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09037 4月3日 曇 良 （4阪神2） 第4日 第1競走 1，800�3歳未勝利
発走10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
1：48．5
1：47．6

重
重

79 ホウオウスミヨシ 牡3鹿 56 �島 良太小笹 芳央氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 540－ 41：55．5 10．0�
812 キタノセレナード 牡3鹿 56 吉田 隼人北所 直人氏 坂口 智康 新冠 村上 欽哉 448± 01：55．6� 2．5�
33 シ ョ ウ グ ン 牡3黒鹿56 岩田 望来幅田 昌伸氏 笹田 和秀 新ひだか 斉藤スタッド 458－ 21：56．02� 1．7�
55 マーゴットワーズ 牡3青 56 藤懸 貴志前田 良平氏 小林 真也 浦河 高昭牧場 464＋ 41：56．53 18．8�
67 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 472－ 81：56．81� 318．1�
44 ロイエンタール 牡3青鹿56 坂井 瑠星山口 裕介氏 吉岡 辰弥 新冠 つつみ牧場 504＋ 21：56．9クビ 33．1�
68 サンティエレーヌ 牝3鹿 54

52 △松本 大輝 	社台レースホース高野 友和 千歳 社台ファーム 490－ 6 〃 ハナ 55．1

56 ヒルノデプラーツ 牡3鹿 56

55 ☆亀田 温心�ヒルノ 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 494＋ 21：57．11� 111．1�
811 ワンダースピアー 牡3栗 56 藤井勘一郎山本 能成氏 石坂 公一 浦河 秋場牧場 494－ 41：57．42 105．3
710 ミヤジタンジロウ 牡3鹿 56 小崎 綾也曽我 司氏 川村 禎彦 浦河 栄進牧場 506－ 41：57．72 144．6�
11 ナリタボルテックス 牡3鹿 56

54 △小沢 大仁�オースミ 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 478－121：58．01� 27．6�
22 ヤマニンフルリール 牝3鹿 54

51 ▲角田 大河土井 肇氏 中村 直也 新冠 錦岡牧場 458－ 41：58．64 190．8�
（12頭）

売 得 金
単勝： 42，319，200円 複勝： 128，942，300円 枠連： 11，621，500円
馬連： 69，106，300円 馬単： 48，168，900円 ワイド： 65，620，600円
3連複： 110，549，400円 3連単： 216，317，800円 計： 692，646，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，000円 複 勝 � 150円 � 110円 � 110円 枠 連（7－8） 1，200円

馬 連 �� 1，060円 馬 単 �� 2，680円

ワ イ ド �� 260円 �� 330円 �� 110円

3 連 複 ��� 520円 3 連 単 ��� 6，180円

票 数

単勝票数 計 423192 的中 � 33734（3番人気）
複勝票数 計1289423 的中 � 52967（3番人気）� 193287（2番人気）� 900150（1番人気）
枠連票数 計 116215 的中 （7－8） 7496（3番人気）
馬連票数 計 691063 的中 �� 50303（2番人気）
馬単票数 計 481689 的中 �� 13431（9番人気）
ワイド票数 計 656206 的中 �� 45947（2番人気）�� 32534（3番人気）�� 249145（1番人気）
3連複票数 計1105494 的中 ��� 159183（1番人気）
3連単票数 計2163178 的中 ��� 25350（19番人気）

ハロンタイム 13．0―10．7―14．0―12．9―13．2―13．1―12．9―12．6―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―23．7―37．7―50．6―1：03．8―1：16．9―1：29．8―1：42．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ホウオウスミヨシ �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 Henrythenavigator デビュー 2022．1．23 小倉13着

2019．4．13生 牡3鹿 母 テ ル ヌ ー ヴ 母母 Ms Louisett 4戦1勝 賞金 5，200，000円
〔3走成績による出走制限〕 ミヤジタンジロウ号・ヤマニンフルリール号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年6月3日まで

平地競走に出走できない。

09038 4月3日 曇 良 （4阪神2） 第4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 5，200，000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 � ワックスリリカル 牝3栗 54 岩田 望来ゴドルフィン 大久保龍志 米 Robert S.
West Jr. 468 ―1：26．8 3．9�

59 シャランガーナ 牡3栗 56 武 豊�キーファーズ 清水 久詞 新ひだか 静内山田牧場 488＋121：26．9� 4．7�
714 ピ ラ テ ィ ス 牝3鹿 54 横山 典弘寺田 寿男氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 440－ 41：27．43 7．0�
24 クリノミニスター 牡3鹿 56 太宰 啓介栗本 守氏 荒川 義之 新ひだか 三石川上牧場 462－ 41：27．82 8．3�
36 レ イ 牝3栗 54 藤岡 康太甘糟 麗子氏 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 426 ―1：28．01� 18．0�
816 タイセイストラーダ 牡3黒鹿56 岩田 康誠田中 成奉氏 牧浦 充徳 日高 カロッテファーム 484 ―1：28．2� 100．5	
612 タガノテフテフ 牝3栗 54

53 ☆泉谷 楓真八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 424－ 21：28．3� 82．9


510 シルバーペコ 牝3黒鹿54 �島 克駿林 正道氏 橋口 慎介 日高 白井牧場 472＋ 61：28．51	 13．5�
713 メイショウテオス 牡3栗 56 田中 健松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 本巣 敦 458＋14 〃 クビ 170．8�
11 タガノクリステル 牝3黒鹿54 酒井 学八木 良司氏 長谷川浩大 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 474± 01：28．6クビ 3．4
35 ヤ ヨ イ 牝3栗 54 高倉 稜瀬谷 �雄氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 424－ 21：28．7� 231．8�
23 イドロボニータ 牝3鹿 54

52 △松本 大輝岡田 牧雄氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド 490 ―1：28．91� 70．6�
611 ピエナケープ 牡3栗 56 城戸 義政本谷 兼三氏 奥村 豊 日高 沖田牧場 446－ 21：29．0クビ 263．5�
47 トーホウシーザス 牡3栗 56 小崎 綾也東豊物産� 川村 禎彦 浦河 有限会社

