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04109 3月13日 曇 良 （4阪神1） 第10日 第1競走 1，200�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 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．5

重
重

22 カグラマツリウタ 牝3鹿 54 秋山真一郎�高橋ファーム 角田 晃一 日高 シンボリ牧場 456－ 41：13．4 4．6�
47 ダブルブレンド 牝3栗 54 小崎 綾也�酒井牧場 西村 真幸 浦河 酒井牧場 408± 01：14．03� 170．9�
611 ハリーオンダウン 牝3黒鹿54 坂井 瑠星橋元 勇氣氏 高野 友和 浦河 谷川牧場 450－ 21：14．32 2．3�
712 ルクスディオン 牝3栗 54 武 豊�ルクス 吉村 圭司 新ひだか 静内山田牧場 434－ 81：14．51 3．9�
814 タマモエストレジャ 牝3青鹿54 国分 恭介タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 486＋ 81：14．92� 207．7	
46 マ メ コ 牝3鹿 54 松田 大作中西 功氏 武 英智 日高 増尾牧場 438－ 4 〃 クビ 8．0

23 クリノオスカル 牝3栗 54

50 ★今村 聖奈栗本 博晴氏 大橋 勇樹 日高 日西牧場 408－ 21：15．0クビ 76．9�
34 メイショウジェゼロ 牝3鹿 54

51 ▲鷲頭 虎太松本 好�氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 444－121：15．21� 85．0
713 グリーンエンジェル 牝3黒鹿 54

53 ☆泉谷 楓真中村 忠彦氏 清水 久詞 新ひだか 山野牧場 488－101：15．31 13．9�
35 リアルファンタジア 牝3鹿 54 団野 大成吉田 勝己氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム B454－ 21：15．51� 19．5�
815 クイーンイレブン 牝3黒鹿54 森 裕太朗吉野加壽代氏 藤沢 則雄 日高 沖田牧場 472＋ 21：15．6クビ 414．8�
610 ダノンパペット 牝3黒鹿54 和田 竜二�ダノックス 村山 明 平取 坂東牧場 374－101：16．23� 209．9�
11 ダンクエース 牝3鹿 54 松若 風馬 �吉澤ホールディングス 橋口 慎介 新冠 合同会社

小泉学 432－ 61：16．3� 20．8�
58 ジャンヌサンライズ 牝3芦 54 藤井勘一郎松岡 隆雄氏 石坂 公一 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 482 ―1：16．62 167．5�
59 アルファロッソ 牝3鹿 54

50 ★古川 奈穂�貴悦 矢作 芳人 新冠 松浦牧場 432－ 41：16．8� 76．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 33，962，700円 複勝： 52，589，800円 枠連： 11，030，900円
馬連： 55，690，800円 馬単： 26，431，400円 ワイド： 54，263，300円
3連複： 91，428，500円 3連単： 102，021，700円 計： 427，419，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 170円 � 2，040円 � 110円 枠 連（2－4） 2，170円

馬 連 �� 37，300円 馬 単 �� 50，310円

ワ イ ド �� 8，550円 �� 270円 �� 3，860円

3 連 複 ��� 16，250円 3 連 単 ��� 130，910円

票 数

単勝票数 計 339627 的中 � 57872（3番人気）
複勝票数 計 525898 的中 � 68538（3番人気）� 3212（14番人気）� 216969（1番人気）
枠連票数 計 110309 的中 （2－4） 3939（7番人気）
馬連票数 計 556908 的中 �� 1157（42番人気）
馬単票数 計 264314 的中 �� 394（70番人気）
ワイド票数 計 542633 的中 �� 1447（46番人気）�� 62851（2番人気）�� 3240（28番人気）
3連複票数 計 914285 的中 ��� 4219（43番人気）
3連単票数 計1020217 的中 ��� 565（293番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―12．0―12．5―12．2―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．5―35．5―48．0―1：00．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カグラマツリウタ �
�
父 キタサンブラック �

�
母父 Vindication デビュー 2021．12．18 阪神10着

2019．4．17生 牝3鹿 母 カ グ ラ 母母 Miss Emma 3戦1勝 賞金 5，980，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。

04110 3月13日 曇 良 （4阪神1） 第10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 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

67 エメヴィベール 牡3芦 56 坂井 瑠星ライオンレースホース� 吉岡 辰弥 千歳 社台ファーム 560－ 61：54．9 2．4�
66 キタノセレナード 牡3鹿 56 松田 大作北所 直人氏 坂口 智康 新冠 村上 欽哉 448± 01：55．11� 6．1�
79 ノアヴァンクール 牝3鹿 54 斎藤 新槙 和美氏 清水 久詞 新冠 ハシモトフアーム B460± 01：55．31� 16．6�
11 テイエムシップ 牡3黒鹿56 �島 良太竹園 正繼氏 飯田 雄三 日高 宝寄山 拓樹 520－ 21：55．93� 17．2�
55 ク ロ ガ ネ 牡3芦 56

52 ★今村 聖奈石川 達絵氏 寺島 良 日高 下河辺牧場 476－ 21：56．0� 45．6�
33 リュッカクローナ 牡3鹿 56 富田 暁西森 功氏 吉田 直弘 浦河 大道牧場 458－ 41：56．63� 6．1	
44 サトノキリンジ 牡3鹿 56 松若 風馬 �サトミホースカンパニー 平田 修 新ひだか 千代田牧場 448± 01：57．02� 8．5

78 アイファーラニオー 牡3栗 56 藤井勘一郎中島 稔氏 �島 一歩 日高 Wing Farm B482＋ 61：57．1クビ 399．6�
811 サ ク ハ ル 牡3鹿 56 和田 竜二落合 稔氏 今野 貞一 浦河 川越ファーム 488＋ 2 〃 クビ 12．0�
810 アルコローザ 牝3黒鹿54 団野 大成飯田 良枝氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 B452－ 21：57．95 156．0
22 バ シ ー ル 牡3鹿 56 岡田 祥嗣�フクキタル 藤原 英昭 新冠 パカパカ

