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09013 3月27日 晴 重 （4阪神2） 第2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

816 ウィルフルネス 牝3鹿 54 富田 暁 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 四位 洋文 浦河 大島牧場 480－ 61：53．8 18．3�

59 クレスコジョケツ 牝3鹿 54 酒井 学堀川 三郎氏 木原 一良 浦河 信岡牧場 464－ 61：54．33 2．5�
612 ウェイバックホーム 牝3鹿 54 藤岡 佑介飯田 正剛氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 430－ 21：54．72� 5．5�
815 クリノフラッグ 牝3鹿 54 和田 竜二栗本 博晴氏 川村 禎彦 平取 坂東牧場 450－ 81：55．55 56．8�
35 ノンズブレス 牝3栗 54

51 ▲角田 大河今村 明浩氏 石橋 守 浦河 大島牧場 450± 0 〃 クビ 5．3�
11 エ ギ ー ユ 牝3栗 54 幸 英明 	社台レースホース長谷川浩大 千歳 社台ファーム 482－ 61：55．71� 4．8

611 ポジティブガール 牝3栗 54

51 ▲松本 大輝平川 浩之氏 小林 真也 日高 槇本牧場 B444－ 6 〃 クビ 11．8�
24 ムーンスター 牝3栗 54 吉田 隼人田島 政光氏 �島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド B424＋ 41：56．55 84．7�
510 ノーブルラベンダー 牝3黒鹿54 藤岡 康太青芝商事� 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 428－ 61：56．71� 126．2
12 アルフワイラ 牝3黒鹿 54

50 ★今村 聖奈	ターフ・スポート寺島 良 新冠 村田牧場 500－ 21：56．9� 14．4�
47 ナイトダイバー 牝3鹿 54 西村 淳也杉山 忠国氏 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム B482± 01：57．0� 115．6�
23 エ ト ー ソ 牝3鹿 54

51 ▲大久保友雅吉田 照哉氏 清水 久詞 千歳 社台ファーム 438＋101：57．31� 320．7�
36 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 476－ 61：58．47 403．9�
713 ノーブルブロンド 牝3栗 54 松若 風馬 �吉澤ホールディングス 吉岡 辰弥 むかわ 市川牧場 B456－101：59．78 61．9�
48 テイケイレジーナ 牝3鹿 54 田中 健兼松 忠男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 434－ 81：59．91� 355．4�
714 シエルエトワール 牝3黒鹿 54

50 ★古川 奈穂 	キャロットファーム 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム 394± 02：05．4大差 125．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，661，700円 複勝： 42，264，800円 枠連： 11，629，800円
馬連： 49，960，100円 馬単： 22，636，800円 ワイド： 47，571，600円
3連複： 88，792，100円 3連単： 86，071，500円 計： 375，588，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，830円 複 勝 � 350円 � 120円 � 160円 枠 連（5－8） 1，830円

馬 連 �� 2，560円 馬 単 �� 6，240円

ワ イ ド �� 910円 �� 1，210円 �� 260円

3 連 複 ��� 3，570円 3 連 単 ��� 26，620円

票 数

単勝票数 計 266617 的中 � 11650（7番人気）
複勝票数 計 422648 的中 � 20324（7番人気）� 129909（1番人気）� 63620（2番人気）
枠連票数 計 116298 的中 （5－8） 4915（7番人気）
馬連票数 計 499601 的中 �� 15075（9番人気）
馬単票数 計 226368 的中 �� 2717（23番人気）
ワイド票数 計 475716 的中 �� 12380（11番人気）�� 9128（16番人気）�� 54000（1番人気）
3連複票数 計 887921 的中 ��� 18630（12番人気）
3連単票数 計 860715 的中 ��� 2344（87番人気）

ハロンタイム 12．9―10．8―13．0―12．4―12．8―12．7―12．4―12．8―14．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．7―36．7―49．1―1：01．9―1：14．6―1：27．0―1：39．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．9―3F39．2
1
3
・（9，16）12（5，13）－6，8，15，2（10，14）（1，4，11）3，7・（9，16）（12，6）－13，5，15，8（2，10，11）1（3，4）＝7－14

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

勝馬の
紹 介

ウィルフルネス �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 カリズマティック デビュー 2021．10．24 新潟5着

2019．5．2生 牝3鹿 母 レゾリューション 母母 オオシマルチア 3戦1勝 賞金 5，900，000円
〔制裁〕 ウィルフルネス号の騎手富田暁は，1コーナーで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：12番・6番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ノーブルブロンド号・シエルエトワール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年

4月27日まで平地競走に出走できない。
テイケイレジーナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年5月27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〕 テイケイレジーナ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年5月27日まで平地競走に出走でき
ない。

09014 3月27日 晴 重 （4阪神2） 第2日 第2競走 ��1，200�3歳未勝利
発走10時15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

23 サ ク ハ ル 牡3鹿 56 松若 風馬落合 稔氏 今野 貞一 浦河 川越ファーム 488± 01：11．6 48．9�
35 ル ア ル 牡3鹿 56 西村 淳也�ターフ・スポート安達 昭夫 浦河 グランデファーム 506－ 61：11．7� 5．7�
12 キクノヴェール 牡3鹿 56 酒井 学菊池 五郎氏 北出 成人 浦河 高村牧場 434－ 21：13．08 402．3�
36 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 460－ 4 〃 アタマ 29．0�
714 オーシンプラス 牡3黒鹿56 藤岡 康太大田 慎治氏 宮 徹 新ひだか 松本牧場 472± 01：13．2� 7．3	
611� エ ク セ ト ラ 牡3鹿 56

55 ☆泉谷 楓真ゴドルフィン 吉村 圭司 英 Middle
Club Team 486± 01：13．3� 5．9


815 ミキノプリンス 牡3鹿 56 和田 竜二谷口 久和氏 大橋 勇樹 浦河 浦河育成牧場 486＋ 2 〃 アタマ 8．3�
47 シゲルクジラ 牡3鹿 56 国分 恭介森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 476－ 41：14．04 319．5�
612 アスターモノゴン 牡3黒鹿 56

