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04073 3月5日 晴 良 （4阪神1） 第7日 第1競走 1，800�3歳未勝利
発走9時50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
1：48．5
1：47．6

重
重

610 メイショウソウゲツ 牝3黒鹿 54
51 ▲角田 大河松本 好雄氏 本田 優 新ひだか 藤沢牧場 446－ 41：55．7 18．5�

814 アルファカリーナ 牝3青鹿54 福永 祐一 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 430－ 21：55．91 5．5�
11 ベ レ ン 牝3芦 54 岩田 康誠椎名 節氏 辻野 泰之 新ひだか グランド牧場 476－ 61：56．0クビ 3．8�
22 サンパティーク 牝3黒鹿54 藤懸 貴志名古屋友豊� 宮本 博 安平 ノーザンファーム 462± 01：56．74 11．0�
813 ポジティブガール 牝3栗 54 酒井 学平川 浩之氏 小林 真也 日高 槇本牧場 B450＋ 41：56．91� 150．6	
45 ミヴィダロカ 牝3鹿 54 川田 将雅加藤 裕司氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 492 ―1：57．21� 4．5

58 チェリーオントップ 牝3青鹿54 和田 竜二吉田ひとみ氏 友道 康夫 洞�湖 レイクヴィラファーム 446－ 61：57．62� 6．1�
711 リンギングフォン 牝3鹿 54

50 ★今村 聖奈犬塚悠治郎氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム 442－121：57．81 9．1�
712 オメガラブロッシュ 牝3栗 54 横山 和生原 �子氏 辻野 泰之 新ひだか 岡田スタツド 464＋ 21：57．9� 48．8
33 ミ テ ィ エ ラ 牝3鹿 54 藤岡 康太吉田 晴哉氏 上村 洋行 安平 追分ファーム 494＋ 41：58．0� 29．0�
69 デルマローレライ 牝3黒鹿54 松若 風馬浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 414－ 41：58．1� 13．7�
46 エニアグラム 牝3栗 54 団野 大成合同会社小林英一

ホールディングス 西村 真幸 日高 出口牧場 432＋ 21：58．73� 34．3�
57 リ オ レ 牝3鹿 54

52 △小沢 大仁吉田 安惠氏 中村 直也 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 452＋ 41：59．76 157．8�

34 マリブレディ 牝3鹿 54
50 ★古川 奈穂小川眞査雄氏 矢作 芳人 新ひだか 下屋敷牧場 382－ 42：02．4大差 321．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 40，668，200円 複勝： 60，060，700円 枠連： 11，581，500円
馬連： 63，661，000円 馬単： 27，557，200円 ワイド： 69，221，000円
3連複： 114，215，900円 3連単： 105，011，200円 計： 491，976，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，850円 複 勝 � 490円 � 200円 � 180円 枠 連（6－8） 2，180円

馬 連 �� 4，350円 馬 単 �� 10，900円

ワ イ ド �� 1，540円 �� 1，650円 �� 620円

3 連 複 ��� 7，400円 3 連 単 ��� 86，310円

票 数

単勝票数 計 406682 的中 � 17570（8番人気）
複勝票数 計 600607 的中 � 25181（8番人気）� 82546（3番人気）� 99077（2番人気）
枠連票数 計 115815 的中 （6－8） 4114（11番人気）
馬連票数 計 636610 的中 �� 11332（19番人気）
馬単票数 計 275572 的中 �� 1895（51番人気）
ワイド票数 計 692210 的中 �� 11250（23番人気）�� 10466（25番人気）�� 30452（3番人気）
3連複票数 計1142159 的中 ��� 11568（27番人気）
3連単票数 計1050112 的中 ��� 882（342番人気）

ハロンタイム 12．9―11．7―13．5―12．7―12．5―12．6―13．1―13．1―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．6―38．1―50．8―1：03．3―1：15．9―1：29．0―1：42．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．4―3F39．8
1
3
9，10，14（1，3）7，8（12，13）（11，4）（2，6）5・（9，10）14（1，2）－（3，8）12（7，5）13（11，4，6）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウソウゲツ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2021．11．7 阪神6着

2019．3．24生 牝3黒鹿 母 デヒアバーズ 母母 バーズウイング 5戦1勝 賞金 7，010，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マリブレディ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年5月5日まで平地競走に

出走できない。

04074 3月5日 晴 良 （4阪神1） 第7日 第2競走 ��1，200�3歳未勝利
発走10時20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
1：08．8
1：08．5

重
重

816 メイショウトール 牡3鹿 56
53 ▲角田 大河松本 好雄氏 石橋 守 様似 中脇 一幸 474－ 21：13．3 6．0�

612 タガノシリフケ 牝3青鹿 54
51 ▲大久保友雅八木 良司氏 斉藤 崇史 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 454－ 21：13．4� 11．2�
23 メイショウアジロ 牡3栗 56 和田 竜二松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 484＋141：13．5クビ 2．1�
36 � アドバンスドリーム 牡3栗 56

53 ▲松本 大輝久保田典秀氏 森 秀行 米 Mountmellick
Farm, LLC 502＋141：13．71� 14．4�

510 シンギングロード �3黒鹿 56
53 ▲角田 大和�前川企画 角田 晃一 新冠 ハシモトフアーム B504± 01：14．02 23．0�

611 タガノマドリード 牡3青 56 川島 信二八木 良司氏 新谷 功一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 462－141：14．74 110．3	

713� ルヴェルジェ 牝3鹿 54 横山 武史 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 杉山 晴紀 米 Robert Low &

Lawana Low 478 ―1：14．8クビ 7．0

11 スナークユウマ 牡3栗 56 富田 暁杉本 豊氏 川村 禎彦 浦河 栄進牧場 486－ 2 〃 ハナ 331．0�
59 ウイングブラボー 牡3鹿 56 小牧 太池田 實氏 服部 利之 日高 沖田牧場 444－ 2 〃 クビ 93．6�
48 � エンジェルシリカ 牝3鹿 54 坂井 瑠星前田 幸大氏 矢作 芳人 米 Mrs. E