ファーム 534＋141：58．54 6．2�
（11頭）

売 得 金
単勝： 28，925，100円 複勝： 38，372，400円 枠連： 7，146，300円
馬連： 43，835，000円 馬単： 20，231，300円 ワイド： 39，744，700円
3連複： 64，095，300円 3連単： 78，651，800円 計： 321，001，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 190円 � 340円 枠 連（6－6） 910円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，390円

ワ イ ド �� 350円 �� 920円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 3，970円 3 連 単 ��� 16，440円

票 数

単勝票数 計 289251 的中 � 96227（1番人気）
複勝票数 計 383724 的中 � 103315（1番人気）� 50359（3番人気）� 20942（8番人気）
枠連票数 計 71463 的中 （6－6） 6058（5番人気）
馬連票数 計 438350 的中 �� 38277（2番人気）
馬単票数 計 202313 的中 �� 10868（2番人気）
ワイド票数 計 397447 的中 �� 31743（2番人気）�� 10584（13番人気）�� 8707（16番人気）
3連複票数 計 640953 的中 ��� 12094（15番人気）
3連単票数 計 786518 的中 ��� 3468（53番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―13．5―12．1―12．6―12．8―13．3―13．0―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．2―37．7―49．8―1：02．4―1：15．2―1：28．5―1：41．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．5―3F39．7
1
3
9（3，11，4，5）10－2（1，7）－6，8・（9，5）4（3，10）－11（2，7）1－6－8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エメヴィベール �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Tapit デビュー 2021．12．18 中京4着

2019．2．23生 牡3芦 母 ホワイトローズⅡ 母母 Garden Dance 3戦1勝 賞金 7，600，000円

第１回 阪神競馬 第１０日



04111 3月13日 曇 良 （4阪神1） 第10日 第3競走 ��1，400�3歳未勝利
発走11時00分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

612 ヴァンダービルト 牡3栗 56 武 豊山本又一郎氏 庄野 靖志 浦河 グランデファーム 524 ―1：25．4 6．7�
48 モズリッキー 牡3鹿 56 池添 謙一 �キャピタル・システム 上村 洋行 新ひだか 増本牧場 466＋ 41：25．61� 2．8�
35 � マッドクール 牡3芦 56 坂井 瑠星 �サンデーレーシング 池添 学 愛 Moyglare Stud

Farm Ltd 528＋ 81：25．92 3．4�
11 ゲオルギウス 牡3鹿 56

52 ★古川 奈穂康本 利幸氏 羽月 友彦 浦河 �川フアーム 466－ 41：26．85 12．6�
611 ニホンピロペリー 牡3鹿 56 田中 健小林 英一氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 484－ 41：27．12 317．8	
12 キャプテンローレル 牡3栗 56 藤井勘一郎 �ローレルレーシング 羽月 友彦 新冠 アラキフアーム 464＋ 4 〃 ハナ 57．7

24 マーゴットワーズ 牡3青 56 酒井 学前田 良平氏 小林 真也 浦河 高昭牧場 460± 01：27．2� 36．9�
510 ブラックサウザー 牡3青 56 国分 恭介今井 優氏 大根田裕之 新ひだか 株式会社 ア

フリートファーム 424－ 21：27．3	 3．8�
714� キューバンスパーク 牡3鹿 56 古川 吉洋ゴドルフィン 角田 晃一 英 Dalwhinnie

Bloodstock 508－ 61：28．15 445．4
23 クレスコペガサス 牡3芦 56 �島 良太堀川 三郎氏 飯田 雄三 日高 日高大洋牧場 430＋ 2 〃 ハナ 439．4�
713 ミ キ ネ ス 牝3青鹿54 松田 大作�三嶋牧場 長谷川浩大 浦河 岡本牧場 458± 01：28．2	 19．7�
47 リリーラッシャー 牡3鹿 56 荻野 琢真土井 孝夫氏 平田 修 新冠 新冠橋本牧場 480－ 41：28．3	 501．3�
36 メイショウウインダ 
3鹿 56 国分 優作松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか 三石川上牧場 492－ 61：28．4� 497．9�
59 ブ タ ン タ ン 牡3芦 56 岡田 祥嗣二口 雅一氏 吉田 直弘 新ひだか サカイファーム 462 ―1：28．5	 399．3�
815 メイショウウキグモ 牡3鹿 56

52 ★今村 聖奈松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 464＋ 41：29．35 75．8�
816 テンダーメモリー 牝3芦 54 和田 翼 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 大橋 勇樹 浦河 宮内牧場 440－ 61：29．51� 517．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 45，376，500円 複勝： 54，190，400円 枠連： 10，854，300円
馬連： 61，328，400円 馬単： 27，322，900円 ワイド： 53，850，600円
3連複： 96，474，000円 3連単： 110，968，400円 計： 460，365，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 220円 � 130円 � 150円 枠 連（4－6） 1，230円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 2，240円

ワ イ ド �� 380円 �� 450円 �� 240円

3 連 複 ��� 1，170円 3 連 単 ��� 7，440円

票 数

単勝票数 計 453765 的中 � 53555（4番人気）
複勝票数 計 541904 的中 � 50283（5番人気）� 129803（2番人気）� 94453（3番人気）
枠連票数 計 108543 的中 （4－6） 6818（5番人気）
馬連票数 計 613284 的中 �� 46319（4番人気）
馬単票数 計 273229 的中 �� 9127（10番人気）
ワイド票数 計 538506 的中 �� 34595（5番人気）�� 28385（6番人気）�� 62420（2番人気）
3連複票数 計 964740 的中 ��� 61796（2番人気）
3連単票数 計1109684 的中 ��� 10803（21番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．2―35．1―47．5―1：00．1―1：12．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴァンダービルト �
�
父 エピファネイア �

�
母父 Yonaguska 初出走

2019．2．15生 牡3栗 母 コスモパルムドール 母母 Gate Swinger 1戦1勝 賞金 5，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テンダーメモリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4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〕 メイショウウインダ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年5月13日まで平地競走に出走で