吉田ファーム 514＋101：29．31� 269．4�
12 ス カ ン ダ 牡3鹿 56 藤岡 佑介金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム 500 ―1：30．47 34．5�
815 シゲルカーフレイズ 牡3栗 56 国分 恭介森中 蕃氏 五十嵐忠男 新ひだか 千代田牧場 498 ―1：30．61	 50．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，068，000円 複勝： 61，579，600円 枠連： 13，859，900円
馬連： 69，729，500円 馬単： 32，817，400円 ワイド： 68，360，400円
3連複： 117，692，300円 3連単： 124，525，600円 計： 533，632，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 170円 � 190円 � 240円 枠 連（4－5） 1，070円

馬 連 �� 1，450円 馬 単 �� 2，800円

ワ イ ド �� 570円 �� 830円 �� 860円

3 連 複 ��� 4，800円 3 連 単 ��� 19，630円

票 数

単勝票数 計 450680 的中 � 91123（2番人気）
複勝票数 計 615796 的中 � 101005（2番人気）� 86289（3番人気）� 58225（5番人気）
枠連票数 計 138599 的中 （4－5） 9950（4番人気）
馬連票数 計 697295 的中 �� 37127（5番人気）
馬単票数 計 328174 的中 �� 8767（8番人気）
ワイド票数 計 683604 的中 �� 31858（5番人気）�� 20740（10番人気）�� 20109（11番人気）
3連複票数 計1176923 的中 ��� 18389（16番人気）
3連単票数 計1245256 的中 ��� 4597（63番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．7―36．0―48．9―1：01．8―1：14．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ワックスリリカル �
�
父 Maclean’s Music �

�
母父 Indian Charlie 初出走

2019．2．7生 牝3栗 母 Cholena 母母 Mini Chat 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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ダンスデミルリトン号
（非抽選馬） 2頭 サマーサンシャイン号・ディービースクエア号

第２回 阪神競馬 第４日



09039 4月3日 曇 良 （4阪神2） 第4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 5，200，000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
2：01．0
2：01．0

不良
不良

33 ア ト レ イ ユ 牡3芦 56 長岡 禎仁杉山 忠国氏 杉山 晴紀 新ひだか 明治牧場 490± 02：07．8 9．7�
58 ハ イ エ ン ド 牡3鹿 56 岩田 望来石川 達絵氏 清水 久詞 日高 下河辺牧場 520± 02：08．01 17．9�
711 ショウサンキズナ 牡3鹿 56

54 △松本 大輝鈴木 昭和氏 松下 武士 日高 モリナガファーム 514＋102：09．17 34．1�
813 テイエムビシャモン 牡3黒鹿56 富田 暁竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 488± 0 〃 クビ 3．7�
46 アカノストロング 牡3鹿 56

54 △小沢 大仁�岩切企画 松下 武士 千歳 社台ファーム 498± 02：09．52� 5．5�
11 ストロンゲスト 牡3芦 56 吉田 隼人阿部東亜子氏 茶木 太樹 浦河 谷川牧場 494－ 22：09．6� 24．8	
34 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 B500± 02：09．7� 22．0�
45 エイシンブギーマン 牡3鹿 56 坂井 瑠星平井 克彦氏 矢作 芳人 浦河 栄進牧場 486＋ 22：10．44 4．8�
814 ラウドスピリッツ 牡3鹿 56 �島 克駿�G1レーシング 橋口 慎介 千歳 社台ファーム B492－ 62：10．51 4．8
69 デ ー ル 牡3鹿 56

53 ▲角田 大和松島 一晃氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 514－ 22：10．92� 18．6�
610 ランドフェニックス 牡3鹿 56 藤岡 康太木村 昌三氏 安達 昭夫 新ひだか 中田 浩美 470＋ 62：11．43 113．2�
22 トーホウコマンド 牡3鹿 56

52 ★永島まなみ東豊物産� 高橋 康之 日高 竹島 幸治 458＋ 82：11．5クビ 268．2�
712 タロマイスター 牡3鹿 56 川又 賢治髙岡 浩行氏 杉山 佳明 新冠 アサヒ牧場 B476± 02：14．6大差 109．5�
57 ミッキーサファイア 牝3黒鹿54 浜中 俊野田みづき氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B472－162：18．7大差 24．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 38，121，500円 複勝： 61，672，500円 枠連： 19，042，800円
馬連： 73，367，900円 馬単： 32，294，200円 ワイド： 70，614，900円
3連複： 121，552，300円 3連単： 126，279，100円 計： 542，945，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 970円 複 勝 � 270円 � 780円 � 1，170円 枠 連（3－5） 3，580円

馬 連 �� 9，250円 馬 単 �� 17，580円

ワ イ ド �� 2，600円 �� 4，350円 �� 8，370円

3 連 複 ��� 95，660円 3 連 単 ��� 606，300円

票 数

単勝票数 計 381215 的中 � 31212（5番人気）
複勝票数 計 616725 的中 � 71895（5番人気）� 19383（9番人気）� 12445（11番人気）
枠連票数 計 190428 的中 （3－5） 4120（12番人気）
馬連票数 計 733679 的中 �� 6144（33番人気）
馬単票数 計 322942 的中 �� 1377（66番人気）
ワイド票数 計 706149 的中 �� 7082（33番人気）�� 4187（41番人気）�� 2157（56番人気）
3連複票数 計1215523 的中 ��� 953（159番人気）
3連単票数 計1262791 的中 ��� 151（967番人気）

ハロンタイム 12．6―10．7―11．2―14．0―13．3―13．5―13．4―13．3―13．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．3―34．5―48．5―1：01．8―1：15．3―1：28．7―1：42．0―1：55．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ア ト レ イ ユ �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2022．1．5 中山6着

2019．3．13生 牡3芦 母 プラチナローズ 母母 スギノキューティー 4戦1勝 賞金 5，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タロマイスター号・ミッキーサファイア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年5月

3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〕 トーホウコマンド号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年6月3日まで平地競走に出走できな

い。

09040 4月3日 曇 良 （4阪神2） 第4日 第4競走 2，400�3歳未勝利
発走11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
2：24．1
2：20．6

良
良

24 スワヤンブナート �3青鹿56 武 豊吉田 勝己氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 500± 02：28．9 4．1�
715 フ ァ ベ ル 牡3鹿 56 福永 祐一�フクキタル 友道 康夫 新冠 パカパカ