Stockwell 442－ 21：14．9	 7．4
47 メイショウカラツ 牡3黒鹿56 和田 翼松本 好雄氏 大橋 勇樹 様似 様似共栄牧場 476＋ 21：15．21� 67．8�
24 � ブラヴィーノ 牡3栗 56 岩田 望来岡田 牧雄氏 石坂 公一 米

Jay Goodwin, Lu-
cas Marquardt &
Rick Smith

434＋ 21：15．3	 11．5�
714 ポケットカラキュン 牝3黒鹿 54

51 ▲服部 寿希山下 良子氏 服部 利之 浦河 杵臼斉藤牧場 390－ 21：15．61� 555．6�
12 キーシーズン 牝3黒鹿 54

50 ★永島まなみ北前孔一郎氏 杉山 佳明 新冠 中本牧場 398－ 11：16．45 172．9�
815 エイシンスプレモ 牝3鹿 54 団野 大成�栄進堂 中尾 秀正 浦河 高村牧場 448± 01：17．14 371．4�
35 レイバックターン 牡3鹿 56

54 △小沢 大仁谷掛 龍夫氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 488＋101：17．31� 189．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 42，990，600円 複勝： 64，909，200円 枠連： 12，401，700円
馬連： 59，602，100円 馬単： 29，956，500円 ワイド： 58，756，500円
3連複： 96，567，800円 3連単： 107，924，600円 計： 473，109，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 170円 � 260円 � 110円 枠 連（6－8） 2，480円

馬 連 �� 3，120円 馬 単 �� 5，020円

ワ イ ド �� 740円 �� 270円 �� 450円

3 連 複 ��� 1，730円 3 連 単 ��� 14，960円

票 数

単勝票数 計 429906 的中 � 57299（2番人気）
複勝票数 計 649092 的中 � 73388（2番人気）� 38585（6番人気）� 271262（1番人気）
枠連票数 計 124017 的中 （6－8） 3860（9番人気）
馬連票数 計 596021 的中 �� 14771（11番人気）
馬単票数 計 299565 的中 �� 4468（15番人気）
ワイド票数 計 587565 的中 �� 18354（8番人気）�� 62738（1番人気）�� 32589（5番人気）
3連複票数 計 965678 的中 ��� 41727（5番人気）
3連単票数 計1079246 的中 ��� 5230（49番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．8―12．7―12．5―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―35．0―47．7―1：00．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウトール �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 スタチューオブリバティ デビュー 2021．11．7 阪神5着

2019．3．28生 牡3鹿 母 メイショウルナ 母母 チルシーカー 3戦1勝 賞金 6，680，000円
〔制裁〕 エンジェルシリカ号の騎手坂井瑠星は，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：14番）

第１回 阪神競馬 第７日



04075 3月5日 晴 良 （4阪神1） 第7日 第3競走 1，800�3歳未勝利
発走10時50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

612 ロードアラビアン 牡3鹿 56 福永 祐一 �ロードホースクラブ 四位 洋文 新ひだか タガミファーム 498 ―1：54．8 7．4�
24 テーオーパルフェ 牡3栗 56 加藤 祥太小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 512＋ 41：55．97 43．0�
59 キ ン グ ク ー 牡3鹿 56 M．デムーロ辻子 依旦氏 武 幸四郎 日高 ヤナガワ牧場 500± 01：56．32� 2．5�
12 タマモエイトビート 牡3鹿 56

52 ★今村 聖奈タマモ� 武 英智 新ひだか 曾我 博 510－ 21：56．51� 5．3�
48 ダンツエスプリ 牡3栗 56

53 ▲角田 大和山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 千代田牧場 476± 01：56．92� 9．7�
713 リリーアロー 牡3鹿 56 池添 謙一土井 孝夫氏 池添 兼雄 新冠 ハシモトフアーム 494± 01：57．0� 9．8	
23 モ ズ ユ ウ ガ 牡3栗 56 岩田 望来 �キャピタル・システム 大久保龍志 日高 株式会社

目黒牧場 480＋ 21：57．42� 9．3

11 テイエムサンボーイ 牡3鹿 56 国分 優作竹園 正繼氏 坂口 智康 新冠 大栄牧場 530－ 41：57．5� 6．8�
35 オ グ ロ 牡3栗 56 幸 英明幅田 昌伸氏 加用 正 浦河 高昭牧場 466± 01：58．56 155．5�
816 メイショウクモジ 牡3鹿 56 富田 暁松本 好雄氏 木原 一良 浦河 高昭牧場 476± 0 〃 クビ 207．4
611 バ ク マ ツ 牡3芦 56 団野 大成�フクキタル 斉藤 崇史 新冠 パカパカ

ファーム 540 ―1：59．56 84．6�
714 ケイアイギャラクシ 牡3栗 56 藤懸 貴志 �ケイアイスタリオン 宮本 博 新冠 隆栄牧場 558± 01：59．6� 80．1�
815 ユイロンクラウン 牡3鹿 56 岡田 祥嗣張 月勝氏 安田 翔伍 新冠 ハクレイファーム 498－ 21：59．81 278．2�
36 クラウドボウ �3黒鹿56 和田 翼前田 晋二氏 杉山 佳明 様似 清水 誠一 470－102：00．11� 120．5�
47 テイエムアルプス 牡3鹿 56

53 ▲川端 海翼竹園 正繼氏 浜田多実雄 新冠 大栄牧場 B478＋ 22：00．84 126．9�
510 シャルンホルスト 牡3鹿 56

53 ▲大久保友雅八嶋 長久氏 茶木 太樹 新ひだか 三石川上牧場 498－ 22：00．9� 327．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 41，907，800円 複勝： 63，869，900円 枠連： 12，616，200円
馬連： 59，656，500円 馬単： 29，195，500円 ワイド： 62，416，900円
3連複： 98，013，700円 3連単： 108，398，000円 計： 476，074，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 300円 � 640円 � 130円 枠 連（2－6） 2，760円

