
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

09049 4月9日 晴 良 （4阪神2） 第5日 第1競走 1，800�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
1：48．5
1：47．6

重
重

48 クレスコジョケツ 牝3鹿 54 富田 暁堀川 三郎氏 木原 一良 浦河 信岡牧場 466＋ 21：54．9 7．1�
815 プレミアムスマイル 牝3鹿 54 西村 淳也 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 478＋ 21：55．0� 15．9�
816 カンティプール 牝3鹿 54 川田 将雅 �社台レースホース渡辺 薫彦 千歳 社台ファーム 482－ 21：55．31� 2．0�
23 フォンメイリー 牝3栗 54

51 ▲角田 大和 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 四位 洋文 安平 ノーザンファーム 460＋ 61：56．25 49．8�

47 ブランアルディ 牝3芦 54 古川 吉洋野田 善己氏 辻野 泰之 日高 春木ファーム 494 ―1：56．41� 140．4	
12 ドゥライトアルディ 牝3鹿 54 �島 克駿安原 浩司氏 西村 真幸 新ひだか 岡田牧場 478－ 61：56．71� 16．5

36 ルールザウイングス 牝3鹿 54 �島 良太 �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム 486＋ 41：57．55 97．5�
24 ライトストリーム 牝3黒鹿54 中井 裕二 �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 468＋ 21：57．71� 259．8�
59 ハーディネス 牝3鹿 54 岩田 望来 �ロードホースクラブ 吉岡 辰弥 新ひだか ケイアイファーム 482－ 81：57．91 3．6
612 シェンフォン 牝3鹿 54 藤岡 康太 �グリーンファーム今野 貞一 千歳 社台ファーム 432－ 41：58．0� 7．3�
713 トモエセンニンギリ 牝3鹿 54 松田 大作髙瀬 真尚氏 武 英智 日高 本間牧場 452＋ 6 〃 クビ 58．0�
11 サンボールダー 牝3鹿 54 荻野 琢真 �加藤ステーブル 角田 晃一 日高 株式会社

ケイズ 460＋ 21：58．31� 228．8�
714 ベルジェンヌ 牝3鹿 54

50 ★永島まなみ福盛 訓之氏 高橋 康之 日高 モリナガファーム 494± 01：58．4� 347．4�
35 エ グ モ ン ト 牝3黒鹿 54

52 △小沢 大仁 KAJIMOTOホー
ルディングス� 中村 直也 日高 前川 義則 524＋ 61：58．71� 129．3�

611 ク ロ ミ ツ 牝3鹿 54 川須 栄彦金山 敏也氏 松下 武士 新冠 合同会社
小泉学 484 ―1：58．8� 123．4�

510 テーオーアンジュ 牝3鹿 54
51 ▲鷲頭 虎太小笹 公也氏 奥村 豊 日高 ヤナガワ牧場 454± 02：00．410 363．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，903，800円 複勝： 83，964，600円 枠連： 12，461，600円
馬連： 69，174，300円 馬単： 35，990，000円 ワイド： 72，510，200円
3連複： 116，823，200円 3連単： 142，432，000円 計： 579，259，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 160円 � 390円 � 110円 枠 連（4－8） 480円

馬 連 �� 5，980円 馬 単 �� 10，300円

ワ イ ド �� 1，530円 �� 240円 �� 720円

3 連 複 ��� 2，430円 3 連 単 ��� 27，750円

票 数

単勝票数 計 459038 的中 � 51222（3番人気）
複勝票数 計 839646 的中 � 93854（3番人気）� 24871（6番人気）� 426564（1番人気）
枠連票数 計 124616 的中 （4－8） 19809（2番人気）
馬連票数 計 691743 的中 �� 8956（16番人気）
馬単票数 計 359900 的中 �� 2619（27番人気）
ワイド票数 計 725102 的中 �� 10649（15番人気）�� 90077（2番人気）�� 23962（9番人気）
3連複票数 計1168232 的中 ��� 35948（8番人気）
3連単票数 計1424320 的中 ��� 3721（82番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．3―38．0―51．1―1：04．4―1：17．7―1：30．5―1：42．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クレスコジョケツ �
�
父 アメリカンペイトリオット �

�
母父 オレハマッテルゼ デビュー 2021．7．11 小倉6着

2019．3．18生 牝3鹿 母 スラリーアイス 母母 クレスコラブリー 7戦1勝 賞金 10，170，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テーオーアンジュ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年6月9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 カホウハネテマテ号・バイラプリンセッサ号・ラピドゥス号