ファーム 438 ―2：29．32� 8．4�
611 アメジストブラック 牡3青鹿56 川田 将雅 �サンデーレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 516－ 6 〃 クビ 1．7�
23 ヴァーグエスタード 牡3栗 56 藤岡 康太ディアレストクラブ� 石坂 公一 浦河 ディアレスト

クラブ 458－ 22：29．61� 26．6�
818 ラウルピドゥ 牡3栗 56 川又 賢治 �社台レースホース吉村 圭司 千歳 社台ファーム 468＋ 42：29．7� 29．4	
59 カ イ ザ ー 牡3青鹿56 �島 克駿近藤 英子氏 森田 直行 安平 ノーザンファーム 500＋ 2 〃 クビ 37．2

510 ミッキーワンダー 牡3青鹿56 浜中 俊野田みづき氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 474＋ 22：29．91 103．8�
11 ペアブロッサム 牝3芦 54 坂井 瑠星�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 462－ 6 〃 クビ 246．9�
612 サラダダイエット 牝3青鹿54 横山 武史吉田 千津氏 新谷 功一 千歳 社台ファーム 452＋102：30．11 23．5
35 バ レ ス ト ラ 牝3黒鹿54 吉田 隼人 IHR 矢作 芳人 日高 日高大洋牧場 464± 02：30．41� 191．8�
12 マイネルイージス 牡3芦 56 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 新冠 ビッグレッドファーム 458－ 62：30．5� 19．5�
713 メトリカルセオリー 牝3鹿 54

50 ★今村 聖奈水上 行雄氏 寺島 良 浦河 笠松牧場 B468－ 82：30．71� 123．3�
47 レディーシス 牝3鹿 54 小崎 綾也谷和 光彦氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 406－ 42：30．91� 51．6�
817 メイショウホーコン 牡3芦 56 藤岡 佑介松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 488－ 42：31．0� 20．7�
48 サフランブライト 牡3鹿 56

53 ▲川端 海翼海原 聖一氏 谷 潔 浦河 林農場 494＋ 22：31．1� 338．4�
36 セピアーチェ 牝3栃栗 54

50 ★永島まなみ�ノースヒルズ 高橋 康之 新冠 株式会社
ノースヒルズ 446－ 82：31．2クビ 79．2�

816 シゲルハナノレン 牝3芦 54
51 ▲鷲頭 虎太森中 蕃氏 千田 輝彦 平取 船越 伸也 450＋ 4 〃 クビ 301．3�

714 サウンドキングダム 牡3青鹿56 岩田 望来増田 雄一氏 高柳 大輔 新冠 小泉牧場 486 ―2：34．8大差 96．1�
（18頭）

売 得 金
単勝： 58，470，900円 複勝： 92，053，400円 枠連： 21，089，900円
馬連： 81，278，300円 馬単： 41，900，600円 ワイド： 87，231，100円
3連複： 141，756，000円 3連単： 169，473，600円 計： 693，253，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 120円 � 180円 � 110円 枠 連（2－7） 1，300円

馬 連 �� 2，510円 馬 単 �� 4，120円

ワ イ ド �� 620円 �� 170円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，060円 3 連 単 ��� 8，530円

票 数

単勝票数 計 584709 的中 � 113339（2番人気）
複勝票数 計 920534 的中 � 189932（2番人気）� 77465（3番人気）� 359871（1番人気）
枠連票数 計 210899 的中 （2－7） 12523（5番人気）
馬連票数 計 812783 的中 �� 25072（8番人気）
馬単票数 計 419006 的中 �� 7613（11番人気）
ワイド票数 計 872311 的中 �� 29129（7番人気）�� 164510（1番人気）�� 56128（2番人気）
3連複票数 計1417560 的中 ��� 99547（1番人気）
3連単票数 計1694736 的中 ��� 14403（17番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．4―23．6―36．6―49．8―1：02．8―1：15．8―1：29．3―1：42．7―1：54．9―2：06．4―2：17．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．2―3F34．0
1
3

・（4，12）（1，5）（3，9）（10，11）（2，6）（7，15）（13，18）－14（16，17）－8
4，12（1，5）9（3，11）（10，2，6）（7，15）（13，18）17（14，16）8

2
4

・（4，12）（1，5）（3，9）（10，11）（2，6）－（7，15）（13，18）－（14，17）16－8・（4，17）（1，12，5）（11，15）9（3，2，18，16）6（10，7）（13，8）－14
勝馬の
紹 介

スワヤンブナート �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 Country Reel デビュー 2022．2．6 中京6着

2019．4．12生 �3青鹿 母 カトマンドゥ 母母 Louvardie 4戦1勝 賞金 8，080，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サウンドキングダム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年5月3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〕 サフランブライト号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年6月3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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ウインシュプリーム号・ナムラハルク号



09041 4月3日 曇 良 （4阪神2） 第4日 第5競走 ��
��1，600�3歳1勝クラス

発走12時25分 （芝・右・外）
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
1：31．1
1：30．3

良
良

44 メモリーレゾン 牝3鹿 54 古川 吉洋�シンザンクラブ 長谷川浩大 日高 下河辺牧場 440－ 81：34．9 11．7�
68 サ イ ー ド 牡3鹿 56 幸 英明前田 幸治氏 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 488± 01：35．0� 76．6�
812 ア グ リ 牡3青鹿56 川田 将雅三木 正浩氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 486－ 2 〃 クビ 3．1�
710 タイセイブリリオ 牡3鹿 56 �島 克駿田中 成奉氏 大橋 勇樹 新冠 村田牧場 468＋ 21：35．1クビ 15．9�
711 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 456－ 6 〃 アタマ 10．4	
56 ヒルノショパン 牡3栗 56 横山 典弘�ヒルノ 昆 貢 浦河 辻 牧場 B456－ 2 〃 ハナ 11．7