53 ▲角田 大河加藤 久枝氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 454＋ 21：14．1� 2．0
713� エンジェルシリカ 牝3鹿 54

50 ★古川 奈穂前田 幸大氏 矢作 芳人 米 Mrs. E
Stockwell 440－ 21：14．3� 65．5�

24 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 488＋ 21：14．62 559．9�
816 クリノオスカル 牝3栗 54 国分 優作栗本 博晴氏 大橋 勇樹 日高 日西牧場 412＋ 41：14．81� 533．5�
48 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 B510－ 41：14．9� 15．1�
510 コパノサンタフェ 牝3青鹿54 吉田 隼人小林 祥晃氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 448＋ 61：15．22 59．6�
59 プリティプリティー 牝3栗 54

50 ★今村 聖奈 �フジワラ・ファーム 笹田 和秀 新ひだか フジワラフアーム 450－ 41：15．3� 169．2�
11 カシノグロウ 牝3青鹿54 幸 英明柏木 務氏 藤沢 則雄 宮崎 田上 勝雄 462－101：17．1大差 248．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，949，400円 複勝： 45，478，000円 枠連： 9，005，300円
馬連： 50，540，100円 馬単： 22，646，300円 ワイド： 46，600，200円
3連複： 73，375，700円 3連単： 81，323，000円 計： 362，918，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，890円 複 勝 � 910円 � 220円 � 4，460円 枠 連（2－3） 6，000円

馬 連 �� 8，820円 馬 単 �� 22，170円

ワ イ ド �� 2，330円 �� 38，640円 �� 20，140円

3 連 複 ��� 335，550円 3 連 単 ��� 2，563，440円

票 数

単勝票数 計 339494 的中 � 5548（8番人気）
複勝票数 計 454780 的中 � 11924（8番人気）� 69373（2番人気）� 2257（14番人気）
枠連票数 計 90053 的中 （2－3） 1163（14番人気）
馬連票数 計 505401 的中 �� 4437（22番人気）
馬単票数 計 226463 的中 �� 766（50番人気）
ワイド票数 計 466002 的中 �� 5251（21番人気）�� 308（86番人気）�� 592（66番人気）
3連複票数 計 733757 的中 ��� 164（232番人気）
3連単票数 計 813230 的中 ��� 23（1438番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．7―11．8―11．6―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．4―35．1―46．9―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サ ク ハ ル �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ファンタスティックライト デビュー 2022．1．29 中京3着

2019．4．17生 牡3鹿 母 ア イ カ ギ 母母 イシノアパトゥーラ 4戦1勝 賞金 6，700，000円
〔その他〕 メイショウレイメイ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシノグロウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年4月27日まで平地競走に

出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 メイショウレイメイ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年4月27日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 クリノゴールド号・ホットジュエル号
（非抽選馬） 2頭 カネトシマティーニ号・メッチャサス号

第２回 阪神競馬 第２日



09015 3月27日 晴 重 （4阪神2） 第2日 第3競走 1，800�3歳未勝利
発走10時45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

55 テイエムアラジン 牡3鹿 56 国分 優作竹園 正繼氏 坂口 智康 新ひだか 有限会社PRIDE ROCK 502－ 21：53．7 45．6�
79 ナムラダイゴロー 牡3黒鹿56 城戸 義政奈村 睦弘氏 荒川 義之 日高 ナカノファーム 444－ 21：53．9� 4．5�
22 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 464－101：54．11� 28．9�
68 ワールドハート 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣 COCORO組合 杉山 佳明 新冠 佐藤牧場 426－ 41：54．63� 2．5�
710 ミステリーボックス �3栗 56 西村 淳也松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 B492－ 41：54．7クビ 3．8�
56 ファーストプライズ 牡3鹿 56 酒井 学岡田 牧雄氏 田中 克典 浦河 川越ファーム 450＋ 61：54．8� 80．7�
33 ハマーフェイス 牡3鹿 56 川須 栄彦 STレーシング 渡辺 薫彦 新ひだか チャンピオンズファーム 444－ 41：55．22� 23．7	
11 リアルグローリー 牡3鹿 56 幸 英明 CLUB RUN FOR

THE ROSES 大橋 勇樹 浦河 杵臼牧場 448－ 61：55．4� 14．6

67 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 472－ 41：55．72 17．7�
812 ソウルフルハート 牝3鹿 54 中井 裕二中村 智幸氏 中村 直也 千歳 社台ファーム 468＋ 41：55．9� 437．8�
44 ゴ ル ド 牡3芦 56

53 ▲角田 大河北山 敏氏 上村 洋行 浦河 ヒダカフアーム 550 ―1：56．11� 7．1�
811 メッチャサス 牝3青鹿 54

51 ▲川端 海翼大田 恭充氏 浜田多実雄 新冠 中山 高鹿康 436± 01：57．59 248．8�
（12頭）

売 得 金
単勝： 29，991，100円 複勝： 33，204，200円 枠連： 9，190，100円
馬連： 44，554，800円 馬単： 19，883，900円 ワイド： 39，851，800円
3連複： 69，689，100円 3連単： 78，502，500円 計： 324，867，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，560円 複 勝 � 650円 � 180円 � 610円 枠 連（5－7） 2，290円

馬 連 �� 7，800円 馬 単 �� 19，570円

ワ イ ド �� 1，780円 �� 4，780円 �� 1，800円

3 連 複 ��� 34，630円 3 連 単 ��� 332，830円

票 数

単勝票数 計 299911 的中 � 5257（9番人気）
複勝票数 計 332042 的中 � 11401（9番人気）� 63699（2番人気）� 12264（8番人気）
枠連票数 計 91901 的中 （5－7） 3098（10番人気）
馬連票数 計 445548 的中 �� 4425（23番人気）
馬単票数 計 198839 的中 �� 762（52番人気）
ワイド票数 計 398518 的中 �� 5806（19番人気）�� 2112（39番人気）�� 5742（20番人気）
3連複票数 計 696891 的中 ��� 1509（73番人気）
3連単票数 計 785025 的中 ��� 171（536番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．2―37．2―49．7―1：02．3―1：14．7―1：27．1―1：39．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テイエムアラジン �
�
父 サトノアラジン �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2021．8．15 小倉15着