馬 連 �� 21，040円 馬 単 �� 33，630円

ワ イ ド �� 4，990円 �� 520円 �� 1，660円

3 連 複 ��� 15，430円 3 連 単 ��� 133，420円

票 数

単勝票数 計 419078 的中 � 44795（4番人気）
複勝票数 計 638699 的中 � 47393（7番人気）� 18466（8番人気）� 180599（1番人気）
枠連票数 計 126162 的中 （2－6） 3535（11番人気）
馬連票数 計 596565 的中 �� 2197（32番人気）
馬単票数 計 291955 的中 �� 651（58番人気）
ワイド票数 計 624169 的中 �� 3034（31番人気）�� 33638（5番人気）�� 9379（22番人気）
3連複票数 計 980137 的中 ��� 4762（41番人気）
3連単票数 計1083980 的中 ��� 589（305番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―13．1―12．9―13．2―13．2―13．0―12．4―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．2―37．3―50．2―1：03．4―1：16．6―1：29．6―1：42．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ロードアラビアン �
�
父 サトノアラジン �

�
母父 サクラバクシンオー 初出走

2019．3．12生 牡3鹿 母 フェイズシフト 母母 レイオブライト 1戦1勝 賞金 5，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クラウドボウ号・テイエムアルプス号・シャルンホルスト号は，「タイムオーバーによる出走制限」

のため，令和4年4月5日まで平地競走に出走できない。

04076 3月5日 晴 良 （4阪神1） 第7日 第4競走 1，400�3歳未勝利
発走11時20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

12 ケイアイオメガ 牡3鹿 56 藤懸 貴志 �ケイアイスタリオン 梅田 智之 新ひだか 佐竹 学 470 ―1：27．2 3．3�
713 メイショウアポイ 牡3鹿 56

54 △小沢 大仁松本 好雄氏 松下 武士 様似 中脇 一幸 450± 01：27．3� 8．4�
47 エ バ ニ ス タ 牡3鹿 56

53 ▲角田 大河畑佐 博氏 角田 晃一 浦河 秋場牧場 468－ 61：27．72� 4．4�
36 カ ル ネ 牡3鹿 56 横山 和生寺田 寿男氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 470 ― 〃 クビ 36．1�
59 ヒラシゲカツ 牡3黒鹿56 川島 信二北前孔一郎氏 新谷 功一 新ひだか 中田 英樹 506＋ 41：28．12� 26．3�
816 ギャラクシーセブン 牡3栗 56 団野 大成 Him Rock Racing

ホールディングス� 荒川 義之 日高 タバタファーム 450－ 61：28．3� 31．0	
35 サンライズモストロ 牡3栗 56 和田 竜二松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 518 ―1：28．51� 104．0

23 テイエムファクター 牡3鹿 56 富田 暁竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 林 孝輝 474－ 6 〃 ハナ 22．7�
714 メイショウレイメイ 牡3青鹿 56

53 ▲大久保友雅松本 好雄氏 池添 学 浦河 太陽牧場 514＋ 6 〃 アタマ 27．4�
510 クラウンスター �3黒鹿56 藤井勘一郎田島 政光氏 飯田 雄三 浦河 ガーベラパー

クスタツド 448－ 2 〃 アタマ 6．3
11 セ ル ゼ 牡3黒鹿56 横山 典弘 �愛馬レーシングクラブ 四位 洋文 浦河 高昭牧場 510－101：28．7� 8．5�
48 アップトゥザナイン 牡3栗 56

52 ★永島まなみ �京都ホースレーシング 高橋 康之 新冠 村上 進治 458＋ 4 〃 クビ 217．8�
612 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 498－ 41：29．23 299．4�
815 テイエムライコオ 牡3鹿 56 田中 健竹園 正繼氏 武 英智 新ひだか 本桐牧場 482＋ 21：29．41� 154．3�
24 ヨシノエトワール 牝3黒鹿54 幸 英明清水 義德氏 吉田 直弘 新冠 村上 欽哉 472－ 61：29．82� 280．6�
611 ヴェストヴォーグ 牡3鹿 56 福永 祐一�G1レーシング 須貝 尚介 安平 追分ファーム B536 ―1：29．9クビ 7．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，498，000円 複勝： 60，902，200円 枠連： 14，028，500円
馬連： 60，997，700円 馬単： 25，031，800円 ワイド： 64，055，800円
3連複： 100，203，000円 3連単： 95，309，000円 計： 464，026，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 170円 � 210円 � 180円 枠 連（1－7） 1，010円

馬 連 �� 1，720円 馬 単 �� 2，870円

ワ イ ド �� 750円 �� 380円 �� 540円

3 連 複 ��� 2，660円 3 連 単 ��� 11，130円

票 数

単勝票数 計 434980 的中 � 103859（1番人気）
複勝票数 計 609022 的中 � 94823（2番人気）� 68691（4番人気）� 92193（3番人気）
枠連票数 計 140285 的中 （1－7） 10698（3番人気）
馬連票数 計 609977 的中 �� 27328（5番人気）
馬単票数 計 250318 的中 �� 6520（6番人気）
ワイド票数 計 640558 的中 �� 20657（8番人気）�� 45924（1番人気）�� 30351（3番人気）
3連複票数 計1002030 的中 ��� 28227（3番人気）
3連単票数 計 953090 的中 ��� 6203（8番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―12．1―12．6―13．4―13．0―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．9―35．0―47．6―1：01．0―1：14．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F52．2―3F39．6
3 14－2，3，7，9，13，10（8，16）12－15（4，11）－1－6－5 4 14，2（3，7）（9，13）16，10（8，12，15）－11，4－1－6，5

勝馬の
紹 介

ケイアイオメガ �
�
父 ビッグアーサー �

�
母父 トワイニング 初出走

2019．3．2生 牡3鹿 母 ケイアイエーデル 母母 ケイアイワールド 1戦1勝 賞金 5，200，000円
※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 アルファロッソ号



04077 3月5日 晴 良 （4阪神1） 第7日 第5競走 ��1，600�3歳未勝利
発走12時10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

612 サンクフィーユ 牝3鹿 54 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 462 ―1：33．3 5．6�
23 ハギノモーリス 牡3鹿 56 池添 謙一日隈 良江氏 高野 友和 新冠 株式会社

ノースヒルズ 476－ 61：33．61� 1．8�
11 ムーンリットナイト 牡3鹿 56 和田 竜二 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 484＋161：33．91� 21．7�
35 ケ デ シ ュ 牝3黒鹿54 武 豊�ヤナガワ牧場 上村 洋行 日高 ヤナガワ牧場 472－101：34．0� 6．2�
714 サニーバローズ 牝3栃栗54 M．デムーロ猪熊 広次氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 460－ 61：34．63� 13．1	
12 ダノンマイソウル 牡3鹿 56 坂井 瑠星�ダノックス 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 518－101：34．7クビ 9．0