69 グッドフェイス 牡3鹿 56 岩田 望来 STレーシング 松下 武士 新ひだか チャンピオンズファーム 466± 01：35．31 14．1�
45 アールチャレンジ 牡3栗 56 川須 栄彦前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 482＋ 6 〃 クビ 176．0�
11 カレンマックナイト 牡3黒鹿56 藤懸 貴志鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 426－ 61：35．4クビ 214．1
57 レッドベルアーム 牡3鹿 56 福永 祐一 �東京ホースレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 508－141：35．5	 2．0�
33 ナ バ ロ ン 牡3鹿 56 菱田 裕二�大島牧場 杉山 佳明 浦河 大島牧場 474± 01：35．71	 162．1�
813 マンクスホップ 牝3栗 54 藤岡 康太 �サンデーレーシング 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 426＋ 81：35．8� 104．0�
22 タナザウィング 牝3栗 54 武 豊田中 俊彰氏 清水 久詞 浦河 宮内牧場 448－ 41：37．07 57．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 68，650，400円 複勝： 86，135，500円 枠連： 17，230，400円
馬連： 94，786，100円 馬単： 46，986，200円 ワイド： 93，294，600円
3連複： 149，512，700円 3連単： 198，611，800円 計： 755，207，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，170円 複 勝 � 340円 � 1，230円 � 160円 枠 連（4－6） 4，550円

馬 連 �� 16，900円 馬 単 �� 42，400円

ワ イ ド �� 5，860円 �� 800円 �� 3，270円

3 連 複 ��� 27，660円 3 連 単 ��� 241，590円

票 数

単勝票数 計 686504 的中 � 46581（5番人気）
複勝票数 計 861355 的中 � 59957（6番人気）� 13853（10番人気）� 188155（2番人気）
枠連票数 計 172304 的中 （4－6） 2930（11番人気）
馬連票数 計 947861 的中 �� 4345（28番人気）
馬単票数 計 469862 的中 �� 831（60番人気）
ワイド票数 計 932946 的中 �� 3973（32番人気）�� 31456（10番人気）�� 7203（27番人気）
3連複票数 計1495127 的中 ��� 4054（60番人気）
3連単票数 計1986118 的中 ��� 596（417番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―12．3―11．8―12．3―11．7―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．6―35．9―47．7―1：00．0―1：11．7―1：23．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F34．9
3 6，11（3，10）（4，12）2（7，13）（1，9）5，8 4 10（6，11）（3，4，12）（7，13）2，9（1，5，8）

勝馬の
紹 介

メモリーレゾン �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 ノボジャック デビュー 2022．1．16 小倉2着

2019．3．24生 牝3鹿 母 メモリーパフィア 母母 メモリーラマン 4戦2勝 賞金 16，600，000円
〔制裁〕 ブッシュガーデン号の騎手富田暁は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：10番・9番・7

番）

09042 4月3日 曇 良 （4阪神2） 第4日 第6競走 ��1，800�4歳以上1勝クラス
発走12時55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

67 メイショウオキビ 牡4栗 57
54 ▲角田 大河松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 508＋ 41：53．4 5．5�

68 ナ ム ラ ド ン 牡5鹿 57 松田 大作奈村 睦弘氏 清水 久詞 新冠 武田 寛治 490＋161：53．82� 17．4�
811 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 480＋ 2 〃 ハナ 3．0�
56 � クリノカイザー 牡4鹿 57

55 ◇藤田菜七子栗本 博晴氏 高橋 義忠 様似 様似渡辺牧場 B542＋ 3 〃 ハナ 4．6�
79 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 518＋ 2 〃 アタマ 6．5�
33 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 B484－ 21：54．01
 24．8	
710 エルモドーロ 牡4栗 57 坂井 瑠星窪田 芳郎氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 458－ 2 〃 クビ 4．5

812 クリノヴジュアル 牡5栗 57 �島 克駿栗本 博晴氏 川村 禎彦 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 494－ 41：54．31� 141．7�
55 バ イ ス �4鹿 57 和田 竜二ケーエスHD 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 490＋ 21：54．72� 34．7�
22 ノーブルキャニオン 牡4鹿 57 �島 良太吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 B470± 01：54．8クビ 221．1
44 � ケンブリッジセンス 牡4鹿 57

54 ▲角田 大和中西 桂子氏 大根田裕之 浦河 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 446＋ 21：54．9� 185．4�

11 キャルブルー 牡5黒鹿 57
55 △松本 大輝里見 治紀氏 村山 明 日高 宝寄山 拓樹 512－ 21：55．11
 150．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 53，859，200円 複勝： 66，994，600円 枠連： 15，336，700円
馬連： 85，596，700円 馬単： 37，804，400円 ワイド： 74，984，100円
3連複： 127，601，100円 3連単： 152，486，900円 計： 614，663，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 170円 � 350円 � 130円 枠 連（6－6） 4，450円

馬 連 �� 4，440円 馬 単 �� 7，750円

ワ イ ド �� 1，300円 �� 300円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 3，660円 3 連 単 ��� 26，230円

票 数

単勝票数 計 538592 的中 � 78031（4番人気）
複勝票数 計 669946 的中 � 100636（4番人気）� 36155（6番人気）� 166274（1番人気）
枠連票数 計 153367 的中 （6－6） 2666（12番人気）
馬連票数 計 855967 的中 �� 14909（16番人気）
馬単票数 計 378044 的中 �� 3656（29番人気）
ワイド票数 計 749841 的中 �� 13552（16番人気）�� 72991（2番人気）�� 17422（13番人気）
3連複票数 計1276011 的中 ��� 26120（14番人気）
3連単票数 計1524869 的中 ��� 4214（94番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―13．6―12．6―12．7―12．4―12．2―12．1―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―37．7―50．3―1：03．0―1：15．4―1：27．6―1：39．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウオキビ �
�
父 トウケイヘイロー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2020．8．29 小倉15着

2018．4．11生 牡4栗 母 ブーケドレーヌ 母母 プリンセスシラオキ 12戦2勝 賞金 20，210，000円



09043 4月3日 曇 良 （4阪神2） 第4日 第7競走 ��1，400�4歳以上2勝クラス
発走13時25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