2019．4．13生 牡3鹿 母 バイブレイションズ 母母 シャイアーズエンデ 8戦1勝 賞金 7，020，000円
〔3走成績による出走制限〕 ソウルフルハート号・メッチャサス号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年5月27日まで平地

競走に出走できない。
※メッチャサス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

09016 3月27日 晴
（ 芝 ）稍重
（ダート）重 （4阪神2） 第2日 第4競走 ��2，970�障害4歳以上未勝利

発走11時15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

69 アレデラヴァン �4鹿 59 石神 深一塩川 和則氏 本間 忍 浦河 久保 昇 520－103：22．5 3．1�
45 � ジェミニキング �6鹿 60 難波 剛健三宅 勝俊氏 服部 利之 日高 高山牧場 B488－ 43：22．92� 4．5�
44 グランドビクトリー 牡6栗 60 小坂 忠士田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 502± 03：23．21� 15．2�
22 ルドンカズマ 牡5鹿 60 中村 将之合同会社雅苑興業 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 502＋ 43：23．94 11．0�
57 � ビッグスコール 牡6鹿 60 伴 啓太木村 廣太氏 天間 昭一 新ひだか 桜井牧場 548＋ 2 〃 アタマ 99．7�
812 ロードリスペクト 牡4鹿 59 平沢 健治 �ロードホースクラブ 中村 直也 浦河 宮内牧場 486± 03：24．64 26．7	
11 ロードエクスプレス 牡5鹿 60 森 一馬 �ロードホースクラブ 坂口 智康 新ひだか 松田牧場 480＋103：25．66 17．0

813 アドラメレク 牡8黒鹿60 北沢 伸也�G1レーシング 長谷川浩大 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B472－ 43：26．34 24．3�
56 アスターマリンバ 牡5黒鹿60 植野 貴也加藤 久枝氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 538－ 43：26．93� 27．2�
33 ルナエクリプス 牡5栗 60 五十嵐雄祐吉田 晴哉氏 田村 康仁 安平 追分ファーム 536＋ 43：27．0クビ 51．8
68 ミッキーメテオ 牡5鹿 60 西谷 誠野田みづき氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 512＋ 63：27．21	 3．0�
710 モーニングアヤメ 牝4栗 57 上野 翔今 朝光氏 浅野洋一郎 浦河 高村牧場 430－143：28．69 113．0�
711� メモリーエアシップ 牡4鹿 59

57 ▲小牧加矢太�シンザンクラブ 池添 兼雄 浦河 大北牧場 462＋ 4 （競走中止） 63．8�
（13頭）

売 得 金
単勝： 21，712，400円 複勝： 29，866，100円 枠連： 10，758，600円
馬連： 37，425，100円 馬単： 17，496，300円 ワイド： 34，833，400円
3連複： 76，132，500円 3連単： 82，473，800円 計： 310，698，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 150円 � 130円 � 280円 枠 連（4－6） 280円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 1，190円

ワ イ ド �� 260円 �� 920円 �� 560円

3 連 複 ��� 2，130円 3 連 単 ��� 7，000円

票 数

単勝票数 計 217124 的中 � 55595（2番人気）
複勝票数 計 298661 的中 � 52958（3番人気）� 76786（1番人気）� 19447（5番人気）
枠連票数 計 107586 的中 （4－6） 29002（1番人気）
馬連票数 計 374251 的中 �� 43595（2番人気）
馬単票数 計 174963 的中 �� 11007（1番人気）
ワイド票数 計 348334 的中 �� 40171（1番人気）�� 8669（12番人気）�� 15105（4番人気）
3連複票数 計 761325 的中 ��� 26702（2番人気）
3連単票数 計 824738 的中 ��� 8535（7番人気）
上り 1マイル 1：46．9 4F 52．4－3F 39．7

コーナー
通過順位

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

�
�

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

勝馬の
紹 介

アレデラヴァン �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2020．8．9 新潟11着

2018．5．6生 �4鹿 母 デ ィ テ ー ル 母母 ナリタワカクサ 障害：2戦1勝 賞金 11，100，000円
〔競走中止〕 メモリーエアシップ号は，1号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。



09017 3月27日 晴 重 （4阪神2） 第2日 第5競走 1，400�3歳未勝利
発走12時05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

48 ロードオルデン 牡3鹿 56 幸 英明 �ロードホースクラブ 辻野 泰之 浦河 大北牧場 468＋ 81：25．1 2．3�
59 タイセイエピソード 牡3栗 56 松若 風馬田中 成奉氏 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 468± 01：25．95 13．3�
47 セイクリッド 牝3鹿 54 国分 恭介中西 宏彰氏 大根田裕之 浦河 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 454 ―1：26．32� 173．4�
24 ミ ロ ワ ー ル 牝3鹿 54

51 ▲大久保友雅合同会社雅苑興業 池添 学 新冠 新冠橋本牧場 B440－101：26．4� 3．2�
11 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 488－ 61：26．5クビ 35．9�
23 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 512－ 61：26．71� 21．5	
611 リアルファンタジア 牝3鹿 54 西村 淳也吉田 勝己氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム B454± 01：26．8クビ 89．1

510 カフジペンタゴン 牡3鹿 56

52 ★古川 奈穂加藤 守氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 460＋ 4 〃 ハナ 6．6�
12 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 480－ 41：26．9� 38．5�
713 メイショウイモジ 牡3鹿 56