24 コートパルフェ 牝3黒鹿54 三浦 皇成 �社台レースホース小崎 憲 千歳 社台ファーム 448 ―1：34．8� 240．8�
47 メジャークオリティ 牡3鹿 56 幸 英明 �社台レースホース西園 正都 千歳 社台ファーム 484－ 41：35．12 16．1�
36 フィオリーカズマ �3鹿 56 横山 和生合同会社雅苑興業 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 480＋ 2 〃 ハナ 52．7
59 ナ ム ラ タ タ 牡3芦 56 城戸 義政奈村 睦弘氏 清水 久詞 日高 いとう牧場 466 ―1：35．2� 351．1�
715 ジャグアーロ 牡3青鹿56 横山 武史 �キャロットファーム 杉山 晴紀 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450 ―1：35．4� 118．8�
510 ダブルブレンド 牝3栗 54

52 △小沢 大仁�酒井牧場 西村 真幸 浦河 酒井牧場 408＋ 21：35．61� 413．6�
816 モ ー ゲ ン 牡3栗 56 吉田 隼人宮田美恵子氏 浜田多実雄 日高 タバタファーム 458＋ 41：36．34 380．8�
817 レッドバンディエラ 牡3黒鹿56 岩田 望来 �東京ホースレーシング 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 464＋ 21：36．4� 101．9�
713 ヴ ァ リ ッ ド 牝3黒鹿54 団野 大成金山 政信氏 渡辺 薫彦 新ひだか 木田牧場 422－ 6 〃 クビ 35．3�
818 デルマピクシー 牝3栗 54

51 ▲鷲頭 虎太浅沼 廣幸氏 坂口 智康 千歳 社台ファーム 446 ―1：36．71� 315．2�
611 シャイニーダイヤ 牝3鹿 54 福永 祐一�ライフハウス 石坂 公一 日高 下河辺牧場 414＋ 81：37．33� 137．4�
48 アリアナバローズ 牝3栗 54

51 ▲角田 大和猪熊 広次氏 角田 晃一 浦河 富田牧場 488 ―1：40．3大差 175．8�
（18頭）

売 得 金
単勝： 58，942，600円 複勝： 91，437，300円 枠連： 17，502，700円
馬連： 74，302，100円 馬単： 36，570，200円 ワイド： 82，174，600円
3連複： 127，502，000円 3連単： 144，866，500円 計： 633，298，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 190円 � 110円 � 390円 枠 連（2－6） 590円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 1，620円

ワ イ ド �� 290円 �� 1，640円 �� 700円

3 連 複 ��� 3，360円 3 連 単 ��� 15，680円

票 数

単勝票数 計 589426 的中 � 83174（2番人気）
複勝票数 計 914373 的中 � 99886（3番人気）� 338720（1番人気）� 37551（7番人気）
枠連票数 計 175027 的中 （2－6） 22815（2番人気）
馬連票数 計 743021 的中 �� 83275（2番人気）
馬単票数 計 365702 的中 �� 16905（6番人気）
ワイド票数 計 821746 的中 �� 82761（2番人気）�� 11495（22番人気）�� 28793（6番人気）
3連複票数 計1275020 的中 ��� 28388（12番人気）
3連単票数 計1448665 的中 ��� 6694（50番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．4―11．8―12．0―11．5―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．0―34．4―46．2―58．2―1：09．7―1：21．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンクフィーユ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ディープインパクト 初出走

2019．5．2生 牝3鹿 母 キャトルフィーユ 母母 ワンフォーローズ 1戦1勝 賞金 5，200，000円
〔発走状況〕 フィオリーカズマ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アリアナバローズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年4月5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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 7頭 アルコローザ号・エアシャロウ号・オマツサマ号・カルトナージュ号・シウン号・バトルシャイニング号・ラリベラ号

04078 3月5日 晴 良 （4阪神1） 第7日 第6競走 ��1，800�3歳1勝クラス
発走12時40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
1：48．5
1：47．6

重
重

11 ノットゥルノ 牡3鹿 56 武 豊金子真人ホール
ディングス� 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 510－ 21：53．3 2．0�

55 ヴァレーデラルナ 牝3鹿 54 岩田 望来�ラ・メール 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 502－ 41：53．61� 3．3�
67 ラインオブソウル 牡3鹿 56 和田 竜二 �吉澤ホールディングス 音無 秀孝 新ひだか グランド牧場 508－ 61：53．7� 28．5�
79 タマモエース 牡3栗 56 松山 弘平タマモ� 川村 禎彦 浦河 北光牧場 466＋ 21：54．12� 17．0�
811� シェイリーン 牝3芦 54 福永 祐一吉田 和美氏 池添 学 米 Town & Country

Horse Farms, LLC B482－ 81：54．31� 8．1�
710 スカイフォール 牡3鹿 56 横山 典弘�NICKS 昆 貢 安平 ノーザンファーム 476－ 21：54．61� 5．7	
812 オ ス テ リ ア 牡3栗 56 坂井 瑠星 �吉澤ホールディングス 宮本 博 新ひだか 広田牧場 502－121：55．66 47．3

22 キングズソード 牡3鹿 56 藤岡 康太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 寺島 良 浦河 日進牧場 498－ 2 〃 ハナ 25．0�
33 アクティブバイオ 牡3芦 56 団野 大成バイオ� 今野 貞一 日高 中館牧場 484－ 41：57．6大差 195．2�
56 オメガブルーム 牡3芦 56 横山 和生原 	子氏 安田 翔伍 新ひだか 岡田スタツド 478－ 61：57．7アタマ 108．9
68 ブリヨンカズマ 牡3芦 56 西村 淳也合同会社雅苑興業 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム B516＋ 41：57．81 338．4�
44 グレナデンシロップ 牝3黒鹿54 横山 武史吉田 勝己氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 434＋ 22：01．7大差 161．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 71，868，000円 複勝： 83，369，600円 枠連： 13，409，900円
馬連： 75，267，300円 馬単： 40，384，400円 ワイド： 80，531，100円
3連複： 123，035，100円 3連単： 178，709，700円 計： 666，575，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 130円 � 390円 枠 連（1－5） 330円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 520円

