedeville 462－141：22．1� 97．2�
611 アイトネテーラー 牝3鹿 54 和田 翼中西 浩一氏 石橋 守 新冠 パカパカ

ファーム 440 ―1：22．42 307．4�
47 トレジャーバローズ 牡3鹿 56

53 ▲角田 大和猪熊 広次氏 角田 晃一 日高 下河辺牧場 442 ―1：22．5� 54．1�
715 エ ッ セ ン ス 牝3栗 54 松田 大作本間 茂氏 本田 優 平取 二風谷ファーム 482＋101：23．56 279．8�
12 グ リ ー ジ ャ 牝3芦 54 福永 祐一窪田 芳郎氏 四位 洋文 平取 坂東牧場 486 ―1：23．6� 67．2�
818 ジャルベラロッサ 牝3栗 54 酒井 学 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 畑端 省吾 浦河 高岸 順一 404 ―1：24．02� 193．4�
23 ダノンピッコロ 牝3栗 54 横山 和生�ダノックス 安田 翔伍 浦河 有限会社

吉田ファーム 386 ―1：24．42� 239．4�
（18頭）

売 得 金
単勝： 43，969，000円 複勝： 66，660，700円 枠連： 11，981，400円
馬連： 68，946，100円 馬単： 28，664，900円 ワイド： 56，932，700円
3連複： 96，785，900円 3連単： 109，207，600円 計： 483，148，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 190円 � 310円 � 160円 枠 連（5－7） 2，100円

馬 連 �� 3，480円 馬 単 �� 5，570円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 440円 �� 740円

3 連 複 ��� 4，520円 3 連 単 ��� 23，430円

票 数

単勝票数 計 439690 的中 � 73840（3番人気）
複勝票数 計 666607 的中 � 96184（4番人気）� 45077（7番人気）� 128129（2番人気）
枠連票数 計 119814 的中 （5－7） 4419（9番人気）
馬連票数 計 689461 的中 �� 15348（15番人気）
馬単票数 計 286649 的中 �� 3855（24番人気）
ワイド票数 計 569327 的中 �� 13270（17番人気）�� 35130（4番人気）�� 19332（9番人気）
3連複票数 計 967859 的中 ��� 16046（19番人気）
3連単票数 計1092076 的中 ��� 3378（84番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．1―11．2―11．4―11．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．9―34．0―45．2―56．6―1：08．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F35．4
3 12，13，16（6，17）15（2，1，9）（5，7，18）（4，14，8）－10，11＝3 4 12，13，16（6，17）9，1，15（5，7）（4，14，18，8）2，10－11＝3

勝馬の
紹 介

タイセイグラシア �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2021．2．20 小倉9着

2018．4．29生 牝3黒鹿 母 インプレスゴールド 母母 ビューティフルゴールド 3戦1勝 賞金 6，400，000円
〔制裁〕 トレジャーバローズ号の騎手角田大和は，3コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジャルベラロッサ号・ダノンピッコロ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年5月

11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 トリプルフォー号・ピエナパプリカ号・フランクエトワール号



09065 4月11日 晴 良 （3阪神2） 第6日 第5競走 ��1，800�4歳以上1勝クラス
発走12時25分（番組第6競走を順序変更） （ダート・右）

負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

11 ジ ロ ー 牡4鹿 57 C．ルメール 杉野 公彦氏 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 476＋ 61：53．0 3．0�
44 マジックスピーチ 牡4黒鹿57 藤岡 佑介前田 幸治氏 飯田 祐史 浦河 日の出牧場 478＋101：53．1� 2．5�
66 レッドレビン 牡4鹿 57 横山 典弘 �東京ホースレーシング 昆 貢 浦河 富田牧場 B510－ 41：53．3� 6．2�
77 � ラヴィータエベラ 牡4黒鹿57 団野 大成平井 裕氏 田中 克典 日高 白井牧場 510± 0 〃 アタマ 15．8�
22 リアルシング 牡4黒鹿 57

54 ▲角田 大和 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 522－101：53．51� 23．2�

55 � ラヴネヴァーエンズ 牡4黒鹿57 横山 和生ゴドルフィン 安田 翔伍 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 526－151：53．6� 4．1	

33 � サクラサーブル 牡4黒鹿57 和田 竜二�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 520－ 21：55．210 100．5