きない。
※メイショウウインダ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

04112 3月13日 曇 良 （4阪神1） 第10日 第4競走 1，600�3歳未勝利
発走11時30分 （芝・右・外）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：31．1
1：30．3

良
良

611 メ ト セ ラ 牡3黒鹿56 浜中 俊�ラ・メール 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 490＋161：34．9 6．0�
11 レオンバローズ 牡3黒鹿56 和田 竜二猪熊 広次氏 渡辺 薫彦 浦河 三嶋牧場 466－12 〃 アタマ 5．4�
713 クロニクルノヴァ 牡3黒鹿56 秋山真一郎 DMMドリームクラブ� 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 476－ 41：35．53� 7．5�
59 デ ミ 牝3鹿 54 団野 大成吉田 和美氏 小林 真也 安平 ノーザンファーム 410－ 41：35．6クビ 14．5�
510 シ ウ ン 牝3黒鹿54 富田 暁 �Gリビエール・

レーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 446± 01：35．7� 93．8�
35 ミ ロ ワ ー ル 牝3鹿 54 武 豊合同会社雅苑興業 池添 学 新冠 新冠橋本牧場 450－ 4 〃 ハナ 2．1	
816 バトルシャイニング 牡3黒鹿 56

55 ☆泉谷 楓真宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 496－141：35．8� 51．4

715 トーホウオリオン 牡3鹿 56 長岡 禎仁東豊物産� 高橋 亮 日高 竹島 幸治 470± 0 〃 クビ 248．9�
23 ムーンスター 牝3栗 54 菱田 裕二田島 政光氏 �島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド B420± 01：35．9� 407．4�
714 オ マ ツ サ マ 牝3黒鹿54 斎藤 新諸江 幸祐氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 478－ 2 〃 クビ 13．1
48 クラシックステップ 牡3鹿 56 松田 大作 �シルクレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 476＋ 21：36．11 28．2�
817 エイシンスポッター 牡3栗 56 藤井勘一郎平井 克彦氏 吉村 圭司 新ひだか 木田牧場 478－ 81：36．31� 41．1�
36 ミッキーワンダー 牡3青鹿56 内田 博幸野田みづき氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 472 ―1：36．4� 73．8�
47 レッドデクスター 牡3青鹿56 松若 風馬 �東京ホースレーシング 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 474＋ 4 〃 クビ 37．3�
818 ルックスファミリア 牝3黒鹿54 坂井 瑠星吉田 和美氏 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム 394 ― 〃 ハナ 47．7�
24 カルトナージュ 牝3栗 54

53 ☆秋山 稔樹水上 行雄氏 杉山 晴紀 浦河 笠松牧場 414± 01：36．71� 418．4�
12 マジックミラー 牡3青鹿56 酒井 学大田 恭充氏 高橋 康之 新冠 中山 高鹿康 472 ―1：36．8� 166．1�
612 ララサンシャイン 牝3栗 54

51 ▲鷲頭 虎太大塚 亮一氏 千田 輝彦 浦河 ディアレスト
クラブ 412 ―1：37．65 401．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 48，491，700円 複勝： 62，510，900円 枠連： 14，517，700円
馬連： 63，581，500円 馬単： 28，956，300円 ワイド： 65，360，600円
3連複： 95，576，800円 3連単： 109，165，500円 計： 488，161，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 220円 � 200円 � 260円 枠 連（1－6） 3，270円

馬 連 �� 2，760円 馬 単 �� 5，680円

ワ イ ド �� 920円 �� 1，030円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 6，980円 3 連 単 ��� 47，080円

票 数

単勝票数 計 484917 的中 � 64037（3番人気）
複勝票数 計 625109 的中 � 73417（3番人気）� 89367（2番人気）� 57399（5番人気）
枠連票数 計 145177 的中 （1－6） 3435（13番人気）
馬連票数 計 635815 的中 �� 17802（6番人気）
馬単票数 計 289563 的中 �� 3822（16番人気）
ワイド票数 計 653606 的中 �� 18349（6番人気）�� 16251（9番人気）�� 16496（8番人気）
3連複票数 計 955768 的中 ��� 10269（17番人気）
3連単票数 計1091655 的中 ��� 1681（125番人気）

ハロンタイム 12．6―10．7―11．2―12．1―12．3―11．8―11．4―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．3―34．5―46．6―58．9―1：10．7―1：22．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．3―3F36．0
3 5，7（1，13，17）11，14（10，16）4（9，12）15（3，18）＝8－2－6 4 5（1，7）（13，17）11（4，10，14）16（3，9）（15，12）18，8，6，2
市場取引馬

勝馬の
紹 介

メ ト セ ラ �
�
父 キタサンブラック �

�
母父 Bertolini デビュー 2021．7．25 新潟5着

2019．3．19生 牡3黒鹿 母 ドナブリーニ 母母 Cal Norma’s Lady 7戦1勝 賞金 11，970，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 アンブロジアーナ号・エアシャロウ号



04113 3月13日 曇 良 （4阪神1） 第10日 第5競走 1，400�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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

45 ドンフランキー 牡3栗 56 池添 謙一早野 誠氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 576－ 41：24．6 2．5�
711 テーオーステルス 牡3鹿 56 団野 大成小笹 公也氏 奥村 豊 浦河 栄進牧場 536－ 21：25．13 6．8�
57 タイセイブリリオ 牡3鹿 56 富田 暁田中 成奉氏 大橋 勇樹 新冠 村田牧場 466＋ 61：25．41� 9．9�
710 パーサヴィアランス 牡3鹿 56 小崎 綾也馬場 幸夫氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム B446－ 41：25．82� 39．9�
812 イチネンエーグミ 牡3鹿 56 国分 恭介藤本 彰氏 茶木 太樹 新ひだか 前田牧場 540－ 2 〃 アタマ 74．2�
813 タイセイジャスパー 牡3栗 56 菱田 裕二田中 成奉氏 伊藤 圭三 新冠 カミイスタット 496± 0 〃 ハナ 12．7�
56 アポロリヤム 牡3青 56 内田 博幸アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 日高 天羽 禮治 450± 0 〃 ハナ 12．0	
33 プルートマスター 牡3青鹿56 武 豊吉田 照哉氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 486－ 21：26．01� 3．3