53 ▲松本 大輝松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 斉藤英牧場 450＋ 41：27．22 75．2
815 パレスガード 牡3黒鹿56 酒井 学水上 行雄氏 吉田 直弘 浦河 宮内牧場 450± 01：27．3クビ 108．8�
816 トゥースアンネイル 牡3黒鹿56 藤懸 貴志飯田 正剛氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 530－ 81：27．51� 19．4�
612 パーフェクトボディ 牡3栗 56 富田 暁山下 良子氏 橋田 満 新ひだか 福岡 駿弥 486 ―1：27．6� 22．1�
714 アルムレジリエンス 牡3鹿 56 藤井勘一郎﨑川美枝子氏 �島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 456＋101：28．77 349．4�
35 ライブリインパクト 牡3鹿 56

53 ▲角田 大河加藤 哲郎氏 石橋 守 新ひだか 岡田牧場 468－ 21：29．44 28．0�
36 ル イ ナ ー ル 牝3青鹿54 松田 大作中辻 明氏 杉山 佳明 日高 アイズスタッド株式会社 462 ―1：30．14 92．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，914，200円 複勝： 46，861，800円 枠連： 11，941，600円
馬連： 58，683，100円 馬単： 27，301，700円 ワイド： 56，663，400円
3連複： 99，631，400円 3連単： 107，992，600円 計： 445，989，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 140円 � 360円 � 2，700円 枠 連（4－5） 460円

馬 連 �� 1，550円 馬 単 �� 2，270円

ワ イ ド �� 680円 �� 7，980円 �� 22，120円

3 連 複 ��� 83，020円 3 連 単 ��� 235，110円

票 数

単勝票数 計 369142 的中 � 126767（1番人気）
複勝票数 計 468618 的中 � 122005（1番人気）� 29617（4番人気）� 3189（15番人気）
枠連票数 計 119416 的中 （4－5） 20119（1番人気）
馬連票数 計 586831 的中 �� 29199（4番人気）
馬単票数 計 273017 的中 �� 9004（7番人気）
ワイド票数 計 566634 的中 �� 23138（4番人気）�� 1768（56番人気）�� 634（91番人気）
3連複票数 計 996314 的中 ��� 900（162番人気）
3連単票数 計1079926 的中 ��� 333（550番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―22．9―34．4―47．0―59．6―1：12．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロードオルデン �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2021．9．11 中京3着

2019．4．10生 牡3鹿 母 エイシンバーサス 母母 カンザスガール 6戦1勝 賞金 10，890，000円
〔発走状況〕 セイクリッド号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ライブリインパクト号・ルイナール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年4月

27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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ヤマカツメリッサ号

09018 3月27日 晴 稍重 （4阪神2） 第2日 第6競走 ��1，600�3歳未勝利
発走12時35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

817 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 488＋ 41：35．2 9．0�
11 ハギノモーリス 牡3鹿 56 藤懸 貴志日隈 良江氏 高野 友和 新冠 株式会社

ノースヒルズ 470－ 61：35．41� 1．5�
611 ヴァモスロード 牡3栗 56 幸 英明久保 博文氏 西園 正都 洞�湖 レイクヴィラファーム 522 ―1：35．5� 5．0�
47 プラティナマリア 牝3栗 54 松若 風馬 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 橋口 慎介 新ひだか 折手牧場 444± 01：35．71� 27．2�
59 フィンスタビライザ 牡3栗 56 藤岡 康太玉井 宏和氏 安達 昭夫 浦河 小倉牧場 462＋ 21：35．8� 44．5�
24 ナリタクオン 牡3鹿 56 国分 恭介�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 464 ―1：35．9� 219．2	
12 ス タ ロ ー ン 牡3鹿 56

53 ▲角田 大河大野 剛嗣氏 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 474＋12 〃 ハナ 86．8

815 バトルキャット 牝3鹿 54 西村 淳也辻子 依旦氏 杉山 晴紀 新冠 川島牧場 470 ―1：36．0� 135．5�
48 スカーレットオーラ 牝3鹿 54 藤岡 佑介 �社台レースホース中内田充正 千歳 社台ファーム 444 ―1：36．1クビ 7．2
23 サンライズアムール 牡3栗 56 酒井 学�ライフハウス 小林 真也 日高 下河辺牧場 506 ―1：36．21 38．0�
510 ブエナディオサ 牝3鹿 54 竹之下智昭エースレーシング 千田 輝彦 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452＋341：36．62� 464．5�
612 アイスソード 牡3黒鹿 56

53 ▲松本 大輝橋元 勇氣氏 吉村 圭司 浦河 谷川牧場 454 ―1：36．81� 258．0�
714 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± 01：37．01� 116．5�
36 ト リ ブ ー ト 牡3黒鹿56 木幡 育也寺田 寿男氏 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 486＋121：37．42� 253．0�
816 トモノレオン 牡3黒鹿56 加藤 祥太共田 義夫氏 杉山 佳明 新ひだか 北洋牧場 430 ―1：37．6� 403．6�
713 タレントゥーサ 牝3栗 54 松田 大作広尾レース� 池江 泰寿 浦河 桑田牧場 438＋ 4 〃 クビ 53．2�
35 ブリエールセレスト 牝3栗 54

50 ★今村 聖奈土井久美子氏 渡辺 薫彦 新冠 錦岡牧場 384 ―1：39．310 218．7�
（17頭）

売 得 金
単勝： 45，356，200円 複勝： 143，194，000円 枠連： 12，364，200円
馬連： 56，932，400円 馬単： 34，475，600円 ワイド： 55，378，200円
3連複： 93，036，200円 3連単： 138，067，300円 計： 578，804，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 130円 � 110円 � 140円 枠 連（1－8） 410円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 1，650円

ワ イ ド �� 190円 �� 490円 �� 200円

3 連 複 ��� 910円 3 連 単 ��� 11，560円

票 数

単勝票数 計 453562 的中 � 40223（4番人気）
複勝票数 計1431940 的中 � 94526（2番人気）� 1059841（1番人気）� 81488（3番人気）
枠連票数 計 123642 的中 （1－8） 23121（2番人気）
馬連票数 計 569324 的中 �� 97542（2番人気）
馬単票数 計 344756 的中 �� 15650（7番人気）
ワイド票数 計 553782 的中 �� 80974（1番人気）�� 23111（5番人気）�� 75719（2番人気）
3連複票数 計 930362 的中 ��� 76362（1番人気）
3連単票数 計1380673 的中 ��� 8658（36番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―12．2―12．4―12．1―11．9―10．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．3―35．5―47．9―1：00．0―1：11．9―1：22．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ムーンリットナイト �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2021．7．24 新潟5着