（7頭）

売 得 金
単勝： 37，703，200円 複勝： 34，538，100円 枠連： 発売なし
馬連： 47，558，500円 馬単： 28，937，400円 ワイド： 29，258，300円
3連複： 62，089，300円 3連単： 157，424，300円 計： 397，509，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 130円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 330円 馬 単 �� 750円

ワ イ ド �� 150円 �� 180円 �� 160円

3 連 複 ��� 310円 3 連 単 ��� 1，360円

票 数

単勝票数 計 377032 的中 � 100196（2番人気）
複勝票数 計 345381 的中 � 83554（2番人気）� 115519（1番人気）
馬連票数 計 475585 的中 �� 108448（1番人気）
馬単票数 計 289374 的中 �� 28754（2番人気）
ワイド票数 計 292583 的中 �� 54199（1番人気）�� 39048（3番人気）�� 43626（2番人気）
3連複票数 計 620893 的中 ��� 147032（1番人気）
3連単票数 計1574243 的中 ��� 83471（2番人気）

ハロンタイム 13．0―11．7―13．5―12．6―12．7―12．4―12．3―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．7―38．2―50．8―1：03．5―1：15．9―1：28．2―1：40．2

コーナー
通過順位

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

2
4
7，1（3，5）2－4－6
7（1，5）（2，4）（3，6）

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ジ ロ ー �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2019．10．5 京都6着

2017．2．26生 牡4鹿 母 オッティマルーチェ 母母 Leading Light 16戦2勝 賞金 28，820，000円

09066 4月11日 晴 良 （3阪神2） 第6日 第6競走 1，400�3歳1勝クラス
発走12時55分（番組第5競走を順序変更） （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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

23 フルヴォート 牡3鹿 56 川田 将雅 �キャロットファーム 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 492－ 41：24．4 1．7�
510 イフティファール 牡3黒鹿56 横山 武史�ノースヒルズ 大久保龍志 新ひだか 飛野牧場 474± 01：24．6� 23．3�
816 ロ ー ウ ェ ル 牡3黒鹿56 団野 大成 �シルクレーシング 斉藤 崇史 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 536－ 81：24．81� 8．1�
48 ラ ル フ 牡3栗 56 川島 信二�GET NEXT 荒川 義之 新冠 須崎牧場 484－ 41：25．54 46．4�
713 レディステディゴー 牡3鹿 56 中井 裕二 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム 502－ 61：25．6� 18．3	
815 スカーレットスカイ 牝3栗 54 国分 恭介ゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 460－ 4 〃 クビ 25．6

11 キタノインディ 牡3鹿 56 森 裕太朗北所 直人氏 吉田 直弘 日高 シンボリ牧場 450－ 61：26．13 138．4�
35 トーセンインディゴ 牡3鹿 56 田辺 裕信島川 �哉氏 田村 康仁 日高 有限会社 エ

スティファーム 468± 01：26．2クビ 42．1
47 メイショウマンサク 牝3鹿 54 太宰 啓介松本 好�氏 石橋 守 安平 �橋本牧場 518－ 41：26．3� 7．1�
714 ビーアイフェリペ 牡3栗 56 岩田 康誠馬場 祥晃氏 新谷 功一 新ひだか タガミファーム 508－ 11：26．72� 21．1�
24 スカリーワグ 牡3栗 56 岩田 望来 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤原 英昭 新冠 長浜牧場 508＋ 41：27．23 10．8�
12 バイシクルキック 牡3鹿 56

53 ▲角田 大和�GET NEXT 栗田 徹 新冠 パカパカ
ファーム 464± 01：28．15 384．7�

611 トーカイキング 牡3栗 56 吉田 隼人田畑 富子氏 茶木 太樹 新冠 ハクツ牧場 436－ 4 〃 ハナ 27．7�
36 ハイモビリティ 牡3黒鹿56 松若 風馬竹下 浩一氏 矢作 芳人 安平 ゼットステーブル 496－ 41：28．31� 84．0�
59 クラーロイメル 牝3青鹿54 池添 謙一ケーエスHD 高橋 義忠 新ひだか 前谷 武志 444＋ 41：33．0大差 127．7�
612 メイショウサトワ 牡3黒鹿56 藤岡 佑介松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 三嶋牧場 514± 0 （競走中止） 26．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 57，419，800円 複勝： 91，053，400円 枠連： 16，692，000円
馬連： 84，881，400円 馬単： 42，496，900円 ワイド： 79，407，200円
3連複： 138，296，600円 3連単： 178，112，400円 計： 688，359，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 420円 � 230円 枠 連（2－5） 1，150円