510 エイシンギアアップ 牡4黒鹿57 川田 将雅�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 512＋ 21：24．4 2．2�
23 ジョイウイン 牡5栗 57 岩田 康誠石瀬 浩三氏 牧 光二 日高 いとう牧場 500－ 41：25．25 93．8�
612 モズピンポン 牡5栗 57 坂井 瑠星 �キャピタル・システム 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 520＋ 61：25．41� 7．2�
47 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 472＋ 61：25．5クビ 6．1�
11 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 524－ 2 〃 ハナ 6．8�
815 ダノンシュネラ 牝4鹿 55 岩田 望来�ダノックス 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B510－ 21：25．81� 16．3	
12 リスペクタブル 牡7鹿 57 森 裕太朗伊藤 佳幸氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 512＋101：25．9� 164．0

611 メイショウナパワン 牡5黒鹿 57

53 ★今村 聖奈松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 484－141：26．0クビ 152．1�
24 メイショウナリヒラ 牡4栗 57 武 豊松本 好�氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 468± 01：26．21 21．3
59 ラフリッグフェル 牝5栗 55

51 ★古川 奈穂 �社台レースホース寺島 良 千歳 社台ファーム 442＋ 61：26．3� 27．4�
36 ワキノクイーン 牝4鹿 55 松田 大作脇山 良之氏 宮本 博 新ひだか 落合 一巳 454＋ 61：26．51	 110．0�
816 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± 01：26．71	 35．0�
48 グレートバニヤン 牡6鹿 57 幸 英明 �キャロットファーム 牧田 和弥 新冠 松浦牧場 B564＋101：26．8� 21．5�
714 サトノファイター 牡6栗 57

55 △小沢 大仁 �サトミホースカンパニー 高橋 亮 安平 追分ファーム 492＋ 81：27．01 69．9�
713 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 458＋ 21：27．2� 11．9�
35 ケイアイメープル 牡5鹿 57 川島 信二 �ケイアイスタリオン 小島 茂之 新ひだか 佐竹 学 476－ 81：27．62� 111．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 63，169，600円 複勝： 94，566，400円 枠連： 21，767，900円
馬連： 122，144，400円 馬単： 45，954，400円 ワイド： 108，816，200円
3連複： 190，247，200円 3連単： 185，798，900円 計： 832，465，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 140円 � 1，340円 � 220円 枠 連（2－5） 1，870円

馬 連 �� 11，770円 馬 単 �� 16，780円

ワ イ ド �� 3，910円 �� 450円 �� 7，280円

3 連 複 ��� 19，620円 3 連 単 ��� 102，820円

票 数

単勝票数 計 631696 的中 � 224038（1番人気）
複勝票数 計 945664 的中 � 244184（1番人気）� 12330（11番人気）� 104945（4番人気）
枠連票数 計 217679 的中 （2－5） 8991（7番人気）
馬連票数 計1221444 的中 �� 8038（36番人気）
馬単票数 計 459544 的中 �� 2053（55番人気）
ワイド票数 計1088162 的中 �� 6796（39番人気）�� 69004（3番人気）�� 3618（58番人気）
3連複票数 計1902472 的中 ��� 7271（60番人気）
3連単票数 計1857989 的中 ��� 1310（320番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―12．2―12．3―12．1―11．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―35．6―47．9―1：00．0―1：11．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エイシンギアアップ �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 エイシンサンディ デビュー 2020．7．5 阪神12着

2018．3．22生 牡4黒鹿 母 エーシンパナギア 母母 サンタマリアガール 13戦3勝 賞金 34，320，000円
〔制裁〕 メイショウナリヒラ号の騎手武豊は，発走後まもなく外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：6番・9番・13番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 アマービレ号・エヴァン号・カムカム号・チェルシーライオン号・ミラクルチューン号
（非抽選馬） 3頭 ディーズローリエ号・テリーヌ号・メイショウベッピン号

09044 4月3日 曇 良 （4阪神2） 第4日 第8競走 1，800�4歳以上2勝クラス
発走13時55分 （ダート・右）

牝；負担重量は，55�
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

47 ステイブルアスク 牝4栗 55
51 ★古川 奈穂廣崎利洋HD� 矢作 芳人 新ひだか 藤原牧場 432＋ 81：52．0 3．3�

612 ダノンバジリア 牝4栗 55 川田 将雅�ダノックス 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム 530＋ 21：52．31� 3．2�
11 ノ ー チ ラ ス 牝6栗 55 横山 典弘�キーファーズ 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 476＋ 41：52．83 16．3�
36 ラブスピール 牝5鹿 55

54 ☆泉谷 楓真増田 陽一氏 森田 直行 日高 下河辺牧場 450＋ 61：52．9� 115．5�
23 ラグラスドシエル 牝4黒鹿 55

51 ★永島まなみ KAJIMOTOホー
ルディングス� 中村 直也 新ひだか 小河 豊水 450＋ 61：53．0クビ 40．8�

510 スズカマクフィ 牝4鹿 55 岩田 康誠永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 430－ 21：53．1� 15．7	
48 ネフェルタリ 牝4黒鹿 55

53 △松本 大輝 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 高柳 大輔 新ひだか 服部 牧場 492± 0 〃 ハナ 24．1


714 ランスオブアース 牝4青鹿 55
52 ▲角田 大和五影 隆則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 476－ 41：53．52� 39．1�

611� オレオレサララ 牝5鹿 55
51 ★今村 聖奈トニー倶楽部 森 秀行 浦河 ミルファーム 512－ 61：53．81� 142．4�

24 トップザビル 牝4栗 55 柴山 雄一吉田 千津氏 小手川 準 千歳 社台ファーム 438－ 61：53．9� 73．5
713 スマートアリエル 牝5黒鹿 55

52 ▲角田 大河大川 徹氏 辻野 泰之 浦河 桑田牧場 B476＋ 81：54．11� 4．2�
12 クインズバジル 牝4鹿 55 岩田 望来 �ケイアイスタリオン 梅田 智之 新冠 ハシモトフアーム 466± 01：54．52� 17．3�
35 サンバデジャネイロ 牝4黒鹿55 藤岡 佑介幅田 京子氏 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 460＋181：54．81� 56．5�
815 ヴェールアップ 牝4芦 55 �島 克駿 �キャロットファーム 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 472－14 〃 クビ 14．5�
59 � メリディアン 牝5鹿 55 和田 竜二 �ロードホースクラブ 坂口 智康 新ひだか ケイアイファーム 442＋ 41：55．43� 62．4�
816 ミラクルチューン 牝6黒鹿 55