68 トーホウデュラン 牡3栗 56 和田 竜二東豊物産� 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 472－ 4 〃 ハナ 22．6�
44 セブンダートオー 牡3黒鹿56 坂井 瑠星前迫 義幸氏 奥村 武 むかわ 上水牧場 488－ 61：26．1� 37．3
22 ワ ガ ン セ 牡3芦 56 松若 風馬�辻牧場 西村 真幸 浦河 辻 牧場 446－ 81：26．52� 80．7�
69 イチザウイナー 牡3鹿 56 田中 健奈良﨑孝一郎氏 服部 利之 熊本 奈良﨑 孝

一郎 454± 01：27．67 377．2�
11 メイショウツガミネ 牡3芦 56

52 ★今村 聖奈松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 462－ 11：28．02� 33．4�
（13頭）

売 得 金
単勝： 39，286，000円 複勝： 52，482，300円 枠連： 13，059，500円
馬連： 62，529，700円 馬単： 27，288，700円 ワイド： 59，347，200円
3連複： 98，904，800円 3連単： 106，758，600円 計： 459，656，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 200円 � 260円 枠 連（4－7） 1，310円

馬 連 �� 1，700円 馬 単 �� 2，790円

ワ イ ド �� 680円 �� 740円 �� 1，260円

3 連 複 ��� 4，960円 3 連 単 ��� 18，660円

票 数

単勝票数 計 392860 的中 � 122625（1番人気）
複勝票数 計 524823 的中 � 116025（2番人気）� 66176（3番人気）� 42570（5番人気）
枠連票数 計 130595 的中 （4－7） 7707（4番人気）
馬連票数 計 625297 的中 �� 28394（4番人気）
馬単票数 計 272887 的中 �� 7321（5番人気）
ワイド票数 計 593472 的中 �� 22825（8番人気）�� 20866（11番人気）�� 11722（13番人気）
3連複票数 計 989048 的中 ��� 14943（16番人気）
3連単票数 計1067586 的中 ��� 4146（43番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．1―34．4―46．4―58．8―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 ・（5，8）11－13（2，9，6）－10（1，4，3）7－12 4 ・（5，8，11）－13（2，9，6）（4，10）（7，3）－（1，12）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ドンフランキー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Sunriver デビュー 2021．6．26 阪神2着

2019．2．15生 牡3栗 母 ウィーミスフランキー 母母 Starinthemeadow 5戦2勝 賞金 15，910，000円

04114 3月13日 曇 良 （4阪神1） 第10日 第6競走 1，800�4歳以上1勝クラス
発走12時50分 （ダート・右）

牝；負担重量は，55�
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

33 エ ル ソ ー ル 牝4鹿 55 団野 大成 �吉澤ホールディングス 池江 泰寿 新ひだか 飛野牧場 430－ 21：54．9 5．7�
710 ウォーターアンク 牝4栗 55 菱田 裕二山岡 正人氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 486± 01：55．21� 2．7�
811 サウザンドスマイル 牝5鹿 55 富田 暁�ノースヒルズ 河内 洋 新冠 株式会社

ノースヒルズ 486－ 2 〃 アタマ 25．8�
67 メガキャット 牝4栗 55 坂井 瑠星中村 智幸氏 吉岡 辰弥 新ひだか ケイアイファーム 536＋ 41：55．51� 2．8�
11 パレドジュスティス 牝4芦 55 小崎 綾也 �社台レースホース西村 真幸 千歳 社台ファーム 470± 0 〃 クビ 106．7	
56 ワイドアウェイク 牝4栗 55 和田 竜二 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 496－ 61：55．6� 45．4

68 ラヴベローナ 牝7鹿 55 内田 博幸菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 新冠橋本牧場 B498± 01：55．81� 43．4�
812 ナオミゴゼン 牝4黒鹿55 浜中 俊塩澤 正樹氏 寺島 良 洞�湖 レイクヴィラファーム B486± 0 〃 アタマ 10．0�
44 � レヴィーアクイーン 牝4鹿 55 酒井 学奥田 貴敏氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム B484＋ 41：56．43� 14．1
55 グッドインパクト 牝4鹿 55

54 ☆泉谷 楓真杉立健次郎氏 宮 徹 安平 ノーザンファーム 440＋ 61：56．5� 49．4�
22 スマイルガール 牝5鹿 55 古川 吉洋首藤 徳氏 宮 徹 新冠 シンユウフアーム 438± 01：56．71� 26．2�
79 インフィニタス 牝4鹿 55 松田 大作�G1レーシング 清水 久詞 安平 追分ファーム 458＋ 81：57．12 28．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 34，816，100円 複勝： 48，208，000円 枠連： 9，514，800円
馬連： 59，142，200円 馬単： 25，895，400円 ワイド： 55，392，100円
3連複： 88，689，700円 3連単： 104，078，200円 計： 425，736，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 200円 � 140円 � 400円 枠 連（3－7） 890円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 1，990円

ワ イ ド �� 370円 �� 2，000円 �� 530円

3 連 複 ��� 5，070円 3 連 単 ��� 26，780円

票 数

単勝票数 計 348161 的中 � 48511（3番人気）
複勝票数 計 482080 的中 � 61877（3番人気）� 114474（2番人気）� 23244（7番人気）
枠連票数 計 95148 的中 （3－7） 8198（4番人気）
馬連票数 計 591422 的中 �� 47277（3番人気）
馬単票数 計 258954 的中 �� 9714（6番人気）
ワイド票数 計 553921 的中 �� 41109（2番人気）�� 6414（24番人気）�� 26875（4番人気）
3連複票数 計 886897 的中 ��� 13105（16番人気）
3連単票数 計1040782 的中 ��� 2817（80番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．8―38．7―51．6―1：03．9―1：16．4―1：29．0―1：41．8