馬 連 �� 1，800円 馬 単 �� 2，130円

ワ イ ド �� 740円 �� 370円 �� 2，160円

3 連 複 ��� 4，260円 3 連 単 ��� 13，660円

票 数

単勝票数 計 574198 的中 � 258328（1番人気）
複勝票数 計 910534 的中 � 348980（1番人気）� 34945（6番人気）� 77549（4番人気）
枠連票数 計 166920 的中 （2－5） 11226（6番人気）
馬連票数 計 848814 的中 �� 36399（6番人気）
馬単票数 計 424969 的中 �� 14942（5番人気）
ワイド票数 計 794072 的中 �� 26940（6番人気）�� 61242（2番人気）�� 8626（24番人気）
3連複票数 計1382966 的中 ��� 24298（10番人気）
3連単票数 計1781124 的中 ��� 9453（25番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．7―12．0―12．3―12．6―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
11．9―22．5―34．2―46．2―58．5―1：11．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フルヴォート �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2020．10．3 中京3着

2018．2．22生 牡3鹿 母 リーチコンセンサス 母母 インディスユニゾン 4戦2勝 賞金 16，200，000円
〔競走中止〕 メイショウサトワ号は，競走中に異常歩様となったため最後の直線コースで競走中止。
〔調教再審査〕 メイショウサトワ号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クラーロイメル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年5月11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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 サステナブル号・ジョディーズマロン号・ヤマニンビオローネ号・リプレーザ号・ルシャリーブル号・

ワキノクイーン号



09067 4月11日 晴 良 （3阪神2） 第6日 第7競走 ��
��1，600�4歳以上2勝クラス

発走13時25分 （芝・右・外）
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
1：31．9
1：30．3

良
良

88 ロードシャムロック 牡4鹿 57 川田 将雅 �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 510＋101：32．2 2．2�
55 ペールエール 牡4栗 57 横山 和生林 正道氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 510－ 41：32．41� 4．2�
77 セ ン ト ウ ル 牡5黒鹿57 C．ルメール 中西 宏彰氏 森 秀行 新ひだか タイヘイ牧場 476－ 2 〃 クビ 7．1�
44 セウラサーリ 牝4鹿 55 和田 竜二�G1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 466＋ 41：32．5	 6．5�
11 
 ア ト ミ カ 牝6鹿 55 横山 武史東堂レーシング 笹田 和秀 新ひだか フジワラフアーム 450－ 41：32．92 35．4�
22 スペードエース 牡4鹿 57 福永 祐一 	シルクレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 458＋ 41：33．01 6．8

66 アナザーラブソング 牡5栗 57 団野 大成市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 新ひだか フジワラフアーム 490－ 21：33．1� 12．6�
89 リュクスポケット 牡6栗 57 藤岡 佑介田畑 憲士氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 522± 01：33．2� 53．5�

（8頭）
33 サンディレクション 牡5鹿 57 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 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 50，668，200円 複勝： 59，930，400円 枠連： 7，723，700円
馬連： 71，719，600円 馬単： 38，384，400円 ワイド： 56，426，500円
3連複： 91，768，800円 3連単： 173，969，900円 計： 550，591，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 130円 � 180円 枠 連（5－8） 410円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 690円

ワ イ ド �� 210円 �� 280円 �� 580円

3 連 複 ��� 1，170円 3 連 単 ��� 3，690円

票 数

単勝票数 計 506682 的中 � 183465（1番人気）
複勝票数 計 599304 的中 � 165507（1番人気）� 118636（2番人気）� 64034（6番人気）
枠連票数 計 77237 的中 （5－8） 14517（1番人気）
馬連票数 計 717196 的中 �� 117163（1番人気）
馬単票数 計 383844 的中 �� 41571（1番人気）
ワイド票数 計 564265 的中 �� 76164（1番人気）�� 51460（2番人気）�� 21332（12番人気）
3連複票数 計 917688 的中 ��� 58571（4番人気）
3連単票数 計1739699 的中 ��� 34103（5番人気）

ハロンタイム 13．1―11．1―11．2―11．7―11．8―10．7―11．1―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．1―24．2―35．4―47．1―58．9―1：09．6―1：20．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．1―3F33．3
3 ・（7，2）（4，8）6，5，9－1 4 ・（7，2）（4，8，6）5，9，1