53 △小沢 大仁ロイヤルパーク 大根田裕之 新ひだか 武 牧場 488＋ 71：56．25 318．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 55，774，000円 複勝： 79，226，300円 枠連： 22，387，400円
馬連： 103，856，300円 馬単： 42，670，100円 ワイド： 100，841，500円
3連複： 167，283，500円 3連単： 177，584，200円 計： 749，623，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 140円 � 140円 � 310円 枠 連（4－6） 570円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 1，320円

ワ イ ド �� 270円 �� 760円 �� 790円

3 連 複 ��� 2，770円 3 連 単 ��� 11，030円

票 数

単勝票数 計 557740 的中 � 132023（2番人気）
複勝票数 計 792263 的中 � 168217（2番人気）� 172919（1番人気）� 45542（6番人気）
枠連票数 計 223874 的中 （4－6） 29923（1番人気）
馬連票数 計1038563 的中 �� 121186（1番人気）
馬単票数 計 426701 的中 �� 24238（3番人気）
ワイド票数 計1008415 的中 �� 107127（1番人気）�� 31482（5番人気）�� 30134（6番人気）
3連複票数 計1672835 的中 ��� 45191（4番人気）
3連単票数 計1775842 的中 ��� 11663（11番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―13．1―12．5―12．7―12．7―12．5―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．6―36．7―49．2―1：01．9―1：14．6―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4F50．1―3F37．4
1
3
13（8，14）（1，12，15）－（2，3，9，16）－6，11，10－4（5，7）
13（8，14）（1，12，15）（2，3）（6，9）（10，16）－（11，5）7－4

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

勝馬の
紹 介

ステイブルアスク �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2021．4．24 新潟12着

2018．4．12生 牝4栗 母 トレノエンジェル 母母 アスクコマンダー 9戦3勝 賞金 36，600，000円
〔発走状況〕 オレオレサララ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔制裁〕 ラグラスドシエル号の騎手永島まなみは，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：15番）
※ミラクルチューン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



09045 4月3日 曇 良 （4阪神2） 第4日 第9競走 ��2，000�
あ か し

明 石 特 別
発走14時25分 （芝・右）
4歳以上，2勝クラス，3．4．3以降4．3．27まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

33 プレイイットサム 牡4芦 55 M．デムーロゴドルフィン 藤岡 健一 日高 広富牧場 512± 01：59．2 7．2�
44 スタッドリー 牡4鹿 56 福永 祐一 �シルクレーシング 奥村 豊 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 522± 01：59．3アタマ 2．2�
11 ノースザワールド 牡4青鹿56 坂井 瑠星 �スリーエイチレーシング 大久保龍志 日高 下河辺牧場 476＋ 8 〃 クビ 3．6�
55 メイショウカクウン 牡7青鹿53 横山 典弘松本 好雄氏 石橋 守 安平 ゼットステーブル 450± 01：59．61� 73．7�
66 エールブラーヴ 牡5黒鹿55 松若 風馬佐伯由加理氏 橋口 慎介 新冠 中本 隆志 476＋ 81：59．81� 6．4	
22 セグレドスペリオル 牡6鹿 54 藤懸 貴志名古屋友豊� 宮本 博 安平 ノーザンファーム 488－ 61：59．9� 14．9

88 ポールトゥウィン 牡5鹿 54 幸 英明 �カナヤマホール

ディングス 田中 克典 浦河 三嶋牧場 518－ 22：00．11� 44．5�
77 ウインリブルマン 牡4栗 55 松岡 正海�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 518－ 42：00．2クビ 9．6�
89 ピ ノ ク ル 牡6黒鹿54 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 510＋ 62：00．62� 33．9
（9頭）

売 得 金
単勝： 61，017，800円 複勝： 76，166，300円 枠連： 13，667，600円
馬連： 96，068，400円 馬単： 52，260，400円 ワイド： 82，380，400円
3連複： 142，443，600円 3連単： 278，001，600円 計： 802，006，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 170円 � 110円 � 130円 枠 連（3－4） 850円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 2，020円

ワ イ ド �� 290円 �� 440円 �� 180円

3 連 複 ��� 730円 3 連 単 ��� 6，360円

票 数

単勝票数 計 610178 的中 � 67680（4番人気）
複勝票数 計 761663 的中 � 82971（4番人気）� 241018（1番人気）� 135363（2番人気）
枠連票数 計 136676 的中 （3－4） 12383（2番人気）
馬連票数 計 960684 的中 �� 94600（3番人気）
馬単票数 計 522604 的中 �� 19315（7番人気）
ワイド票数 計 823804 的中 �� 69039（3番人気）�� 40373（7番人気）�� 138849（1番人気）
3連複票数 計1424436 的中 ��� 144957（2番人気）
3連単票数 計2780016 的中 ��� 31684（21番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―12．1―12．1―12．3―12．2―11．7―11．3―11．7―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―36．1―48．2―1：00．5―1：12．7―1：24．4―1：35．7―1：47．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

プレイイットサム �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2021．1．24 中山2着

2018．3．8生 牡4芦 母 ナリタカサブランカ 母母 ロングディライト 8戦3勝 賞金 35，913，000円

09046 4月3日 曇 良 （4阪神2） 第4日 第10競走 ��
��1，400�

しんさいばし

心斎橋ステークス
発走15時00分 （芝・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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．2
1：19．0

良
良

712 ロードマックス 牡4鹿 57 松田 大作 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 446＋121：20．3 21．4�
46 ソウルトレイン 牡5芦 57 横山 典弘安原 浩司氏 昆 貢 新ひだか フジワラフアーム B488－ 41：20．4� 4．8�
611 ルチェカリーナ 牝4栗 55 	島 克駿加藤 徹氏 高橋 義忠 新冠 大狩部牧場 476＋ 2 〃 クビ 15．3�
11 チュウワノキセキ 牡5鹿 57 川田 将雅中西 忍氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 490＋181：20．61 7．4�
34 ジャカランダレーン 牝4黒鹿55 武 豊金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム 452－ 21：20．7� 8．4�
35 ストーンリッジ 牡5鹿 57 岩田 望来金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 474± 01：20．81 4．7	
59 シャイニーロック 牡6鹿 57 松若 風馬小林 昌志氏 佐々木晶三 平取 川向高橋育