09050 4月9日 晴 良 （4阪神2） 第5日 第2競走 1，200�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
1：08．8
1：08．5

重
重

11 ク レ ド 牡3黒鹿56 高倉 稜 �カナヤマホール
ディングス 田中 克典 新ひだか 平野牧場 428－ 21：13．2 10．6�

59 グ ラ ン デ 牡3栗 56 松田 大作 �グランデオーナーズ 吉田 直弘 青森 諏訪牧場 474± 01：13．51� 2．3�
24 テイエムキバイモン 牡3鹿 56 藤懸 貴志竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 482＋ 21：13．6� 17．0�
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 478－ 41：13．81� 2．2�
12 ジョーリベリカ 牡3栗 56 城戸 義政上田けい子氏 清水 久詞 新ひだか 平野牧場 454± 01：14．22 23．0�
612 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 430－ 41：14．41� 36．7	
815 アマノカイザー 牡3鹿 56 幸 英明中村 孝氏 藤沢 則雄 登別 ユートピア牧場 460± 01：14．72 56．9

47 ガ ー レ 牡3青鹿56 藤岡 佑介幅田 京子氏 庄野 靖志 新ひだか 本桐牧場 476－ 41：14．91 38．3�
713 ス カ イ 牝3鹿 54 富田 暁 �ニッシンホール

ディングス 茶木 太樹 新ひだか チャンピオンズファーム 398－101：15．21� 220．6�
714 ヴ ィ ー ガ ン 牝3鹿 54

50 ★今村 聖奈伊藤 良兵氏 今野 貞一 浦河 谷口牧場 422－12 〃 クビ 43．6
36 セイキングダム 牡3黒鹿 56

52 ★永島まなみ金田 成基氏 加用 正 浦河 大道牧場 454－ 81：15．41� 67．7�
611 ガレットジョーカー 牝3栗 54 太宰 啓介橋場 勇二氏 宮 徹 日高 庄野牧場 450－ 41：15．61� 304．5�
510 キモンヤマブキ 牡3鹿 56

53 ▲角田 大河小林 祥晃氏 渡辺 薫彦 新ひだか 谷岡牧場 448 ―1：15．7クビ 15．6�
816 ニホンピロオーサー �3鹿 56

53 ▲服部 寿希小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 408＋ 2 〃 アタマ 327．8�
48 クリノゴールド 牝3黒鹿54 柴山 雄一栗本 博晴氏 荒川 義之 新冠 富本 茂喜 412－ 21：15．91� 108．5�
35 ヤマカツメリッサ 牝3黒鹿54 荻野 琢真山田 和夫氏 牧田 和弥 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 434－ 61：16．1� 341．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 36，926，500円 複勝： 78，808，200円 枠連： 12，988，600円
馬連： 57，442，100円 馬単： 28，940，000円 ワイド： 60，645，900円
3連複： 101，104，900円 3連単： 117，329，000円 計： 494，185，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，060円 複 勝 � 440円 � 200円 � 510円 枠 連（1－5） 690円

馬 連 �� 1，480円 馬 単 �� 3，090円

ワ イ ド �� 620円 �� 1，710円 �� 640円

3 連 複 ��� 5，450円 3 連 単 ��� 30，220円

票 数

単勝票数 計 369265 的中 � 27751（3番人気）
複勝票数 計 788082 的中 � 42958（3番人気）� 124508（2番人気）� 35970（4番人気）
枠連票数 計 129886 的中 （1－5） 14490（3番人気）
馬連票数 計 574421 的中 �� 30008（3番人気）
馬単票数 計 289400 的中 �� 7024（10番人気）
ワイド票数 計 606459 的中 �� 25587（4番人気）�� 8642（18番人気）�� 25033（5番人気）
3連複票数 計1011049 的中 ��� 13894（15番人気）
3連単票数 計1173290 的中 ��� 2814（79番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―12．2―12．7―12．2―12．9

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F37．8
3 ・（1，4）（3，6）（9，7，11）14，15（2，16）（10，12）－8，13－5 4 4（1，3，6）7（9，15，14，11）（2，12，16）8，10，13，5

勝馬の
紹 介

ク レ ド �
�
父 モンテロッソ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2022．3．19 阪神3着