ワ イ ド �� 190円 �� 750円 �� 770円

3 連 複 ��� 1，910円 3 連 単 ��� 5，520円

票 数

単勝票数 計 718680 的中 � 274795（1番人気）
複勝票数 計 833696 的中 � 261192（1番人気）� 184535（2番人気）� 29970（7番人気）
枠連票数 計 134099 的中 （1－5） 31344（1番人気）
馬連票数 計 752673 的中 �� 158297（1番人気）
馬単票数 計 403844 的中 �� 57397（1番人気）
ワイド票数 計 805311 的中 �� 141459（1番人気）�� 23463（10番人気）�� 22740（11番人気）
3連複票数 計1230351 的中 ��� 48122（6番人気）
3連単票数 計1787097 的中 ��� 23462（13番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―12．9―12．5―12．5―12．9―13．1―12．8―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．5―36．4―48．9―1：01．4―1：14．3―1：27．4―1：40．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．9―3F39．0
1
3
2（3，5，9）（4，7，11）－（6，8，12）－1，10・（2，5）（3，9）（7，11）－（6，4，12）（8，1）－10

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ノットゥルノ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2021．12．25 阪神4着

2019．4．16生 牡3鹿 母 シェイクズセレナーデ 母母 Desert Stormer 4戦2勝 賞金 13，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グレナデンシロップ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年4月5日まで平地

競走に出走できない。



04079 3月5日 晴 良 （4阪神1） 第7日 第7競走 2，000�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 7，700，000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
2：01．0
2：01．0

不良
不良

78 フォルツァンド 牡4鹿 57 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 518± 02：07．7 2．1�

44 ワイドレッジャドロ 牡5黒鹿57 幸 英明幅田 京子氏 加用 正 浦河 成隆牧場 514－ 22：07．8� 3．5�
11 メイショウシロガネ 牡4鹿 57

53 ★今村 聖奈松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 多田 善弘 472＋ 22：07．9クビ 4．9�
89 テーオーシリウス 牡4黒鹿 57

56 ☆泉谷 楓真小笹 公也氏 奥村 豊 日高 ヤナガワ牧場 474＋ 42：08．64 10．5�
33 ナムラスワガー 牡4鹿 57 田中 健奈村 睦弘氏 荒川 義之 様似 林 時春 480± 02：08．8� 16．4�
77 ピ ー ニ ャ 牡4栗 57

54 ▲角田 大和金子真人ホール
ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム 500＋ 6 〃 クビ 38．5	

55 � ムッシュパイロ 牡5鹿 57 藤井勘一郎ゴドルフィン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 556＋ 82：09．65 28．1


66 � ラ リ ッ ク 牡4栗 57 西村 淳也吉田 勝己氏 田中 克典 安平 ノーザンファーム 442＋ 92：09．71 21．7�
810� スワーヴジョーダン �4栗 57 横山 和生�NICKS 安田 隆行 千歳 社台ファーム 458± 02：10．33� 35．2�
22 � ク レ ア ー レ 牡5鹿 57

53 ★永島まなみ池江 泰郎氏 高橋 康之 新ひだか 千代田牧場 470－ 42：10．93� 254．6
（10頭）

売 得 金
単勝： 43，932，500円 複勝： 51，907，600円 枠連： 10，307，600円
馬連： 61，123，100円 馬単： 33，013，100円 ワイド： 57，847，900円
3連複： 105，034，000円 3連単： 149，013，500円 計： 512，179，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 110円 � 140円 枠 連（4－7） 300円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 440円

ワ イ ド �� 150円 �� 270円 �� 320円

3 連 複 ��� 450円 3 連 単 ��� 1，810円

票 数

単勝票数 計 439325 的中 � 166613（1番人気）
複勝票数 計 519076 的中 � 158114（1番人気）� 120478（2番人気）� 68490（3番人気）
枠連票数 計 103076 的中 （4－7） 26028（1番人気）
馬連票数 計 611231 的中 �� 159277（1番人気）
馬単票数 計 330131 的中 �� 55075（1番人気）
ワイド票数 計 578479 的中 �� 127101（1番人気）�� 46849（2番人気）�� 38902（3番人気）
3連複票数 計1050340 的中 ��� 174706（1番人気）
3連単票数 計1490135 的中 ��� 59396（1番人気）

ハロンタイム 12．6―11．8―12．2―14．0―13．2―12．8―12．5―12．7―12．2―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．4―36．6―50．6―1：03．8―1：16．6―1：29．1―1：41．8―1：54．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フォルツァンド �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Hard Spun デビュー 2020．10．4 中京11着

2018．5．1生 牡4鹿 母 スピニングレディ 母母 Global Finance 8戦2勝 賞金 18，700，000円

04080 3月5日 晴 良 （4阪神1） 第7日 第8競走 ��1，200�4歳以上2勝クラス
発走13時50分 （芝・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
1：06．7
1：06．0

良
良

22 ス ン リ 牝4鹿 55 武 豊白 日光氏 清水 久詞 新冠 石郷岡 五月 B484＋ 41：08．5 11．2�
55 ディヴィナシオン 牡5黒鹿57 川田 将雅一村 哲也氏 森 秀行 日高 高山牧場 474＋ 4 〃 ハナ 4．2�
79 リ ャ ス ナ 牝6鹿 55 福永 祐一 �キャロットファーム 四位 洋文 安平 ノーザンファーム 454－ 21：08．81� 4．0�
11 ヤマニンプティパ 牝5鹿 55 酒井 学土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 436－ 61：08．9クビ 18．0�
44 スマートルシーダ 牡4鹿 57 松若 風馬大川 徹氏 音無 秀孝 日高 いとう牧場 466± 01：09．0� 5．6�
33 カ レ ン ヒ メ 牝5芦 55 横山 和生鈴木 隆司氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 430± 01：09．1� 7．9	
66 コスモカッティーボ 牡5鹿 57 国分 優作 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 492－ 8 〃 ハナ 221．2