勝馬の
紹 介

ロードシャムロック 
�
父 ロードカナロア 

�
母父 Hard Spun デビュー 2019．11．10 京都7着

2017．3．2生 牡4鹿 母 スピニングワイルドキャット 母母 Hollywood Wildcat 11戦3勝 賞金 36，360，000円
〔出走取消〕 サンディレクション号は，疾病〔左後肢跛行〕のため出走取消。

09068 4月11日 晴 良 （3阪神2） 第6日 第8競走 ��1，800�
す い た

吹 田 特 別
発走13時55分 （ダート・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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

77 メイショウドヒョウ 牡4栗 57 和田 竜二松本 好雄氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 484± 01：52．1 8．9�
44 サンレイファイト 牡5栗 57 団野 大成永井 啓弍氏 茶木 太樹 平取 びらとり牧場 470＋ 61：52．73� 13．4�
89 ダ ッ チ マ ン �4青鹿57 松若 風馬小田切 光氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 450＋ 61：52．91� 4．9�
11 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＋ 41：53．43 6．9�
810 ザプラウドワンズ �5鹿 57 太宰 啓介小川 勲氏 奥村 豊 日高 三宅 正弘 490－ 21：53．61� 32．0�
66 ストロングライン 牡5芦 57 藤岡 康太�ターフ・スポート西村 真幸 浦河 酒井牧場 B504－ 21：53．81� 5．8	
33 フクノワイルド 牡5鹿 57 岩田 望来佐藤 範夫氏 上村 洋行 青森 ワールドファーム 504＋ 21：54．0	 28．0

22 エスピリトゥオーゾ 牡7栗 57 酒井 学名古屋友豊� 木原 一良 新冠 オリエント牧場 492＋ 21：54．63� 53．3�
78 
 パープルヒビキ 牡6栗 57 藤岡 佑介中野 銀十氏 飯田 雄三 浦河 高岸 順一 522＋ 81：55．24 19．7
55 グレートバローズ 牡4鹿 57 岩田 康誠猪熊 広次氏 辻野 泰之 日高 下河辺牧場 474－ 4 （競走中止） 2．4�

（10頭）

売 得 金
単勝： 33，082，300円 複勝： 46，818，600円 枠連： 9，787，200円
馬連： 70，725，700円 馬単： 32，715，200円 ワイド： 53，966，200円
3連複： 90，073，500円 3連単： 140，574，500円 計： 477，743，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 220円 � 290円 � 180円 枠 連（4－7） 2，180円

馬 連 �� 4，510円 馬 単 �� 7，020円

ワ イ ド �� 1，410円 �� 730円 �� 980円

3 連 複 ��� 9，270円 3 連 単 ��� 67，000円

票 数

単勝票数 計 330823 的中 � 29459（5番人気）
複勝票数 計 468186 的中 � 55502（4番人気）� 37363（6番人気）� 77758（3番人気）
枠連票数 計 97872 的中 （4－7） 3465（11番人気）
馬連票数 計 707257 的中 �� 12131（18番人気）
馬単票数 計 327152 的中 �� 3491（30番人気）
ワイド票数 計 539662 的中 �� 9572（16番人気）�� 19531（9番人気）�� 14072（13番人気）
3連複票数 計 900735 的中 ��� 7282（31番人気）
3連単票数 計1405745 的中 ��� 1521（216番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―13．3―12．5―12．6―12．7―12．5―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．9―37．2―49．7―1：02．3―1：15．0―1：27．5―1：39．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウドヒョウ �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2020．2．22 京都1着

2017．5．14生 牡4栗 母 エリモフィナーレ 母母 エリモアメジスト 10戦3勝 賞金 33，698，000円
〔競走中止〕 グレートバローズ号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。



09069 4月11日 晴 良 （3阪神2） 第6日 第9競走 ��
��2，000�

わす ぐさ

忘 れ な 草 賞（Ｌ）
発走14時25分 （芝・右）
牝，3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金
1，200万円毎1�増，�：馬齢重量，GⅠ競走1着馬2�増，GⅡ競走またはGⅢ競走1着
馬1�増

賞 品
本 賞 20，000，000円 8，000，000円 5，000，000円 3，000，000円 2，000，000円
付 加 賞 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

55 ス テ ラ リ ア 牝3黒鹿54 福永 祐一 �社台レースホース斉藤 崇史 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 482＋ 61：58．0 3．5�

78 エイシンヒテン 牝3栗 54 団野 大成�栄進堂 渡辺 薫彦 浦河 栄進牧場 442＋ 21：58．2	 12．4�
79 ビッグリボン 牝3鹿 54 川田 将雅石川 達絵氏 中内田充正 日高 下河辺牧場 484－ 61：58．3
 7．2�
33 マジカルステージ 牝3鹿 54 C．ルメール 大和屋 暁氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 428± 01：58．4
 16．1�
811 アサケレディ 牝3黒鹿54 酒井 学大橋 公堯氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム 462＋ 4 〃 クビ 259．3	
11 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± 01：58．5クビ 2．9

66 シ ュ レ ン ヌ 牝3鹿 54 岩田 望来中村 祐子氏 安田 翔伍 新ひだか ケイアイファーム 412＋ 2 〃 クビ 4．5�
67 フ ラ リ オ ナ 牝3青鹿54 吉田 隼人大冨 智弘氏 武 幸四郎 千歳 社台ファーム 412－ 61：59．24 123．7�
810 テーオーラフィット 牝3黒鹿54 池添 謙一小笹 公也氏 上村 洋行 日高 ヤナガワ牧場 484－ 61：59．3
 18．2
22 フ ァ ジ ェ ス 牝3黒鹿54 横山 和生 �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 468－ 22：00．04 40．8�
44 シ ャ ン ブ ル 牝3青鹿54 M．デムーロ �CHEVAL AT-TACHE 吉村 圭司 日高 下河辺牧場 466± 02：00．21
 30．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 83，811，400円 複勝： 97，099，600円 枠連： 14，130，400円
馬連： 145，258，000円 馬単： 55，880，700円 ワイド： 91，920，000円
3連複： 182，993，000円 3連単： 260，918，800円 計： 932，011，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 320円 � 220円 枠 連（5－7） 960円

馬 連 �� 2，070円 馬 単 �� 3，170円

ワ イ ド �� 630円 �� 570円 �� 1，680円

3 連 複 ��� 6，770円 3 連 単 ��� 30，820円

票 数

単勝票数 計 838114 的中 � 190047（2番人気）
複勝票数 計 970996 的中 � 213927（2番人気）� 63867（5番人気）� 108744（4番人気）
枠連票数 計 141304 的中 （5－7） 11313（5番人気）
馬連票数 計1452580 的中 �� 57616（8番人気）
馬単票数 計 558807 的中 �� 13202（12番人気）
ワイド票数 計 919200 的中 �� 38110（7番人気）�� 42619（5番人気）�� 13274（22番人気）
3連複票数 計1829930 的中 ��� 20246（25番人気）
3連単票数 計2609188 的中 ��� 6136（104番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―12．0―11．9―12．1―12．0―11．8―11．3―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．3―35．3―47．2―59．3―1：11．3―1：23．1―1：34．4―1：45．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ス テ ラ リ ア �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Motivator デビュー 2020．6．6 阪神3着

2018．1．25生 牝3黒鹿 母 ポリネイター 母母 Ceanothus 6戦2勝 賞金 32，500，000円

09070 4月11日 晴 良 （3阪神2） 第6日 第10競走 ��
��2，600�大阪―ハンブルクカップ

発走15時00分 （芝・右・外）
4歳以上，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

ハンブルク競馬場賞（1着）
賞 品

本 賞 24，000，000円 9，600，000円 6，000，000円 3，600，000円 2，400，000円
付 加 賞 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
2：35．8
2：35．8

良
良

34 � ミスマンマミーア 牝6栗 53 福永 祐一吉田 勝利氏 寺島 良 日高 新生ファーム 456± 02：35．1レコード 7．1�
45 ヒートオンビート 牡4鹿 55 C．ルメール �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム 470± 0 〃 クビ 1．8�
22 レクセランス 牡4鹿 54 吉田 隼人 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 488± 02：35．31� 10．9�
57 	 ベストアプローチ 
7栗 55 幸 英明ゴドルフィン 小島 茂之 英 Car Colston

Hall Stud 486± 0 〃 クビ 23．2�
610 タイセイモナーク 牡5鹿 51 丸田 恭介田中 成奉氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム B496＋ 22：35．83 22．0�
813� ウインフォルティス 牡6鹿 54 和田 竜二	ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 500－ 22：35．9� 42．6