2019．5．18生 牡3黒鹿 母 キ リ エ 母母 チャペルコンサート 2戦1勝 賞金 6，500，000円
※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 オリンピッカー号・カネトシマティーニ号・ツヴァイシュテルネ号・ディービースクエア号・ブランクペイジ号
（非抽選馬） 3頭 サザンクロスナイト号・スズカノアイル号・ナエギジョー号

第２回 阪神競馬 第５日



09051 4月9日 晴 良 （4阪神2） 第5日 第3競走 1，800�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
1：48．5
1：47．6

重
重

59 プリモスペランツァ 牡3栗 56 福永 祐一伊藤 篤氏 中竹 和也 新冠 オリエント牧場 482－ 21：54．3 2．7�
612 クリノレジェンド 牡3黒鹿56 田中 健栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 504± 01：55．04 27．8�
815 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 440－ 41：55．21� 4．8�
816 ハーツアズワン 牡3栗 56 荻野 極�G1レーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム 522＋141：55．94 3．6�
11 スズカマジェスタ 牡3栗 56 岩田 望来永井 啓弍氏 須貝 尚介 浦河 辻 牧場 438＋161：56．22 27．4�
47 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 B494－ 21：56．72� 9．5	
611 ゴールデンベッセル 牡3栗 56

54 △松本 大輝岡田 牧雄氏 吉村 圭司 新ひだか 金舛 幸夫 514＋ 2 〃 クビ 94．4

35 メイショウヨウホウ 牡3黒鹿 56

54 △小沢 大仁松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 450－161：56．91� 326．8�
713 ワンダージュノ 牡3鹿 56 高倉 稜山本 能成氏 森田 直行 浦河 藤春 修二 484 ―1：57．11� 312．1�
24 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 460－ 41：57．31� 7．7
714 サンライズタイタン 牡3栗 56 松若 風馬�ライフハウス 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 B526－141：57．51� 29．2�
23 モズクルードラゴン 牡3栗 56 小崎 綾也 �キャピタル・システム 小崎 憲 浦河 高野牧場 486－ 21：57．71� 427．8�
48 モ ー ゲ ン 牡3栗 56 �島 克駿宮田美恵子氏 浜田多実雄 日高 タバタファーム B450± 01：58．12 30．3�
510 ハ ヴ ェ リ ー 牡3黒鹿 56

52 ★今村 聖奈�ラ・メール 寺島 良 日高 スマイルファーム 502 ―1：58．74 78．7�
（14頭）

12 タガノウイングス 牡3黒鹿56 松田 大作八木 良司氏 宮本 博 新冠 八木牧場 ― ― （出走取消）

36 ワイズマンコート 牡3鹿 56
53 ▲角田 大河吉岡 泰治氏 松永 昌博 浦河 オカモトファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 43，423，600円 複勝： 59，133，100円 枠連： 14，008，000円
馬連： 63，189，900円 馬単： 30，468，400円 ワイド： 64，908，000円
3連複： 104，047，200円 3連単： 116，891，700円 計： 496，069，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 120円 � 450円 � 140円 枠 連（5－6） 2，680円

馬 連 �� 2，630円 馬 単 �� 3，800円

ワ イ ド �� 700円 �� 200円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 1，760円 3 連 単 ��� 9，240円

票 数

単勝票数 差引計 434236（返還計 1861） 的中 � 127261（1番人気）
複勝票数 差引計 591331（返還計 1921） 的中 � 164497（1番人気）� 20274（8番人気）� 121878（2番人気）
枠連票数 差引計 140080（返還計 46） 的中 （5－6） 4047（10番人気）
馬連票数 差引計 631899（返還計 6058） 的中 �� 18608（9番人気）
馬単票数 差引計 304684（返還計 2773） 的中 �� 6011（15番人気）
ワイド票数 差引計 649080（返還計 4238） 的中 �� 21192（8番人気）�� 102228（1番人気）�� 13572（12番人気）
3連複票数 差引計1040472（返還計 15676） 的中 ��� 44234（4番人気）
3連単票数 差引計1168917（返還計 15317） 的中 ��� 9163（22番人気）

ハロンタイム 12．9―11．0―12．6―13．3―12．5―13．2―12．8―12．9―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．9―36．5―49．8―1：02．3―1：15．5―1：28．3―1：41．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F38．8
1
3
・（4，14，16）－15（7，8，11，13）9，1－12，5－3，10
16，14，4（7，8，15）13（1，9）3（11，12）－5－10

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

プリモスペランツァ �
�
父 エスケンデレヤ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2021．6．12 中京10着