2019．4．13生 牡3鹿 母 デザートオブムーン 母母 グラッブユアハート 7戦1勝 賞金 7，970，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブリエールセレスト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年4月27日まで平地

競走に出走できない。
※出走取消馬 オオキニ号（疾病〔左後肢挫創〕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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 アスクビギンアゲン号・モズルル号・レセダ号



09019 3月27日 晴 稍重 （4阪神2） 第2日 第7競走 ��1，200�3歳1勝クラス
発走13時05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
1：08．8
1：08．5

重
重

67 シホノディレット 牡3鹿 56
53 ▲松本 大輝村瀬 寛紀氏 杉山 佳明 洞�湖 レイクヴィラファーム B530－141：11．2 75．3�

22 クロジシジョー 牡3青鹿56 幸 英明河内 孝夫氏 岡田 稲男 日高 増尾牧場 438＋ 41：11．83� 2．1�
55 ナムラフランク 牡3青鹿56 和田 竜二奈村 睦弘氏 鈴木 孝志 日高 ナカノファーム 472－ 21：12．01� 3．2�
11 ウォームライト 牡3青鹿56 藤岡 佑介窪田 芳郎氏 四位 洋文 安平 ノーザンファーム 496＋ 81：12．21� 22．8�
66 エクサープト 牝3栗 54 藤懸 貴志水上 行雄氏 石坂 公一 浦河 笠松牧場 476－ 61：12．51� 8．9�
33 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± 01：12．6� 31．1�
810 ワセダタンク 牡3黒鹿56 西村 淳也大冨 智弘氏 橋口 慎介 日高 日高大洋牧場 496－ 2 〃 クビ 5．1	
79 オーロベルディ 牝3鹿 54

51 ▲大久保友雅ロイヤルパーク 池添 兼雄 新ひだか 仲野牧場 476± 01：12．91� 49．1

44 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 458－ 41：13．53� 116．2�
811 フ ァ ン デ ル 牝3黒鹿54 中井 裕二中辻 明氏 杉山 佳明 新ひだか タガミファーム 458＋ 41：13．92� 36．4�
78 アルムブラーヴ 牡3青鹿56 富田 暁﨑川美枝子氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 478－ 61：14．11 47．7
（11頭）

売 得 金
単勝： 43，718，800円 複勝： 53，600，700円 枠連： 9，765，800円
馬連： 63，630，000円 馬単： 32，228，900円 ワイド： 54，150，000円
3連複： 99，894，800円 3連単： 148，492，400円 計： 505，481，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，530円 複 勝 � 770円 � 110円 � 130円 枠 連（2－6） 570円

馬 連 �� 4，270円 馬 単 �� 15，650円

ワ イ ド �� 1，190円 �� 2，500円 �� 170円

3 連 複 ��� 3，260円 3 連 単 ��� 60，720円

票 数

単勝票数 計 437188 的中 � 4641（10番人気）
複勝票数 計 536007 的中 � 8243（10番人気）� 205466（1番人気）� 107196（2番人気）
枠連票数 計 97658 的中 （2－6） 13112（2番人気）
馬連票数 計 636300 的中 �� 11530（12番人気）
馬単票数 計 322289 的中 �� 1544（34番人気）
ワイド票数 計 541500 的中 �� 9698（15番人気）�� 4459（25番人気）�� 107511（1番人気）
3連複票数 計 998948 的中 ��� 22972（9番人気）
3連単票数 計1484924 的中 ��� 1773（155番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．8―11．8―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．3―35．1―46．9―58．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F36．1
3 ・（6，7）8（2，5，10）11（3，9）1－4 4 ・（6，7，8）（2，5，10，11）（3，9）1－4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

シホノディレット �
�
父 アジアエクスプレス �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2021．7．3 小倉1着

2019．2．3生 牡3鹿 母 メジロコウミョウ 母母 メジロルルド 7戦2勝 賞金 14，500，000円
〔制裁〕 オーロベルディ号の騎手大久保友雅は，4コーナーでの御法（前の馬に接触した）について過怠金30，000円。（被害馬：11

番）

09020 3月27日 晴 稍重 （4阪神2） 第2日 第8競走 1，800�4歳以上1勝クラス
発走13時35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

78 アラジンバローズ �5鹿 57 中井 裕二猪熊 広次氏 中内田充正 日高 下河辺牧場 482± 01：52．4 3．9�
79 キースローガン 牡5栗 57 藤井勘一郎北前孔一郎氏 川村 禎彦 浦河 浦河小林牧場 478－ 81：52．72 23．9�
67 スズカルビコン 牡4栗 57 加藤 祥太永井 啓弍氏 杉山 晴紀 浦河 辻 牧場 B514± 01：52．9� 11．7�
11 レイクリエイター 牡4芦 57 藤岡 佑介松岡 隆雄氏 浜田多実雄 浦河 信岡牧場 474－ 41：53．0� 8．9�
33 ハイラブハンター 牡4鹿 57

54 ▲松本 大輝服部 新平氏 谷 潔 浦河 �川フアーム 486± 01：53．2� 3．0�
811 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 486＋ 4 〃 ハナ 18．5�
44 � レッドシリウス 牡5青鹿57 藤岡 康太髙野 葉子氏 千田 輝彦 浦河 辻 牧場 548＋ 11：53．3� 22．9	
22 � スリーシャーペン 牡5鹿 57 富田 暁永井商事
 木原 一良 浦河 中神牧場 480－ 41：53．62 74．2�
810 ロンズデーライト 牡4鹿 57 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 500＋ 61：53．91� 3．9
66 タガノチュール 牡4栗 57 幸 英明八木 良司氏 西園 正都 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 486－ 21：54．11� 17．1�
55 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 520－ 41：58．2大差 124．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 38，170，500円 複勝： 47，859，300円 枠連： 10，661，600円
馬連： 64，329，600円 馬単： 26，215，600円 ワイド： 56，050，200円
3連複： 98，312，000円 3連単： 118，493，800円 計： 460，092，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 170円 � 370円 � 270円 枠 連（7－7） 3，030円