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エ ル ソ ー ル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Galileo デビュー 2020．11．28 阪神10着

2018．3．29生 牝4鹿 母 パ ー プ ル 母母 Necklace 8戦2勝 賞金 16，700，000円
〔制裁〕 エルソール号の騎手団野大成は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番）

サウザンドスマイル号の騎手富田暁は，決勝線手前での御法（騎乗ぶり）について戒告。



04115 3月13日 曇 良 （4阪神1） 第10日 第7競走 ��2，000�4歳以上1勝クラス
発走13時20分 （芝・右）

負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

77 アサケレディ 牝4黒鹿55 和田 竜二大橋 公堯氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム 470－ 22：00．5 2．3�
22 フランコイメル 牡4黒鹿57 富田 暁ケーエスHD 武 英智 むかわ ヤマイチ牧場 526＋142：00．6� 26．2�
66 サンライズヘルメス 牡5鹿 57 浜中 俊松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 488± 02：00．8� 6．5�
55 デルマアシュラ 牡4青 57 荻野 琢真浅沼 廣幸氏 友道 康夫 千歳 社台ファーム 432＋ 8 〃 アタマ 6．3�
89 グッドラベリング 牝4栗 55 池添 謙一青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 438＋ 8 〃 クビ 23．0�
11 ヘネラルカレーラ 牝4鹿 55 酒井 学�ノースヒルズ 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 470－ 42：01．0� 4．7	
44 オメガデラックス �5黒鹿57 斎藤 新原 �子氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 442＋ 62：01．1� 6．8

33 キャルブルー 牡5黒鹿 57

56 ☆泉谷 楓真里見 治紀氏 村山 明 日高 宝寄山 拓樹 514＋ 62：01．74 159．3�
78 	 ニ ー ニ ャ 牝5芦 55 坂井 瑠星 �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 492－ 22：01．8
 77．9�
810 ハギノロマネスク 牝4鹿 55 小崎 綾也日隈 良江氏 寺島 良 新冠 株式会社

ノースヒルズ B462－ 22：02．0� 20．6
（10頭）

売 得 金
単勝： 33，102，000円 複勝： 37，035，700円 枠連： 7，837，400円
馬連： 49，713，800円 馬単： 24，594，500円 ワイド： 42，795，400円
3連複： 77，284，500円 3連単： 124，464，200円 計： 396，827，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 480円 � 180円 枠 連（2－7） 2，800円

馬 連 �� 3，330円 馬 単 �� 4，620円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 290円 �� 2，020円

3 連 複 ��� 5，030円 3 連 単 ��� 24，050円

票 数

単勝票数 計 331020 的中 � 114669（1番人気）
複勝票数 計 370357 的中 � 99352（1番人気）� 13420（8番人気）� 52795（3番人気）
枠連票数 計 78374 的中 （2－7） 2168（14番人気）
馬連票数 計 497138 的中 �� 11545（13番人気）
馬単票数 計 245945 的中 �� 3986（20番人気）
ワイド票数 計 427954 的中 �� 10278（13番人気）�� 44578（3番人気）�� 4895（23番人気）
3連複票数 計 772845 的中 ��� 11522（19番人気）
3連単票数 計1244642 的中 ��� 3751（90番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．9―36．7―49．4―1：01．3―1：12．8―1：24．6―1：36．4―1：47．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アサケレディ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2020．7．18 阪神8着

2018．4．9生 牝4黒鹿 母 メルセンヌナンバー 母母 タ イ ト ル ド 18戦2勝 賞金 25，910，000円

04116 3月13日 曇 良 （4阪神1） 第10日 第8競走 1，800�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 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

710 ブ ラ ビ オ 牡4黒鹿 57
53 ★今村 聖奈 �カナヤマホール

ディングス 寺島 良 浦河 川越ファーム 460－ 61：54．3 14．2�
68 トーホウスザク 牡4栗 57 菱田 裕二東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 478－ 81：54．61� 3．2�
811 キングリスティア �6青 57 富田 暁廣崎 利洋氏 河内 洋 新冠 川上牧場 516－12 〃 クビ 15．2�
11 レイクリエイター 牡4芦 57 池添 謙一松岡 隆雄氏 浜田多実雄 浦河 信岡牧場 478－ 2 〃 クビ 4．5�
67 スマートウィザード 牡5栗 57 坂井 瑠星大川 徹氏 吉田 直弘 浦河 杵臼牧場 480＋ 21：54．91� 3．6�
33 タガノネクステージ 牡4栗 57 和田 竜二八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 八木牧場 482± 01：55．0クビ 9．3	
55 ゴルトファルベン 牡5鹿 57 斎藤 新 
サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 506＋121：55．32 15．0�
812 コパノピッチング 牡4鹿 57

56 ☆泉谷 楓真小林 祥晃氏 宮 徹 新冠 サンローゼン 498＋141：55．72� 66．0�
44 インテグラルシチー 牡4栗 57 国分 恭介 �友駿ホースクラブ 牧田 和弥 浦河 中村 雅明 524＋14 〃 クビ 71．1
22 ロイヤルダンス 牡4青鹿 57

56 ☆秋山 稔樹上野 直樹氏 清水 英克 新冠 山岡ファーム 506－ 41：55．8� 15．7�
56 シンゼンミラクル �4鹿 57 田中 健原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大

作ステーブル B502－101：56．01 137．3�
79 メイショウキリモン 牡4栗 57 団野 大成松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 まるとみ冨岡牧場 458＋ 2 〃 アタマ 22．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 31，339，500円 複勝： 44，331，700円 枠連： 12，289，900円
馬連： 64，799，900円 馬単： 26，758，300円 ワイド： 54，588，500円
3連複： 98，695，500円 3連単： 121，199，300円 計： 454，002，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，420円 複 勝 � 470円 � 160円 � 370円 枠 連（6－7） 810円

馬 連 �� 2，530円 馬 単 �� 5，460円

ワ イ ド �� 1，030円 �� 3，910円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 13，370円 3 連 単 ��� 58，230円