78 サトノルーチェ 牝4鹿 55 幸 英明 �サトミホースカンパニー 吉村 圭司 千歳 社台ファーム 426± 0 〃 ハナ 3．8�
810 タイセイトレンディ �7青鹿57 川又 賢治田中 成奉氏 田中 克典 新ひだか タイヘイ牧場 466－ 6 〃 クビ 59．8
67 マッスルマサムネ �7鹿 57

53 ★今村 聖奈塩澤 正樹氏 畑端 省吾 洞	湖 レイクヴィラファーム 516± 01：09．3� 30．1�
811 ココクラッシュ 牝4鹿 55

52 ▲鷲頭 虎太大塚 亮一氏 梅田 智之 浦河 辻 牧場 424－ 41：10．04 158．2�
（11頭）

売 得 金
単勝： 53，331，100円 複勝： 73，885，200円 枠連： 16，502，800円
馬連： 85，115，700円 馬単： 41，438，600円 ワイド： 78，621，500円
3連複： 133，236，800円 3連単： 172，660，600円 計： 654，792，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，120円 複 勝 � 270円 � 180円 � 150円 枠 連（2－5） 2，690円

馬 連 �� 2，700円 馬 単 �� 6，290円

ワ イ ド �� 770円 �� 800円 �� 430円

3 連 複 ��� 3，870円 3 連 単 ��� 28，490円

票 数

単勝票数 計 533311 的中 � 38022（6番人気）
複勝票数 計 738852 的中 � 57021（6番人気）� 110083（3番人気）� 154533（2番人気）
枠連票数 計 165028 的中 （2－5） 4744（10番人気）
馬連票数 計 851157 的中 �� 24412（13番人気）
馬単票数 計 414386 的中 �� 4941（27番人気）
ワイド票数 計 786215 的中 �� 25623（10番人気）�� 24390（13番人気）�� 49022（4番人気）
3連複票数 計1332368 的中 ��� 25794（15番人気）
3連単票数 計1726606 的中 ��� 4393（112番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．3―11．3―11．1―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．2―45．5―56．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ス ン リ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2020．8．15 小倉17着

2018．2．2生 牝4鹿 母 ホットマンボ 母母 A. O. L. Hayes 14戦3勝 賞金 37，474，000円

追 加 記 事（第 1回阪神競馬第 5日第 3競走）
〔その他〕　　モズテンクウ号は，競走中に疾病〔左橈側手根骨々折〕を発症。なお，同馬は「タ

イムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



04081 3月5日 晴 良 （4阪神1） 第7日 第9競走 ��
��2，000�

わ だ み さ き

和 田 岬 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 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

66 オールザワールド 牡5鹿 57 横山 武史前田 晋二氏 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 480± 02：00．6 6．2�
89 ヴェルトハイム 牝4黒鹿55 岩田 望来 �ロードホースクラブ 友道 康夫 新ひだか ケイアイファーム 478＋ 2 〃 � 1．8�
88 シューラヴァラ 牡4黒鹿57 松山 弘平高原 将浩氏 川村 禎彦 新ひだか 千代田牧場 452－ 22：00．7� 17．8�
44 セグレドスペリオル 牡6鹿 57 藤懸 貴志名古屋友豊� 宮本 博 安平 ノーザンファーム 494＋ 2 〃 アタマ 14．5�
22 エールブラーヴ 牡5黒鹿57 松若 風馬佐伯由加理氏 橋口 慎介 新冠 中本 隆志 468－ 62：01．01� 3．9�
77 ホウオウジョルノ 牡4芦 57 横山 和生小笹 芳央氏 安田 翔伍 新ひだか 岡田スタツド 466－ 62：01．1� 19．3	
55 アルメイダミノル 牡4芦 57 横山 典弘吉岡 實氏 北出 成人 洞	湖 レイクヴィラファーム 526－ 22：01．21 11．9

11 ピースマインド 牡9鹿 57 
島 良太小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 470＋ 42：02．15 109．9�
33 ネバーゴーンアウト �5青鹿57 西村 淳也岡田 牧雄氏 加藤 和宏 新ひだか 中田 英樹 478－ 62：02．74 105．7�

（9頭）

売 得 金
単勝： 57，327，000円 複勝： 75，769，300円 枠連： 14，716，400円
馬連： 83，595，200円 馬単： 48，714，100円 ワイド： 70，129，300円
3連複： 125，835，800円 3連単： 265，970，600円 計： 742，057，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 150円 � 110円 � 260円 枠 連（6－8） 370円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 1，340円

ワ イ ド �� 230円 �� 780円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，600円 3 連 単 ��� 9，580円

票 数

単勝票数 計 573270 的中 � 73946（3番人気）
複勝票数 計 757693 的中 � 90624（3番人気）� 363700（1番人気）� 37459（6番人気）
枠連票数 計 147164 的中 （6－8） 30577（2番人気）
馬連票数 計 835952 的中 �� 137121（2番人気）
馬単票数 計 487141 的中 �� 27190（4番人気）
ワイド票数 計 701293 的中 �� 88997（2番人気）�� 20133（13番人気）�� 39176（5番人気）
3連複票数 計1258358 的中 ��� 58651（6番人気）
3連単票数 計2659706 的中 ��� 20124（28番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―12．6―12．3―11．9―12．3―12．1―12．0―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．0―36．6―48．9―1：00．8―1：13．1―1：25．2―1：37．2―1：48．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

オールザワールド 
�
父 キ ズ ナ 

�
母父 Dansili デビュー 2019．10．5 京都2着

2017．2．5生 牡5鹿 母 エピックラヴ 母母 Leopard Hunt 23戦3勝 賞金 79，545，000円
〔制裁〕 ピースマインド号の騎手
島良太は，競走前日の認定調整ルーム入室の連絡を失念したことについて戒告。