711 ラクローチェ 牡5鹿 52 角田 大和畑佐 博氏 角田 晃一 新冠 細川農場 484＋ 22：36．0クビ 57．7�
712 アドマイヤアルバ 
6鹿 53 岩田 望来近藤 旬子氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 476＋ 22：36．1� 26．7�
69 リュヌルージュ 牝6鹿 52 団野 大成窪田 芳郎氏 四位 洋文 平取 坂東牧場 476± 02：36．21 72．8
58 メロディーレーン 牝5鹿 51 酒井 学岡田 牧雄氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 346－ 22：36．3� 6．5�
814 タイセイトレイル 牡6黒鹿55 岩田 康誠田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B502± 02：36．4クビ 11．1�
11 キメラヴェリテ 牡4黒鹿54 藤岡 康太加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ B542－ 42：37．03� 29．2�
33 アメリカズカップ 牡7黒鹿55 松若 風馬谷掛 龍夫氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 446± 02：37．1� 95．6�
46 	 バスカヴィル 牡7鹿 53 小崎 綾也ゴドルフィン 加藤 征弘 米

Tenth Street
Stables, LLC &
Darley

484± 02：37．31� 160．4�
（14頭）

売 得 金
単勝： 72，209，100円 複勝： 102，552，200円 枠連： 25，157，600円
馬連： 166，558，800円 馬単： 72，336，500円 ワイド： 114，843，400円
3連複： 256，317，400円 3連単： 354，169，300円 計： 1，164，144，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 190円 � 110円 � 280円 枠 連（3－4） 560円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 1，690円

ワ イ ド �� 250円 �� 970円 �� 470円

3 連 複 ��� 1，580円 3 連 単 ��� 11，260円

票 数

単勝票数 計 722091 的中 � 80538（3番人気）
複勝票数 計1025522 的中 � 104637（3番人気）� 388956（1番人気）� 62539（5番人気）
枠連票数 計 251576 的中 （3－4） 34590（2番人気）
馬連票数 計1665588 的中 �� 241199（1番人気）
馬単票数 計 723365 的中 �� 31989（5番人気）
ワイド票数 計1148434 的中 �� 133953（1番人気）�� 26627（11番人気）�� 59607（4番人気）
3連複票数 計2563174 的中 ��� 121505（2番人気）
3連単票数 計3541693 的中 ��� 22786（25番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―11．2―12．5―13．1―12．4―12．0―12．4―12．1―11．6―11．1―11．2―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
12．6―23．7―34．9―47．4―1：00．5―1：12．9―1：24．9―1：37．3―1：49．4―2：01．0―2：12．1―2：23．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F45．7―3F34．1
1
3
1－3（6，11）（7，9）（5，10）（2，8）4，13－14－12
1，3，10（6，11）9（7，5）（13，2，8）4－14－12

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

勝馬の
紹 介

�ミスマンマミーア �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 サンデーサイレンス （5戦0勝 賞金 7，468，000円）

2015．2．23生 牝6栗 母 サンデーメモリー 母母 タヤスメモリー 18戦4勝 賞金 106，145，000円
地方デビュー 2017．5．18 門別

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。

２レース目



09071 4月11日 晴 良 （3阪神2） 第6日 第11競走 ��
��1，600�第81回桜 花 賞（ＧⅠ）

発走15時40分 （芝・右・外）
牝，3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，55�

内閣総理大臣賞・日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 105，000，000円 42，000，000円 26，000，000円 16，000，000円 10，500，000円
付 加 賞 26，859，000円 7，674，000円 3，837，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

1：31．9
1：30．3
1：32．7

良
良
良

24 ソ ダ シ 牝3白 55 吉田 隼人金子真人ホール
ディングス� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 472± 01：31．1レコード 3．6�

818 サトノレイナス 牝3鹿 55 C．ルメール �サトミホースカンパニー 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 474± 0 〃 クビ 3．3�
12 ファインルージュ 牝3鹿 55 福永 祐一六井 元一氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 488－ 41：31．2� 15．3�
35 アカイトリノムスメ 牝3黒鹿55 横山 武史金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 444－ 61：31．3クビ 10．5�
510 アールドヴィーヴル 牝3鹿 55 M．デムーロ近藤 英子氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 422－ 61：31．83 11．8�
47 ク ク ナ 牝3黒鹿55 藤岡 佑介 	キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 446－ 6 〃 クビ 41．9