馬 連 �� 3，070円 馬 単 �� 4，430円

ワ イ ド �� 1，150円 �� 730円 �� 2，010円

3 連 複 ��� 8，070円 3 連 単 ��� 34，070円

票 数

単勝票数 計 381705 的中 � 77564（2番人気）
複勝票数 計 478593 的中 � 86435（2番人気）� 28662（7番人気）� 44288（5番人気）
枠連票数 計 106616 的中 （7－7） 2725（11番人気）
馬連票数 計 643296 的中 �� 16187（14番人気）
馬単票数 計 262156 的中 �� 4429（19番人気）
ワイド票数 計 560502 的中 �� 12461（15番人気）�� 20381（7番人気）�� 6956（26番人気）
3連複票数 計 983120 的中 ��� 9130（34番人気）
3連単票数 計1184938 的中 ��� 2521（129番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―13．4―12．5―12．3―12．5―12．2―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―37．6―50．1―1：02．4―1：14．9―1：27．1―1：39．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アラジンバローズ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Awesome Again デビュー 2019．9．22 阪神3着

2017．4．3生 �5鹿 母 シークレットアセット 母母 Smuggler 5戦2勝 賞金 19，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 インテグラルシチー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年4月27日まで平地

競走に出走できない。



09021 3月27日 晴 稍重 （4阪神2） 第2日 第9競走 2，000�四 国 新 聞 杯
発走14時05分 （芝・右）

牝，4歳以上，2勝クラス；負担重量は，55�
四国新聞社賞（1着）

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 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

88 ヴェルトハイム 牝4黒鹿55 和田 竜二 �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 474－ 42：01．8 1．8�
66 フ ア ナ 牝5鹿 55 松若 風馬近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 472＋18 〃 クビ 3．4�
55 � ア ト ミ カ 牝7鹿 55 藤岡 康太東堂レーシング 笹田 和秀 新ひだか フジワラフアーム 446＋102：02．11� 54．9�
44 アサケレディ 牝4黒鹿55 酒井 学大橋 公堯氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム 470± 0 〃 ハナ 13．6�
11 ル ー ス 牝4栗 55 国分 恭介山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 500＋ 6 〃 クビ 6．9�
33 サウンドレベッカ 牝5青鹿55 幸 英明増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 470＋142：02．31� 21．0	
22 ウィズダイヤモンズ 牝5鹿 55 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 418－ 62：02．61� 47．1

77 コーディアル 牝4青鹿55 吉田 隼人 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 490－ 22：03．24 8．1�

（8頭）

売 得 金
単勝： 49，075，800円 複勝： 77，239，400円 枠連： 発売なし
馬連： 71，993，700円 馬単： 40，273，400円 ワイド： 52，550，800円
3連複： 96，244，500円 3連単： 199，416，000円 計： 586，793，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 130円 � 540円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 330円 馬 単 �� 530円

ワ イ ド �� 180円 �� 1，430円 �� 1，580円

3 連 複 ��� 3，010円 3 連 単 ��� 9，600円

票 数

単勝票数 計 490758 的中 � 210565（1番人気）
複勝票数 計 772394 的中 � 443404（1番人気）� 101634（2番人気）� 12333（8番人気）
馬連票数 計 719937 的中 �� 164884（1番人気）
馬単票数 計 402734 的中 �� 56588（1番人気）
ワイド票数 計 525508 的中 �� 99103（1番人気）�� 7842（18番人気）�� 7058（19番人気）
3連複票数 計 962445 的中 ��� 23977（10番人気）
3連単票数 計1994160 的中 ��� 15050（34番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―25．0―38．4―51．5―1：03．6―1：15．4―1：27．0―1：38．1―1：49．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴェルトハイム 
�
父 ロードカナロア 

�
母父 Shirocco デビュー 2020．11．7 阪神1着

2018．1．28生 牝4黒鹿 母 ワイルドココ 母母 Wild Side 11戦3勝 賞金 49，888，000円

09022 3月27日 晴 稍重 （4阪神2） 第2日 第10競走 ��
��2，400�

みどうすじ

御堂筋ステークス
発走14時40分 （芝・右・外）
4歳以上，3勝クラス；負担重量は，4歳56�5歳以上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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．1
2：20．6

良
良

811 ダンディズム �6黒鹿57 富田 暁 �カナヤマホール
ディングス 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 B476－ 42：27．0 20．9�

22 トゥーフェイス 牡4鹿 56 和田 竜二 �社台レースホース新開 幸一 千歳 社台ファーム 486－102：27．21	 3．6�
66 ロバートソンキー 牡5鹿 57 伊藤 工真保坂 和孝氏 林 徹 新冠 長浜牧場 482＋16 〃 ハナ 2．1�
78 テ ン カ ハ ル 牡4栗 56 藤岡 佑介ライオンレースホース� 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 502＋122：27．3
 18．3�
79 ノーチカルチャート 牡6青鹿57 藤岡 康太 �社台レースホース奥村 豊 千歳 社台ファーム 494＋122：27．4
 74．6	
44 レイオブウォーター 牡4青鹿56 吉田 隼人大塚 亮一氏 友道 康夫 千歳 社台ファーム 502－ 22：27．71
 8．7