04082 3月5日 晴 良 （4阪神1） 第7日 第10競走 ��
��1，200�

かしはら

橿原ステークス
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
1：08．8
1：08．5

重
重

611 ボイラーハウス 牡4鹿 57 三浦 皇成永田 博之氏 竹内 正洋 浦河 松栄牧場 496－ 61：11．2 6．8�
612 シ ャ マ ル 牡4鹿 57 川須 栄彦金山 敏也氏 松下 武士 新ひだか 岡田スタツド B514＋ 41：11．41� 3．0�
510 クリノサンレオ 牡9栗 57 森 裕太朗栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 480－ 21：11．72 134．8�
35 ジ オ ラ マ 牡9栗 57 幸 英明�G1レーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 538－ 21：12．23 92．7�
816 マ テ ィ ア ス 牡5栗 57 武 豊本間 茂氏 本田 優 浦河 大道牧場 500－101：12．3クビ 10．3�
24 タガノプレトリア 牡7鹿 57 和田 竜二八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 474－12 〃 クビ 90．5	
48 シゲルヒラトリ 牡4栗 57 団野 大成森中 蕃氏 水野 貴広 新冠 松本 信行 484－ 2 〃 同着 47．3

713 パワフルヒロコ 牝8黒鹿55 酒井 学三宅 勝俊氏 飯田 雄三 浦河 丸幸小林牧場 458＋ 4 〃 同着 64．2�
815 スズカカナロア 牡6鹿 57 岩田 望来永井 啓弍氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 512＋ 2 〃 アタマ 17．7�
36 サンライズセナ 牡7栗 57 富田 暁松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 B494＋ 41：12．4クビ 164．4
714 エイシンバッカス 牡5栗 57 松若 風馬�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 482± 01：12．61	 4．3�
59 カーテンコール 牝5栗 55 横山 武史 �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 500－ 41：12．91
 24．6�
12 メイショウヒューマ 牡4鹿 57 藤岡 康太松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 496＋ 61：13．0クビ 4．3�
11 � サイモンハロルド 牡5鹿 57 高倉 稜澤田 昭紀氏 森 秀行 米 Dream Walkin’

Farms, Inc. 462－ 21：13．1
 62．8�
47 � イ ッ シ ン 牡5鹿 57 岩田 康誠林 正道氏 中村 直也 米 Stonecliff

Farm B552－ 8 〃 アタマ 69．6�
23 トウカイオラージュ 牡6栗 57 松山 弘平内村 正則氏 長谷川浩大 新ひだか 平野牧場 480－101：13．2クビ 61．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 77，210，900円 複勝： 105，794，600円 枠連： 37，553，100円
馬連： 168，179，900円 馬単： 61，346，000円 ワイド： 139，470，900円
3連複： 264，282，100円 3連単： 266，616，400円 計： 1，120，453，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 210円 � 180円 � 2，220円 枠 連（6－6） 1，010円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 2，570円

ワ イ ド �� 430円 �� 8，210円 �� 5，540円

3 連 複 ��� 23，560円 3 連 単 ��� 101，890円

票 数

単勝票数 計 772109 的中 � 90639（4番人気）
複勝票数 計1057946 的中 � 143234（4番人気）� 189347（2番人気）� 8905（16番人気）
枠連票数 計 375531 的中 （6－6） 28670（4番人気）
馬連票数 計1681799 的中 �� 134348（2番人気）
馬単票数 計 613460 的中 �� 17893（7番人気）
ワイド票数 計1394709 的中 �� 93645（2番人気）�� 4100（66番人気）�� 6099（51番人気）
3連複票数 計2642821 的中 ��� 8413（68番人気）
3連単票数 計2666164 的中 ��� 1897（290番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．8―12．4―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．6―47．0―58．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．4―3F36．6
3 ・（9，14）（2，12）13－（3，7，10）（4，11）（8，16）5，15－1，6 4 ・（9，14，12）（2，13）10（3，7，11）4（5，8，16）15－1，6

勝馬の
紹 介

ボイラーハウス �
�
父 アジアエクスプレス �

�
母父 メイショウオウドウ デビュー 2020．12．12 中山2着

2018．5．29生 牡4鹿 母 パリーナチャン 母母 アングウィッシュ 14戦4勝 賞金 58，783，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔発走状況〕 サイモンハロルド号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔調教再審査〕 サイモンハロルド号は，発走調教再審査。



04083 3月5日 晴 良 （4阪神1） 第7日 第11競走 ��
��1，600�第29回チューリップ賞（ＧⅡ）

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

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 1，064，000円 304，000円 152，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．1
1：30．3

良
良

46 ナ ミ ュ ー ル 牝3鹿 54 横山 武史 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 430± 01：33．2 2．2�
11 ピ ン ハ イ 牝3栗 54 高倉 稜北畑 忍氏 田中 克典 浦河 ヒダカフアーム 414－ 61：33．41� 229．8�
23 サークルオブライフ 牝3鹿 54 M．デムーロ飯田 正剛氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 476－ 2 〃 クビ 3．3�
58 サウンドビバーチェ 牝3黒鹿54 石橋 脩増田 雄一氏 高柳 大輔 浦河 三嶋牧場 474± 01：33．5クビ 36．9�
59 ウォーターナビレラ 牝3青鹿54 武 豊山岡 正人氏 武 幸四郎 浦河 伏木田牧場 478＋ 81：33．6� 5．6�
611 ルージュスティリア 牝3鹿 54 岩田 望来 	東京ホースレーシング 藤原 英昭 白老 社台牧場 474＋ 81：33．81� 14．7

610 ラ リ ュ エ ル 牝3黒鹿54 川田 将雅 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 424－ 41：34．0� 24．1�
815 オーソレミオ 牝3青鹿54 横山 和生	タイヘイ牧場 昆 貢 新ひだか タイヘイ牧場 436－ 41：34．21� 109．3�
47 ルピナスリード 牝3黒鹿54 池添 謙一�ターフ・スポート吉岡 辰弥 浦河 谷川牧場 450± 01：34．4� 136．0
713 ツッチーフェイス 牝3黒鹿54 小沢 大仁 STレーシング 今野 貞一 新冠 佐藤牧場 462± 0 〃 ハナ 353．3�
814 ステルナティーア 牝3鹿 54 福永 祐一 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 440＋ 8 〃 クビ 9．4�
712 シークルーズ 牝3鹿 54 三浦 皇成飯田 良枝氏 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 428＋ 6 〃 ハナ 146．8�
22 ジ ャ マ ン 牝3黒鹿54 松山 弘平奥田 貴敏氏 高橋 康之 新ひだか 千代田牧場 466－ 41：35．35 26．6�
35 スプリットザシー 牝3鹿 54 団野 大成吉田 照哉氏 西村 真幸 千歳 社台ファーム 382－ 61：36．04 302．0�
34 アンジェリーナ 牝3栗 54 横山 典弘安原 浩司氏 昆 貢 新ひだか フジワラフアーム 422＋ 2 （競走中止） 76．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 301，039，200円 複勝： 350，562，300円 枠連： 93，250，000円
馬連： 629，394，500円 馬単： 276，931，400円 ワイド： 570，159，900円
3連複： 1，161，377，300円 3連単： 1，741，192，100円 計： 5，123，906，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 2，220円 � 130円 枠 連（1－4） 20，470円