票 数

単勝票数 計 313395 的中 � 17569（5番人気）
複勝票数 計 443317 的中 � 20197（9番人気）� 97373（1番人気）� 26659（7番人気）
枠連票数 計 122899 的中 （6－7） 11712（4番人気）
馬連票数 計 647999 的中 �� 19772（8番人気）
馬単票数 計 267583 的中 �� 3670（22番人気）
ワイド票数 計 545885 的中 �� 13867（14番人気）�� 3468（37番人気）�� 13549（16番人気）
3連複票数 計 986955 的中 ��� 5535（48番人気）
3連単票数 計1211993 的中 ��� 1509（200番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．4―38．0―50．5―1：02．6―1：15．0―1：27．6―1：40．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．7―3F39．3
1
3
2，3，8，1（7，10）（4，5）12，6（9，11）
2（3，8）1－（7，10）－（4，5，12，11）9－6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ブ ラ ビ オ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2021．6．19 阪神4着

2018．2．15生 牡4黒鹿 母 ゴールデンプライズ 母母 タッチフォーゴールド 7戦2勝 賞金 16，570，000円



04117 3月13日 曇 良 （4阪神1） 第10日 第9競走 ��1，600�
し ょ う ど し ま

小 豆 島 特 別
発走14時25分 （芝・右・外）

4歳以上，2勝クラス；負担重量は，57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000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
1：31．1
1：30．3

良
良

67 ジャスティンカフェ 牡4鹿 57 横山 典弘三木 正浩氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 488± 01：33．5 2．6�
55 ヴィルヘルム 牡4青鹿57 団野 大成 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 510± 01：33．92� 3．0�
68 エーティーソブリン 牡4鹿 57 松田 大作荒木 徹氏 武 英智 平取 稲原牧場 B480－ 41：34．11� 13．2�
710 アトリビュート 牝5鹿 55 坂井 瑠星 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 454－ 41：34．2� 6．5�
56 ペドラフォルカ 牝4鹿 55 池添 謙一下河辺隆行氏 上村 洋行 日高 下河辺牧場 456－ 6 〃 クビ 44．0�
11 セ ン ト ウ ル 牡6黒鹿57 武 豊中西 宏彰氏 森 秀行 新ひだか タイヘイ牧場 478－ 61：34．51� 7．3	
33 メイショウカミシマ 牡8黒鹿57 酒井 学松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 岡田牧場 474－ 2 〃 アタマ 266．1

811 シ ャ ン ブ ル 牝4青鹿55 和田 竜二 �CHEVAL AT-

TACHE 吉村 圭司 日高 下河辺牧場 480－ 21：34．6アタマ 11．5�
22 ナ ギ サ 牝4鹿 55 泉谷 楓真本間 茂氏 本田 優 新ひだか 服部 牧場 490＋ 61：35．02� 89．0
44 オーマイダーリン 牝5鹿 55 富田 暁廣崎利洋HD� 河内 洋 千歳 社台ファーム 476－ 61：35．42� 26．7�
79 � エ ヴ ァ ン 牡5鹿 57 斎藤 新前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ B474＋ 21：35．5� 186．2�
812 テーオーアマゾン 牡6青鹿57 秋山真一郎小笹 公也氏 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 500＋ 81：36．13� 83．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 58，060，900円 複勝： 77，109，000円 枠連： 15，661，600円
馬連： 104，633，800円 馬単： 44，201，400円 ワイド： 82，425，000円
3連複： 158，539，300円 3連単： 211，095，100円 計： 751，726，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 130円 � 230円 枠 連（5－6） 290円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 600円

ワ イ ド �� 200円 �� 550円 �� 610円

3 連 複 ��� 1，310円 3 連 単 ��� 4，640円

票 数

単勝票数 計 580609 的中 � 177540（1番人気）
複勝票数 計 771090 的中 � 209268（1番人気）� 160557（2番人気）� 58537（5番人気）
枠連票数 計 156616 的中 （5－6） 41312（1番人気）
馬連票数 計1046338 的中 �� 222602（1番人気）
馬単票数 計 442014 的中 �� 54771（1番人気）
ワイド票数 計 824250 的中 �� 125902（1番人気）�� 34078（7番人気）�� 30405（9番人気）
3連複票数 計1585393 的中 ��� 90173（4番人気）
3連単票数 計2110951 的中 ��� 32959（8番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．2―12．1―12．0―11．5―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．5―34．7―46．8―58．8―1：10．3―1：21．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジャスティンカフェ �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ワークフォース デビュー 2021．1．24 中京1着

2018．5．18生 牡4鹿 母 カ ジ ノ ブ ギ 母母 ギミーシェルター 8戦3勝 賞金 45，354，000円

04118 3月13日 曇 良 （4阪神1） 第10日 第10競走 ��
��2，000�

なだ

灘 ス テ ー ク ス
発走15時00分 （ダート・右）
4歳以上，3勝クラス；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
2：01．0
2：01．0

不良
不良

714 レッドソルダード �4黒鹿57 団野 大成 �東京ホースレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 494－ 42：05．3 3．9�
24 メイショウフンジン 牡4黒鹿57 酒井 学松本 好雄氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 508＋ 82：05．4	 22．1�
713 モダスオペランディ 牡6鹿 57 国分 恭介ゴドルフィン 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 526＋ 22：05．5クビ 23．3�
612 ストロングライン 牡6芦 57 和田 竜二�ターフ・スポート西村 真幸 浦河 酒井牧場 504＋ 42：05．92	 4．8�
816 ロッキーサンダー 牡5鹿 57 浜中 俊原田 豊氏 石橋 守 浦河 杵臼牧場 480－ 4 〃 ハナ 7．2	
815 フォルテデイマルミ 牡4黒鹿57 池添 謙一金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 安平 追分ファーム 490－ 22：06．0クビ 11．3