36 ストゥーティ 牝3鹿 55 岩田 康誠 	キャロットファーム 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 422± 01：31．9クビ 84．8�
59 エンスージアズム 牝3鹿 55 岩田 望来吉田 照哉氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 418＋ 21：32．0� 106．6�
817 ホウオウイクセル 牝3鹿 55 丸田 恭介小笹 芳央氏 高柳 瑞樹 洞	湖 レイクヴィラファーム 412－ 21：32．53 111．4
714 ミニーアイル 牝3芦 55 藤岡 康太大野 剛嗣氏 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 468－12 〃 ハナ 163．0�
611 ジ ネ ス ト ラ 牝3鹿 55 北村 宏司 	サンデーレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 442＋ 21：32．6� 61．3�
11 ス ト ラ イ プ 牝3黒鹿55 田辺 裕信佐藤 壽男氏 尾形 和幸 新ひだか 荒木 貴宏 502－12 〃 ハナ 63．6�
713
 エリザベスタワー 牝3黒鹿55 川田 将雅 	社台レースホース高野 友和 英 Shadai Farm 508＋ 2 〃 ハナ 12．5�
23 ブルーバード 牝3鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新ひだか 水丸牧場 428－ 21：32．92 266．6�
816 ソングライン 牝3青鹿55 池添 謙一 	サンデーレーシング 林 徹 安平 ノーザンファーム 478－ 21：33．11 14．7�
715 シゲルピンクルビー 牝3栗 55 和田 竜二森中 蕃氏 渡辺 薫彦 日高 天羽牧場 462－ 21：33．52� 56．0�
612 ヨ カ ヨ カ 牝3黒鹿55 幸 英明岡 浩二氏 谷 潔 熊本 本田 土寿 456－ 21：34．03 57．2�
48 メイケイエール 牝3鹿 55 横山 典弘名古屋競馬� 武 英智 安平 ノーザンファーム 458－ 4 〃 アタマ 6．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 976，620，400円 複勝： 895，334，000円 枠連： 440，576，800円 馬連： 2，584，448，100円 馬単： 950，626，700円
ワイド： 1，412，506，300円 3連複： 4，303，300，500円 3連単： 6，725，654，500円 5重勝： 820，795，100円 計： 19，109，862，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 140円 � 130円 � 350円 枠 連（2－8） 520円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，280円

ワ イ ド �� 290円 �� 1，030円 �� 950円

3 連 複 ��� 2，660円 3 連 単 ��� 10，400円

5 重 勝
対象競走：中山10R／阪神10R／新潟11R／中山11R／阪神11R

キャリーオーバー なし����� 3，730，880円

票 数

単勝票数 計9766204 的中 � 2124141（2番人気）
複勝票数 計8953340 的中 � 1939393（2番人気）� 2063848（1番人気）� 439590（8番人気）
枠連票数 計4405768 的中 （2－8） 645492（1番人気）
馬連票数 計25844481 的中 �� 3170625（1番人気）
馬単票数 計9506267 的中 �� 554808（2番人気）
ワイド票数 計14125063 的中 �� 1448658（1番人気）�� 322710（13番人気）�� 352160（12番人気）
3連複票数 計43033005 的中 ���1209526（5番人気）
3連単票数 計67256545 的中 ��� 468571（15番人気）
5重勝票数 計8207951 的中 ����� 154

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―22．9―34．1―45．2―56．8―1：08．0―1：19．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F34．3
3 6，11（4，5，12，15，8）（2，10，13）（9，16）（3，14）（1，18，17）－7 4 8，6（4，11，12）（2，5，15）（9，10）（3，14，13）（1，16）（18，17）7

勝馬の
紹 介

ソ ダ シ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．7．12 函館1着

2018．3．8生 牝3白 母 ブ チ コ 母母 シラユキヒメ 5戦5勝 賞金 266，232，000円
〔制裁〕 メイケイエール号の騎手横山典弘は，向正面で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番・16番）
〔調教再審査〕 メイケイエール号は，向正面で銜受けが不良となったことについて平地調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ゴールドチャリス号
（非抽選馬） 4頭 ヴァーチャリティ号・エイシンヒテン号・エトワールマタン号・スパークル号
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりソダシ号・サトノレイナス号・ファインルージュ号・アカイトリノムスメ号・アールドヴィーヴル号は，
優駿牝馬（GⅠ）競走に優先出走できる。

09072 4月11日 晴 良 （3阪神2） 第6日 第12競走 ��
��1，800�

う め だ

梅田ステークス
発走16時25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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