67 レティキュール 牝6鹿 55 酒井 学 �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 450－ 4 〃 アタマ 23．7�
810 ラインハイト 牡5黒鹿57 西村 淳也 �キャロットファーム 吉岡 辰弥 安平 ノーザンファーム 488＋ 42：27．8
 79．4�
11 セファーラジエル 牡4鹿 56 幸 英明 �サンデーレーシング 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム 524＋ 22：28．01
 13．7
55 レヴェッツァ 牡4鹿 56 松田 大作早野 誠氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 492＋ 22：28．31
 9．1�
33 タイセイモナーク 牡6鹿 57 松若 風馬田中 成奉氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 500－ 22：28．41 29．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 56，641，900円 複勝： 69，711，400円 枠連： 17，184，300円
馬連： 100，743，300円 馬単： 44，453，100円 ワイド： 89，154，400円
3連複： 162，851，400円 3連単： 206，286，300円 計： 747，026，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，090円 複 勝 � 250円 � 130円 � 120円 枠 連（2－8） 2，860円

馬 連 �� 3，540円 馬 単 �� 10，330円

ワ イ ド �� 890円 �� 630円 �� 200円

3 連 複 ��� 2，150円 3 連 単 ��� 31，710円

票 数

単勝票数 計 566419 的中 � 21598（7番人気）
複勝票数 計 697114 的中 � 47968（5番人気）� 154186（2番人気）� 184694（1番人気）
枠連票数 計 171843 的中 （2－8） 4645（12番人気）
馬連票数 計1007433 的中 �� 22039（14番人気）
馬単票数 計 444531 的中 �� 3226（32番人気）
ワイド票数 計 891544 的中 �� 21786（14番人気）�� 32001（7番人気）�� 144802（1番人気）
3連複票数 計1628514 的中 ��� 56689（6番人気）
3連単票数 計2062863 的中 ��� 4716（111番人気）

ハロンタイム 12．9―11．2―12．8―12．9―12．4―12．4―12．7―12．4―12．0―11．5―11．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．9―24．1―36．9―49．8―1：02．2―1：14．6―1：27．3―1：39．7―1：51．7―2：03．2―2：14．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ダンディズム �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Singspiel デビュー 2019．5．5 京都2着

2016．4．23生 �6黒鹿 母 ビューティーコンテスト 母母 Beldarian 20戦4勝 賞金 78，972，000円



09023 3月27日 晴 稍重 （4阪神2） 第2日 第11競走 ��
��1，600�

ろっこう

六甲ステークス（Ｌ）
発走15時20分 （芝・右・外）
4歳以上；負担重量は，日本馬：56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過
額1，200万円毎1�増，�：56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�
増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 25，000，000円 10，000，000円 6，300，000円 3，800，000円 2，500，000円
付 加 賞 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．1
1：30．3

良
良

612 エアロロノア 牡5鹿 57 幸 英明 �ラッキーフィールド笹田 和秀 千歳 社台ファーム 500－ 61：33．7 6．7�
510 ファルコニア 牡5鹿 57 吉田 隼人 �社台レースホース高野 友和 千歳 社台ファーム 470± 01：33．91 5．4�
12 カレンシュトラウス 牡5鹿 56 和田 竜二鈴木 隆司氏 平田 修 浦河 高昭牧場 514－ 41：34．11	 3．0�
48 スマートリアン 牝5鹿 54 泉谷 楓真大川 徹氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 476－ 2 〃 クビ 9．2�
611 ラルナブリラーレ 牝5鹿 54 酒井 学 �社台レースホース石坂 公一 千歳 社台ファーム 482＋ 21：34．2
 33．5	
36 ウインカーネリアン 牡5栗 56 国分 優作�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 512＋161：34．3クビ 18．6

816 レッドベルオーブ 牡4青鹿56 中井 裕二 �東京ホースレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 492＋141：34．41 5．9�
713 ブランノワール 牝6鹿 54 荻野 琢真 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 466＋101：34．5
 199．5�
11 ラ セ ッ ト 牡7鹿 57 西村 淳也桂土地� 庄野 靖志 浦河 三好牧場 494－ 21：34．6� 50．6
24 � トリプルエース 牡5青鹿56 藤岡 康太ゴドルフィン 斉藤 崇史 愛 Godolphin 496－101：34．8
 21．4�
818 フ ラ ン ツ 牡7鹿 56 松若 風馬近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 446－ 2 〃 アタマ 132．8�
23 レッドサイオン 6鹿 56 木幡 育也 �東京ホースレーシング 蛯名 正義 安平 ノーザンファーム B430－ 61：34．91 97．8�
817 アイラブテーラー 牝6黒鹿56 富田 暁中西 浩一氏 河内 洋 浦河 富菜牧場 454－ 61：35．11	 46．0�
47 クラヴァシュドール 牝5青鹿54 藤岡 佑介�山紫水明 中内田充正 日高 下河辺牧場 470－ 61：35．2クビ 13．1�
715 メイケイダイハード 牡7鹿 58 国分 恭介名古屋競馬� 中竹 和也 浦河 浦河小林牧場 550± 0 〃 クビ 139．3�
714� ショックアクション 牡4鹿 56 松田 大作ゴドルフィン 大久保龍志 愛 Scuderia Effevi

Srl & Dioscuri Srl 504－ 41：35．3� 38．7�
35 � サンノゼテソーロ 牡6芦 56 藤井勘一郎了德寺健二ホール

ディングス� 田中 博康 米
Sheltowee Farm, WMK
Racing LLC, Patricia
Pavlish, Joe Miller, et al

B464－ 61：35．72� 255．0�
59 ケイアイサクソニー 牡6鹿 56 藤懸 貴志 �ケイアイスタリオン 吉岡 辰弥 新ひだか 佐竹 学 510＋ 41：36．12� 161．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 93，168，600円 複勝： 125，381，800円 枠連： 49，987，000円
馬連： 246，557，700円 馬単： 86，113，300円 ワイド： 171，535，800円
3連複： 412，060，600円 3連単： 448，764，800円 計： 1，633，569，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 170円 � 140円 � 130円 枠 連（5－6） 1，250円