611 コーラスケイト 牝4鹿 55 武 豊大塚 亮一氏 新谷 功一 浦河 杵臼牧場 510－ 8 〃 クビ 8．4�
11 ヴァーダイト 牡5黒鹿57 坂井 瑠星 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 494－10 〃 クビ 20．4�
12 ペ ガ サ ス 牡6青鹿57 菱田 裕二中辻 明氏 大久保龍志 新ひだか 織田 正敏 462－ 42：06．21
 18．4
59 スズカデレヤ 牡5青鹿57 秋山真一郎永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 辻 牧場 520－ 22：06．62	 15．1�
510 ホウオウエーデル 牡6鹿 57 秋山 稔樹小笹 芳央氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド 492－ 82：07．02	 25．6�
48 � コパノリッチマン 牡5栃栗57 泉谷 楓真小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 前谷 武志 514＋ 22：07．53 11．2�
36 アイファーキングズ 牡6黒鹿57 内田 博幸中島 稔氏 �島 一歩 新冠 川上 悦夫 512＋ 42：07．92	 48．7�
47 サトノオンリーワン 牡7芦 57 松若 風馬里見 治紀氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486＋ 22：08．43	 176．4�
23 キタノインディ 牡4鹿 57 小牧 太北所 直人氏 吉田 直弘 日高 シンボリ牧場 480± 02：08．5	 30．9�
35 ウインネプチューン 牡7青鹿57 富田 暁�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム B524＋182：13．5大差 278．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 60，431，200円 複勝： 88，874，400円 枠連： 37，165，800円
馬連： 152，100，200円 馬単： 50，906，100円 ワイド： 124，667，800円
3連複： 250，342，400円 3連単： 234，716，500円 計： 999，204，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 180円 � 520円 � 770円 枠 連（2－7） 2，700円

馬 連 �� 4，380円 馬 単 �� 6，740円

ワ イ ド �� 1，590円 �� 2，640円 �� 8，580円

3 連 複 ��� 59，940円 3 連 単 ��� 212，180円

票 数

単勝票数 計 604312 的中 � 122284（1番人気）
複勝票数 計 888744 的中 � 166544（1番人気）� 39492（9番人気）� 25101（12番人気）
枠連票数 計 371658 的中 （2－7） 10645（13番人気）
馬連票数 計1521002 的中 �� 26867（13番人気）
馬単票数 計 509061 的中 �� 5662（18番人気）
ワイド票数 計1246678 的中 �� 20540（16番人気）�� 12188（33番人気）�� 3677（87番人気）
3連複票数 計2503424 的中 ��� 3132（198番人気）
3連単票数 計2347165 的中 ��� 802（746番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．8―35．2―48．7―1：01．3―1：13．8―1：26．4―1：39．2―1：51．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドソルダード �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．7．12 阪神2着

2018．5．2生 �4黒鹿 母 レッドソンブレロ 母母 スカーレットレディ 14戦3勝 賞金 56，886，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウインネプチューン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 スーパーフェイバー号・フィロロッソ号・ワイドソロモン号

１レース目



04119 3月13日 曇 良 （4阪神1） 第10日 第11競走 ��
��1，400�第56回報知杯フィリーズレビュー（ＧⅡ）

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

報知新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 52，000，000円 21，000，000円 13，000，000円 7，800，000円 5，200，000円
付 加 賞 1，078，000円 308，000円 154，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．2
1：19．0

良
良

34 サブライムアンセム 牝3鹿 54 池添 謙一 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 476－ 21：19．9 7．9�
22 ナムラクレア 牝3青鹿54 浜中 俊奈村 睦弘氏 長谷川浩大 浦河 谷川牧場 466＋12 〃 アタマ 1．7�
46 ア ネ ゴ ハ ダ 牝3青鹿54 酒井 学岡 浩二氏 佐々木晶三 新ひだか 株式会社 サ

ンデーヒルズ 438－ 61：20．21� 11．4�
23 マイシンフォニー 牝3青鹿54 武 豊�キーファーズ 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 464－ 61：20．3� 9．3�
35 ラブリネスオーバー 牝3芦 54 松若 風馬髙栁 	男氏 高柳 瑞樹 日高 高柳 隆男 496－ 61：20．4� 58．0

59 ブッシュガーデン 牝3黒鹿54 富田 暁�須野牧場 武井 亮 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 462－ 2 〃 ハナ 53．2�
610 キミワクイーン 牝3鹿 54 内田 博幸浦邊 輝實氏 奥村 武 安平 追分ファーム 430＋101：20．5クビ 12．3
11 アドヴァイス 牝3鹿 54 和田 竜二泉 一郎氏 石坂 公一 日高 浜本牧場 460± 01：21．14 46．2�
611 ゼロドラゴン 牝3黒鹿54 横山 典弘�桑田牧場 寺島 良 浦河 桑田牧場 434－ 41：21．31 53．9�
712 スリーパーダ 牝3栗 54 坂井 瑠星 �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 396－ 81：21．4� 39．1�
815 モチベーション 牝3鹿 54 秋山 稔樹石川 秀守氏 清水 英克 新ひだか 水丸牧場 428－ 61：21．5� 132．3�
47 	 コンクパール 牝3栗 54 泉谷 楓真前田 幸大氏 中竹 和也 米 Triemore

Stud 478± 01：21．6� 48．2�
58 テイエムスパーダ 牝3芦 54 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 浦河 浦河小林牧場 494＋ 41：21．8� 12．8�
713 サウンドクレア 牝3鹿 54 団野 大成増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 430－ 61：21．9� 47．1�
814 ウ ィ リ ン 牝3黒鹿54 菱田 裕二ジャコモ合同会社 林 徹 千歳 社台ファーム 426－ 21：22．43 18．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 230，020，700円 複勝： 262，922，200円 枠連： 105，742，800円
馬連： 629，232，900円 馬単： 244，537，400円 ワイド： 493，871，800円
3連複： 1，222，197，800円 3連単： 1，497，584，400円 計： 4，686，110，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 210円 � 110円 � 230円 枠 連（2－3） 580円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 2，370円

ワ イ ド �� 360円 �� 940円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，690円 3 連 単 ��� 11，440円