47 クレスコブレイブ 牡7栗 57 岩田 康誠堀川 三郎氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム B530＋ 61：51．6 9．7�
48 リネンファッション 牝4鹿 55 C．ルメール 戸山 光男氏 坂口 智康 日高 前川 義則 448＋ 4 〃 クビ 1．9�
714 ライジングドラゴン 牡6芦 57 吉田 隼人鈴木 義孝氏 吉田 直弘 新冠 芳住 鉄兵 442－141：51．81� 22．5�
815 アルコレーヌ 牝4栃栗55 川田 将雅 �シルクレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 486＋ 61：52．54 3．8�
12 ウラノメトリア 	5鹿 57 川島 信二 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 490－141：52．82 31．5�
11 ヴァイトブリック 牡5青鹿57 横山 武史 �キャロットファーム 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 510＋ 41：53．22
 43．4	
713 ヴィーヴァバッカス 牡6栗 57 柴山 雄一芹澤 精一氏 田中 清隆 様似 清水スタッド 472－ 41：53．41 94．1

816 リフトトゥヘヴン 牡7鹿 57 水口 優也丸山 担氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 488± 01：53．5
 118．6�
510 カフジキング 牡8鹿 57 小崎 綾也加藤 守氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム 456－ 61：53．61 83．7�
35 チェルアルコ 牝4栗 55 池添 謙一吉田 晴哉氏 森田 直行 安平 追分ファーム 514＋ 21：53．7
 16．1
59 レッドシルヴァーナ 牝5芦 55 北村 宏司 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 510－101：53．8
 98．1�
36 ソングオブザハート 牝4鹿 55 松田 大作幅田 昌伸氏 杉山 佳明 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ B412－ 21：54．0� 204．0�
24 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 498－ 21：54．1� 79．4�
23 ギガバッケン 牡6鹿 57 藤岡 佑介 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中川 公成 新ひだか 岡田スタツド B536－181：54．84 71．5�
612 デルマオニキス 牡4芦 57 横山 和生浅沼 廣幸氏 勢司 和浩 日高 ファニーヒルファーム 478± 0 〃 クビ 11．7�
611 ダノングリスター 	5鹿 57 岩田 望来�ダノックス 寺島 良 千歳 社台ファーム B490－ 21：55．97 21．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 118，752，100円 複勝： 173，172，500円 枠連： 55，289，000円
馬連： 270，434，800円 馬単： 138，466，000円 ワイド： 221，945，100円
3連複： 455，866，500円 3連単： 735，702，500円 計： 2，169，628，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 970円 複 勝 � 260円 � 120円 � 400円 枠 連（4－4） 1，010円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 3，270円

ワ イ ド �� 440円 �� 2，140円 �� 820円

3 連 複 ��� 5，220円 3 連 単 ��� 40，360円

票 数

単勝票数 計1187521 的中 � 97287（3番人気）
複勝票数 計1731725 的中 � 134061（3番人気）� 608135（1番人気）� 74442（6番人気）
枠連票数 計 552890 的中 （4－4） 42088（3番人気）
馬連票数 計2704348 的中 �� 197898（2番人気）
馬単票数 計1384660 的中 �� 31692（9番人気）
ワイド票数 計2219451 的中 �� 140666（2番人気）�� 24801（19番人気）�� 68441（9番人気）
3連複票数 計4558665 的中 ��� 65483（14番人気）
3連単票数 計7357025 的中 ��� 13215（100番人気）

ハロンタイム 12．5―10．4―13．2―12．2―12．3―12．6―12．7―12．5―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―22．9―36．1―48．3―1：00．6―1：13．2―1：25．9―1：38．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．4
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

クレスコブレイブ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Distorted Humor デビュー 2016．8．14 新潟9着

2014．2．28生 牡7栗 母 ファニーストーリー 母母 チケットトゥダンス 41戦3勝 賞金 56，537，000円
［他本会外：1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14頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）14頭 アイアムレジェンド号・エクスパートラン号・エクレアスパークル号・ダノンロイヤル号・ダンツキャッスル号・

ツブラナヒトミ号・テイエムチェロキー号・トランスナショナル号・パキュートハート号・プリティーチャンス号・
ホウオウトゥルース号・マイネルカイノン号・マリオ号・ロードリバーサル号

５レース目



（3阪神2）第6日 4月11日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 160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

434，230，000円
8，210，000円
33，650，000円
40，000，000円
55，010，000円
67，700，000円
5，066，000円
1，536，000円

勝馬投票券売得金
1，572，331，800円
1，719，271，900円
610，729，000円
3，673，159，000円
1，464，268，000円
2，250，951，200円
5，919，186，600円
9，139，432，000円
820，795，100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
5 重 勝
計 27，170，124，600円

総入場人員 3，137名 （有料入場人員 2，789名）
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