成牧場 514± 01：20．9� 9．4

23 カ リ ボ ー ル 牡6鹿 57 福永 祐一大和屋 暁氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B498± 01：21．0� 5．9�
713
 コスモエスパーダ 牡6青 57 国分 優作 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 新ひだか 静内酒井牧場 498± 0 〃 クビ 34．0
58 ノクターンノーツ 牝5鹿 55 酒井 学飯田 正剛氏 田中 克典 新ひだか 千代田牧場 B514－ 21：21．21� 55．1�
47 ニシノキントウン 牡7黒鹿57 池添 謙一西山 茂行氏 北出 成人 浦河 高昭牧場 462－ 21：21．3� 69．9�
22 アーデンフォレスト 牡6黒鹿57 西村 淳也 �シルクレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 472＋ 21：21．62 68．4�
814 セウラサーリ 牝5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 472－ 2 〃 ハナ 17．8�
815 ディモールト 牡5黒鹿57 角田 大和市川義美ホール

ディングス� 角田 晃一 新ひだか フジワラフアーム B508＋101：22．23� 151．1�
610 エ グ レ ム ニ 牡5鹿 57 川須 栄彦吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム 498± 01：22．51� 18．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 73，571，000円 複勝： 113，271，200円 枠連： 39，759，400円
馬連： 201，255，600円 馬単： 70，643，900円 ワイド： 156，443，900円
3連複： 336，810，700円 3連単： 353，384，500円 計： 1，345，140，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，140円 複 勝 � 660円 � 220円 � 460円 枠 連（4－7） 4，180円

馬 連 �� 7，050円 馬 単 �� 17，730円

ワ イ ド �� 2，250円 �� 5，590円 �� 1，690円

3 連 複 ��� 38，120円 3 連 単 ��� 221，820円

票 数

単勝票数 計 735710 的中 � 27413（10番人気）
複勝票数 計1132712 的中 � 39878（10番人気）� 155950（3番人気）� 60025（7番人気）
枠連票数 計 397594 的中 （4－7） 7369（19番人気）
馬連票数 計2012556 的中 �� 22108（29番人気）
馬単票数 計 706439 的中 �� 2987（71番人気）
ワイド票数 計1564439 的中 �� 18006（30番人気）�� 7091（55番人気）�� 24228（21番人気）
3連複票数 計3368107 的中 ��� 6626（121番人気）
3連単票数 計3533845 的中 ��� 1155（719番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―10．9―11．2―11．4―11．8―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―34．1―45．3―56．7―1：08．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロードマックス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Dubawi デビュー 2020．6．28 東京1着

2018．3．23生 牡4鹿 母 パーフェクトトリビュート 母母 Perfect Spirit 9戦2勝 賞金 51，406，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔その他〕 エグレムニ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 エグレムニ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年5月3日まで出走できない。

１レース目 ３レース目



09047 4月3日 曇 良 （4阪神2） 第4日 第11競走 ��
��2，000�第66回大 阪 杯（ＧⅠ）

発走15時40分 （芝・右）
4歳以上；負担重量は，57�，牝馬2�減

日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 200，000，000円 80，000，000円 50，000，000円 30，000，000円 20，000，000円
付 加 賞 3，360，000円 960，000円 480，000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

1：57．2
1：56．1
1：58．2

良
良
良

48 ポ タ ジ ェ 牡5鹿 57 吉田 隼人金子真人ホール
ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 468＋ 21：58．4 58．7�

714 レ イ パ パ レ 牝5鹿 55 川田 将雅 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 434＋ 41：58．5クビ 9．2�
59 ア リ ー ヴ ォ 牡4鹿 57 武 豊 �シルクレーシング 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 500－ 2 〃 ハナ 47．5�
510 ヒシイグアス 牡6青鹿57 池添 謙一阿部 雅英氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 494＋ 91：58．71 27．4�
24 ジャックドール 牡4栗 57 藤岡 佑介前原 敏行氏 藤岡 健一 日高 クラウン日高牧場 508＋ 21：58．91� 3．7	
11 スカーフェイス 牡6鹿 57 岩田 康誠伊藤 佳幸氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 466＋ 4 〃 クビ 190．8

815 アフリカンゴールド 	7栗 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 468± 01：59．0
 92．9�
611 ス テ ラ リ ア 牝4黒鹿55 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 498± 0 〃 クビ 74．5�
36 エフフォーリア 牡4鹿 57 横山 武史 �キャロットファーム 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 522＋ 61：59．1
 1．5
35 ア カ イ イ ト 牝5青鹿55 幸 英明岡 浩二氏 中竹 和也 浦河 辻 牧場 514＋ 21：59．2� 20．4�
713 キングオブコージ 牡6鹿 57 横山 典弘増田 和啓氏 安田 翔伍 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506＋101：59．3クビ 45．5�
612 ショウナンバルディ 牡6黒鹿57 坂井 瑠星国本 哲秀氏 松下 武士 日高 木村牧場 452－ 2 〃 ハナ 298．8�
12 レッドジェネシス 牡4鹿 57 藤岡 康太 �東京ホースレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B498－ 41：59．41 111．6�
816 マ カ ヒ キ 牡9鹿 57 岩田 望来金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 510－ 22：00．03
 145．9�
23 ヒュミドール 	6鹿 57 M．デムーロ�サンライズ 小手川 準 浦河 宮内牧場 466－ 62：00．31
 182．3�
47 ウインマリリン 牝5栗 55 松岡 正海�ウイン 手塚 貴久 新冠 コスモヴューファーム 462－102：00．72
 60．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 1，038，527，800円 複勝： 1，289，046，200円 枠連： 339，681，800円 馬連： 1，807，091，200円 馬単： 1，106，332，300円
ワイド： 1，492，575，100円 3連複： 3，711，010，600円 3連単： 7，919，402，900円 5重勝： 816，456，000円 計： 19，520，123，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，870円 複 勝 � 1，140円 � 420円 � 1，240円 枠 連（4－7） 4，790円