票 数

単勝票数 計2300207 的中 � 230519（2番人気）
複勝票数 計2629222 的中 � 251044（2番人気）� 927229（1番人気）� 210379（5番人気）
枠連票数 計1057428 的中 （2－3） 140405（1番人気）
馬連票数 計6292329 的中 �� 609600（1番人気）
馬単票数 計2445374 的中 �� 77187（7番人気）
ワイド票数 計4938718 的中 �� 388671（2番人気）�� 127746（8番人気）�� 421688（1番人気）
3連複票数 計12221978 的中 ��� 540789（1番人気）
3連単票数 計14975844 的中 ��� 94868（19番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．5―33．5―44．9―56．4―1：08．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F35．0
3 ・（7，8）（1，6，12）（9，10，14）（2，15）（4，3）（5，11，13） 4 ・（7，8）（1，6，12）（10，14）9（2，15）（4，3，13）5，11

勝馬の
紹 介

サブライムアンセム �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2021．8．1 新潟4着

2019．1．26生 牝3鹿 母 パストフォリア 母母 ハッピーパス 7戦2勝 賞金 65，478，000円
〔制裁〕 ナムラクレア号の騎手浜中俊は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：15番・3番・13番）
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりサブライムアンセム号・ナムラクレア号・アネゴハダ号は，桜花賞（GⅠ）競走に優先出走できる。

04120 3月13日 曇 良 （4阪神1） 第10日 第12競走 1，400�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 11，100，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，110，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

47 ゴ ダ イ リ キ 牡4鹿 57 内田 博幸青山 洋一氏 牧浦 充徳 新ひだか グランド牧場 508＋ 21：24．9 22．4�
611 サ ヴ ァ イ ヴ 牡5青 57 国分 優作中村 忠彦氏 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 466－ 41：25．0� 21．0�
815 ラインオブフェイト 牝4栗 55 坂井 瑠星 �YGGホースクラブ 田島 俊明 日高 奥山 博 456－ 61：25．21 11．7�
58 ラ キ 牝5鹿 55 小崎 綾也 �ニッシンホール

ディングス 小崎 憲 新ひだか 友田牧場 464－ 2 〃 クビ 28．9�
712� スズカクローカス 牝6黒鹿55 長岡 禎仁永井 宏明氏 杉山 佳明 むかわ 新井牧場 446± 01：25．3クビ 21．0�
59 アールジオール 牡6栗 57

54 ▲鷲頭 虎太前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 538－ 21：25．4� 198．3	
46 � シャークスポット 牡4鹿 57 武 豊沖田 正憲氏 高柳 大輔 日高 沖田牧場 460－ 21：25．5� 2．5

610 デルマセイシ 牝4青鹿55 松若 風馬浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 478＋ 21：25．6� 24．5�
34 ニシノダンテ 牡7青鹿 57

54 ▲大久保友雅西山 茂行氏 新谷 功一 浦河 谷川牧場 506－ 61：25．7クビ 62．8�
22 バ ク シ ン 牡4鹿 57 池添 謙一林 正道氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 498± 01：25．8� 5．7
35 ディオスクーロイ 牡4栗 57 団野 大成野嶋 祥二氏 松下 武士 浦河 杵臼牧場 472－ 41：26．11� 6．4�
713 カ ム カ ム 牡8鹿 57

54 ▲川端 海翼共田 義夫氏 浜田多実雄 新冠 松浦牧場 474－ 6 〃 アタマ 74．2�
23 � ダルマワンサ 牡5栗 57

53 ★今村 聖奈吉田 勝利氏 鈴木 孝志 日高 新生ファーム B432＋ 21：26．63 133．0�
11 メイショウナリヒラ 牡4栗 57 和田 竜二松本 好�氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 468－ 21：26．7� 6．2�
814 サクセスリボーン 牡5黒鹿57 酒井 学柴田実千代氏 北出 成人 新冠 タニグチ牧場 510－101：27．02 29．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 71，338，300円 複勝： 84，839，100円 枠連： 30，877，400円
馬連： 166，337，800円 馬単： 58，853，000円 ワイド： 127，705，400円
3連複： 260，955，400円 3連単： 284，273，600円 計： 1，085，180，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，240円 複 勝 � 830円 � 560円 � 310円 枠 連（4－6） 1，740円

馬 連 �� 26，120円 馬 単 �� 45，310円

ワ イ ド �� 6，810円 �� 5，140円 �� 3，550円

3 連 複 ��� 102，840円 3 連 単 ��� 660，570円

票 数

単勝票数 計 713383 的中 � 25410（8番人気）
複勝票数 計 848391 的中 � 24778（11番人気）� 39019（7番人気）� 78793（5番人気）
枠連票数 計 308774 的中 （4－6） 13683（6番人気）
馬連票数 計1663378 的中 �� 4935（58番人気）
馬単票数 計 588530 的中 �� 974（107番人気）
ワイド票数 計1277054 的中 �� 4818（60番人気）�� 6407（48番人気）�� 9332（37番人気）
3連複票数 計2609554 的中 ��� 1903（204番人気）
3連単票数 計2842736 的中 ��� 312（1203番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．6―12．3―12．6―12．5―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．9―34．5―46．8―59．4―1：11．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴ ダ イ リ キ �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 スズカマンボ デビュー 2020．12．20 中山2着

2018．1．31生 牡4鹿 母 パワースポット 母母 セクシーシューズ 8戦3勝 賞金 26，600，000円
〔制裁〕 アールジオール号の騎手鷲頭虎太は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：7番・6番）

４レース目



（4阪神1）第10日 3月13日（日曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 165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

281，720，000円
28，200，000円
2，470，000円
37，390，000円
73，857，000円
4，792，500円
1，584，000円

勝馬投票券売得金
715，150，700円
903，465，900円
275，698，400円
1，512，926，000円
605，976，700円
1，254，012，400円
2，603，184，000円
3，084，977，300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 10，955，391，400円

総入場人員 4，794名 （有料入場人員 4，562名）
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