馬 連 �� 1，330円 馬 単 �� 2，890円

ワ イ ド �� 470円 �� 370円 �� 320円

3 連 複 ��� 1，230円 3 連 単 ��� 7，820円

票 数

単勝票数 計 931686 的中 � 109900（4番人気）
複勝票数 計1253818 的中 � 155067（3番人気）� 225797（2番人気）� 298197（1番人気）
枠連票数 計 499870 的中 （5－6） 30940（5番人気）
馬連票数 計2465577 的中 �� 142808（3番人気）
馬単票数 計 861133 的中 �� 22283（8番人気）
ワイド票数 計1715358 的中 �� 88802（3番人気）�� 119436（2番人気）�� 141583（1番人気）
3連複票数 計4120606 的中 ��� 249773（1番人気）
3連単票数 計4487648 的中 ��� 41565（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．7―35．0―46．9―59．0―1：10．5―1：21．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F34．7
3 ・（6，5）16（4，7，10，15）（8，14）（3，12）－18，11（2，13）17（1，9） 4 ・（6，5）（16，15）（4，10）（7，14，12）8（2，3，18）（11，13）17（1，9）

勝馬の
紹 介

エアロロノア �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ロックオブジブラルタル デビュー 2019．12．21 阪神3着

2017．3．6生 牡5鹿 母 エアワンピース 母母 エアメサイア 16戦6勝 賞金 112，258，000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。
（非抽選馬） 1頭 ディープモンスター号

09024 3月27日 晴 稍重 （4阪神2） 第2日 第12競走 1，200�4歳以上2勝クラス
発走16時00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
1：08．8
1：08．5

重
重

814 レディオマジック 牡5黒鹿57 藤岡 佑介 Him Rock Racing
ホールディングス� 佐々木晶三 日高 タバタファーム 488＋ 21：11．9 4．4�

712 ヴァリアント 牡6青鹿 57
54 ▲角田 大河 �カナヤマホール

ディングス 茶木 太樹 新冠 守矢牧場 486－ 41：12．0� 27．8�
59 ペプチドサンライズ 牡4鹿 57 富田 暁沼川 一彦氏 木原 一良 日高 ファーミングヤナキタ 450± 01：12．42 2．6�
610 ダイシンウィット 牡5栗 57 吉田 隼人大八木信行氏 小笠 倫弘 新冠 隆栄牧場 B504－ 4 〃 ハナ 37．0�
35 ディオスクーロイ 牡4栗 57

56 ☆泉谷 楓真野嶋 祥二氏 松下 武士 浦河 杵臼牧場 B476＋ 41：12．5� 11．3�
23 テーオーポシブル �6鹿 57 荻野 琢真小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 B474－ 11：12．6� 16．1	
22 � フチサンメルチャン 牡5栗 57 小牧 太中西 功氏 服部 利之 日高 増尾牧場 468－ 81：12．7� 106．1

815 ビートマジック �6黒鹿57 酒井 学岡田 牧雄氏 小林 真也 新ひだか 大典牧場 476＋ 2 〃 ハナ 6．2�
34 � サウスジェラート 牝4鹿 55 幸 英明�谷岡牧場 伊坂 重信 新ひだか 谷岡牧場 482＋ 21：12．8クビ 29．0
11 ゲンパチミーティア �4鹿 57

53 ★古川 奈穂平野 武志氏 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 464－101：13．01� 17．2�
47 � ウンエンリヒカイ 牡4栗 57 国分 恭介幅田 昌伸氏 西園 正都 新冠 津田牧場 522＋ 11：13．21� 74．1�
46 クリノイコライザー �5栗 57 川須 栄彦栗本 博晴氏 中尾 秀正 日高 日西牧場 444＋ 2 〃 ハナ 6．5�
713� クリノカサット 牝7栗 55

52 ▲松本 大輝栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 462－261：13．4� 177．0�
58 ドラゴンズバック 牡5鹿 57 木幡 育也田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 新冠 サンローゼン 476－ 41：13．93 243．0�
611 ジ ャ ッ ジ 牡5鹿 57 中井 裕二田島榮二郎氏 和田 雄二 新ひだか 元茂牧場 516－141：14．96 170．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 62，791，600円 複勝： 80，605，000円 枠連： 31，985，400円
馬連： 132，143，800円 馬単： 51，931，200円 ワイド： 104，649，700円
3連複： 201，105，700円 3連単： 240，853，700円 計： 906，066，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 160円 � 560円 � 130円 枠 連（7－8） 3，210円

馬 連 �� 6，360円 馬 単 �� 10，060円

ワ イ ド �� 1，770円 �� 310円 �� 1，580円

3 連 複 ��� 5，300円 3 連 単 ��� 41，200円

票 数

単勝票数 計 627916 的中 � 111740（2番人気）
複勝票数 計 806050 的中 � 137780（2番人気）� 23438（9番人気）� 214737（1番人気）
枠連票数 計 319854 的中 （7－8） 7721（12番人気）
馬連票数 計1321438 的中 �� 16101（22番人気）
馬単票数 計 519312 的中 �� 3869（33番人気）
ワイド票数 計1046497 的中 �� 13920（23番人気）�� 100277（1番人気）�� 15726（18番人気）
3連複票数 計2011057 的中 ��� 28429（16番人気）
3連単票数 計2408537 的中 ��� 4238（128番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．5―11．9―12．0―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．1―34．6―46．5―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レディオマジック �
�
父 フェノーメノ �

�
母父 アドマイヤムーン デビュー 2019．6．30 中京6着

2017．4．9生 牡5黒鹿 母 ストリートキャット 母母 スターエンジェル 17戦3勝 賞金 37，210，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。

３レース目



（4阪神2）第2日 3月27日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
重後稍重

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

225，970，000円
13，700，000円
26，640，000円
1，200，000円
28，560，000円
72，347，000円
5，277，000円
1，574，400円

勝馬投票券売得金
538，152，200円
795，266，500円
184，473，700円
977，493，700円
425，656，100円
808，989，500円
1，571，126，000円
1，936，737，700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 7，237，895，400円

総入場人員 4，331名 （有料入場人員 4，137名）
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