馬 連 �� 10，980円 馬 単 �� 39，630円

ワ イ ド �� 1，990円 �� 7，110円 �� 3，160円

3 連 複 ��� 50，990円 3 連 単 ��� 537，590円

5 重 勝
対象競走：阪神9R／中山10R／阪神10R／中山11R／阪神11R

キャリーオーバー なし����� 30，079，950円

票 数

単勝票数 計10385278 的中 � 141315（8番人気）
複勝票数 計12890462 的中 � 286020（6番人気）� 894558（3番人気）� 261849（8番人気）
枠連票数 計3396818 的中 （4－7） 54907（12番人気）
馬連票数 計18070912 的中 �� 127456（20番人気）
馬単票数 計11063323 的中 �� 20937（53番人気）
ワイド票数 計14925751 的中 �� 195789（17番人気）�� 53432（42番人気）�� 121917（25番人気）
3連複票数 計37110106 的中 ��� 54583（88番人気）
3連単票数 計79194029 的中 ��� 10680（592番人気）
5重勝票数 計8164560 的中 ����� 19

ハロンタイム 12．3―10．3―12．0―12．2―12．0―12．1―11．7―11．5―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―22．6―34．6―46．8―58．8―1：10．9―1：22．6―1：34．1―1：45．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ポ タ ジ ェ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Awesome Again デビュー 2019．9．29 中山1着

2017．2．4生 牡5鹿 母 ジンジャーパンチ 母母 Nappelon 15戦6勝 賞金 362，826，000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 アドマイヤハダル号・ジェラルディーナ号

09048 4月3日 曇 良 （4阪神2） 第4日 第12競走 ��
��1，200�なにわステークス

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 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．5

重
重

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 B518＋ 41：11．1 1．9�
815� ジ ゲ ン 牡5鹿 57 岩田 望来林 正道氏 中村 直也 米 Diamond A

Racing Corp. 456－ 21：12．05 6．0�
816 スナークダヴィンチ 牡5鹿 57 吉田 隼人杉本 豊氏 野中 賢二 浦河 宮内牧場 484－121：12．1アタマ 16．3�
59 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± 0 〃 クビ 55．0�
35 アーマーバローズ 牡5鹿 57 池添 謙一猪熊 広次氏 上村 洋行 日高 春木ファーム 502＋ 21：12．31 20．6�
23 � ジャスパーゴールド 牡4栗 57 松本 大輝加藤 和夫氏 森 秀行 米 Randy Lee

Myers B452＋ 81：12．51	 41．8�
713 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 478－ 21：12．71 36．2	
611� アスタースウィング 牡8栗 57 
島 克駿加藤 久枝氏 中竹 和也 米 WinStar

Farm, LLC 514－ 41：12．8� 131．4

24 ヴァーチャリティ 牝4鹿 55 藤田菜七子�桑田牧場 庄野 靖志 浦河 桑田牧場 460－ 2 〃 ハナ 46．0�
47 イ バ ル 牡5青鹿57 小崎 綾也ケーエスHD 小崎 憲 新ひだか 前谷 武志 522－ 2 〃 クビ 12．0
714 メイショウラビエ 牝7鹿 55 柴山 雄一松本 好雄氏 池添 兼雄 新ひだか 三石川上牧場 498－ 81：12．9クビ 123．2�
36 シゲルヒラトリ 牡4栗 57 坂井 瑠星森中 蕃氏 水野 貴広 新冠 松本 信行 478－ 61：13．11	 41．8�
48 � ス テ ラ ー タ 牝5栗 55 松若 風馬小菅 定雄氏 森 秀行 安平 ノーザンファーム 484－ 21：13．2クビ 69．7�
510 ゴッドバンブルビー 牝6栗 55 藤岡 佑介中西 憲治氏 飯田 祐史 新冠 森永 聡 462－ 4 〃 クビ 8．2�
12 � マラードザレコード 8青鹿57 菱田 裕二岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 英 Cheveley Park

Stud Ltd B476± 01：13．3� 27．4�
11 マ テ ィ ア ス 牡5栗 57 武 豊本間 茂氏 本田 優 浦河 大道牧場 490－10 〃 ハナ 13．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 149，831，400円 複勝： 177，479，400円 枠連： 70，413，200円
馬連： 295，734，100円 馬単： 117，498，200円 ワイド： 261，457，300円
3連複： 499，620，500円 3連単： 604，523，000円 計： 2，176，557，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 170円 � 320円 枠 連（6－8） 400円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 740円

ワ イ ド �� 270円 �� 580円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 2，140円 3 連 単 ��� 5，460円

票 数

単勝票数 計1498314 的中 � 619174（1番人気）
複勝票数 計1774794 的中 � 496688（1番人気）� 249013（2番人気）� 99716（6番人気）
枠連票数 計 704132 的中 （6－8） 135470（1番人気）
馬連票数 計2957341 的中 �� 429387（1番人気）
馬単票数 計1174982 的中 �� 118570（1番人気）
ワイド票数 計2614573 的中 �� 284093（1番人気）�� 111292（5番人気）�� 53355（11番人気）
3連複票数 計4996205 的中 ��� 174832（3番人気）
3連単票数 計6045230 的中 ��� 80185（4番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．8―12．0―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．7―35．5―47．5―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シ ャ マ ル �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2021．3．13 阪神12着

2018．2．23生 牡4鹿 母 ネイティヴコード 母母 クラックコード 7戦4勝 賞金 54，305，000円
〔発走状況〕 イバル号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
※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） 3頭 サンライズセナ号・ジオラマ号・メイショウヒューマ号
（非抽選馬） 2頭 アオイツヤヒメ号・サウンドカナロア号

５レース目



（4阪神2）第4日 4月3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 173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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

589，530，000円
5，570，000円
30，640，000円
6，070，000円
78，450，000円
12，000，000円
78，569，000円
5，349，500円
1，660，800円

勝馬投票券売得金
1，748，380，800円
2，327，133，700円
605，858，500円
3，100，014，800円
1，675，331，000円
2，662，620，100円
5，816，079，900円
10，506，389，900円
816，456，000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 29，258，264，700円

総入場人員 8，477名 （有料入場人員 8，031名）
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