馬 連 �� 56，300円 馬 単 �� 71，420円

ワ イ ド �� 12，910円 �� 210円 �� 9，660円

3 連 複 ��� 32，800円 3 連 単 ��� 258，360円

票 数

単勝票数 計3010392 的中 � 1076408（1番人気）
複勝票数 計3505623 的中 � 1063525（1番人気）� 20321（13番人気）� 786770（2番人気）
枠連票数 計 932500 的中 （1－4） 3529（27番人気）
馬連票数 計6293945 的中 �� 8663（52番人気）
馬単票数 計2769314 的中 �� 2908（82番人気）
ワイド票数 計5701599 的中 �� 10272（53番人気）�� 938286（1番人気）�� 13758（46番人気）
3連複票数 計11613773 的中 ��� 26548（68番人気）
3連単票数 計17411921 的中 ��� 4886（421番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．3―12．2―12．0―11．4―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．0―34．3―46．5―58．5―1：09．9―1：21．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F34．7
3 2，8，15（3，9，10）（6，7，12）（1，13）14－（11，4，5） 4 ・（2，8）15，3（9，10）7（1，6，12）14（13，5）（11，4）

勝馬の
紹 介

ナ ミ ュ ー ル �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2021．9．11 中京1着

2019．3．2生 牝3鹿 母 サンブルエミューズ 母母 ヴィートマルシェ 4戦3勝 賞金 80，195，000円
〔競走中止〕 アンジェリーナ号は，競走中に疾病〔前肢跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりナミュール号・ピンハイ号・サークルオブライフ号は，桜花賞（GⅠ）競走に優先出走できる。

04084 3月5日 晴 良 （4阪神1） 第7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 11，100，000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
1：48．5
1：47．6

重
重

77 アズユーフィール 牡4黒鹿57 川田 将雅 �コスモヴューファーム 宮本 博 むかわ 平岡牧場 B508＋ 21：53．3 2．6�
33 � フェブタイズ 牡6鹿 57 松山 弘平釘田 義広氏 川村 禎彦 浦河 中村 雅明 518－ 21：53．4クビ 62．6�
22 テイエムベンチャー 牡4鹿 57 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 日高 厚賀古川牧場 510＋ 61：53．82� 3．0�
66 プエルタデルソル 牡8栗 57 横山 典弘前田 幸治氏 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 484－ 81：53．9� 13．2�
44 ブルーコンパクタ 牡6鹿 57 和田 竜二村上 稔氏 大橋 勇樹 新ひだか 岡田牧場 462－12 〃 ハナ 45．2�
88 カ サ デ ガ 牡4芦 57

53 ★今村 聖奈杉浦 和也氏 寺島 良 浦河 栄進牧場 B462－ 21：54．75 6．6	
55 バライロノキセキ 牝4鹿 55

52 ▲松本 大輝岡 浩二氏 中竹 和也 日高 オリオンファーム 478＋ 41：54．8� 17．7

89 トモノコテツ 牡7鹿 57

54 ▲川端 海翼共田 義夫氏 浜田多実雄 新冠 武田牧場 B480－ 8 〃 クビ 116．5�
11 グレートバローズ 牡5鹿 57 岩田 康誠猪熊 広次氏 辻野 泰之 日高 下河辺牧場 486± 01：55．11� 4．4�

（9頭）

売 得 金
単勝： 90，996，900円 複勝： 84，700，600円 枠連： 19，184，700円
馬連： 130，273，700円 馬単： 65，007，400円 ワイド： 104，717，200円
3連複： 179，300，900円 3連単： 328，320，700円 計： 1，002，502，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 800円 � 140円 枠 連（3－7） 6，130円

馬 連 �� 6，840円 馬 単 �� 8，100円

ワ イ ド �� 1，990円 �� 300円 �� 2，910円

3 連 複 ��� 8，030円 3 連 単 ��� 48，590円

票 数

単勝票数 計 909969 的中 � 270913（1番人気）
複勝票数 計 847006 的中 � 203795（1番人気）� 16592（8番人気）� 178116（2番人気）
枠連票数 計 191847 的中 （3－7） 2424（18番人気）
馬連票数 計1302737 的中 �� 14757（19番人気）
馬単票数 計 650074 的中 �� 6017（29番人気）
ワイド票数 計1047172 的中 �� 12399（19番人気）�� 105529（3番人気）�� 8374（23番人気）
3連複票数 計1793009 的中 ��� 16737（27番人気）
3連単票数 計3283207 的中 ��� 4898（145番人気）

ハロンタイム 13．4―11．9―13．5―11．8―12．0―12．3―12．4―12．4―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．4―25．3―38．8―50．6―1：02．6―1：14．9―1：27．3―1：39．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．7―3F38．4
1
3
3（7，8）（1，4，5）9－（6，2）・（8，3）2（7，9）1，5，4－6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アズユーフィール 
�
父 ベルシャザール 

�
母父 ファンタスティックライト デビュー 2020．8．29 小倉10着

2018．5．13生 牡4黒鹿 母 フィールザライト 母母 フィールザビュウ 19戦3勝 賞金 37，980，000円



（4阪神1）第7日 3月5日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 162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

283，390，000円
5，570，000円
31，670，000円
2，310，000円
39，571，000円
69，849，000円
4，710，000円
1，555，200円

勝馬投票券売得金
923，712，800円
1，167，168，500円
273，055，100円
1，551，168，800円
715，146，200円
1，438，102，600円
2，628，604，400円
3，663，992，900円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 12，360，951，300円

総入場人員 5，814名 （有料入場人員 5，604名）
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