2019．3．15生 牡3栗 母 カーナヴァル 母母 キュンティア 7戦1勝 賞金 11，090，000円
〔出走取消〕 タガノウイングス号は，疾病〔右後肢挫創〕のため出走取消。

ワイズマンコート号は，疾病〔右前肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔制裁〕 ナムラダイゴロー号の騎手城戸義政は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番）
※クリノレジェンド号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

09052 4月9日 晴 良 （4阪神2） 第5日 第4競走 ��2，000�3歳未勝利
発走11時30分 （芝・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
1：57．2
1：56．1

良
良

36 モーダルジャズ 牡3栗 56 川田 将雅金子真人ホール
ディングス� 友道 康夫 平取 坂東牧場 458－ 22：02．0 1．8�

611 ウォーターレクラ 牝3鹿 54 菱田 裕二山岡 正人氏 岡田 稲男 新ひだか 築紫 洋 420－ 6 〃 � 23．9�
12 タガノタンゴ 牡3栗 56 酒井 学八木 良司氏 西園 正都 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 438－ 32：02．21 14．5�
11 ショウナンパラボラ 牡3黒鹿56 �島 克駿国本 哲秀氏 吉村 圭司 浦河 高村牧場 422 ―2：02．31 68．5�

713 ララアンセストラル 牡3栗 56 和田 竜二フジイ興産� 松下 武士 浦河 ヒダカフアーム 468± 02：02．4� 36．1�
（法942）

35 ベラコリーダ 牝3鹿 54 幸 英明名古屋友豊� 斉藤 崇史 新冠 新冠橋本牧場 454 ―2：02．5クビ 106．5	
23 アスクビギンアゲン 牡3鹿 56 川須 栄彦廣崎 利洋氏 梅田 智之 平取 株式会社

ASK STUD 534± 02：02．82 7．1

48 ウインシュプリーム 牡3鹿 56 国分 優作�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 456－ 22：03．01� 151．9�
612 シックザイン 牡3栗 56

53 ▲角田 大和ディアレストクラブ� 角田 晃一 浦河 ディアレスト
クラブ 458－ 22：03．2� 92．6�

815 ドンクライベイビー 牡3栗 56 岩田 望来青芝商事� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 520 ― 〃 アタマ 20．6
510 ヤマニンリリアーナ 牝3青鹿54 高倉 稜土井 肇氏 田中 克典 浦河 廣田 光夫 478－ 2 〃 クビ 389．8�
47 オースミミライ 牡3栗 56 松若 風馬�オースミ 中尾 秀正 日高 広富牧場 498＋ 42：03．52 91．4�
59 デ ミ 牝3鹿 54 藤岡 康太吉田 和美氏 小林 真也 安平 ノーザンファーム 416＋ 62：03．6� 15．5�
714 ゲンパチソル 牝3鹿 54

50 ★古川 奈穂平野 武志氏 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 444－ 62：03．7� 65．1�
24 ピンクライオネス 牝3鹿 54 岡田 祥嗣金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 438－ 62：04．12� 61．8�
816 サトノドルチェ 牡3鹿 56 荻野 極 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 474＋ 62：04．2� 4．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，639，000円 複勝： 61，555，000円 枠連： 14，251，600円
馬連： 64，436，600円 馬単： 34，155，800円 ワイド： 72，569，300円
3連複： 100，434，300円 3連単： 124，546，700円 計： 520，588，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 120円 � 390円 � 300円 枠 連（3－6） 1，750円

馬 連 �� 2，190円 馬 単 �� 2，630円

ワ イ ド �� 840円 �� 460円 �� 3，210円

3 連 複 ��� 8，300円 3 連 単 ��� 26，970円

票 数

単勝票数 計 486390 的中 � 205216（1番人気）
複勝票数 計 615550 的中 � 189231（1番人気）� 29981（6番人気）� 42615（5番人気）
枠連票数 計 142516 的中 （3－6） 6299（6番人気）
馬連票数 計 644366 的中 �� 22785（8番人気）
馬単票数 計 341558 的中 �� 9728（8番人気）
ワイド票数 計 725693 的中 �� 21919（9番人気）�� 43898（3番人気）�� 5386（29番人気）
3連複票数 計1004343 的中 ��� 9066（25番人気）
3連単票数 計1245467 的中 ��� 3348（74番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．6―36．4―49．4―1：02．2―1：14．6―1：27．0―1：39．0―1：50．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．4―3F35．0
1
3
11（12，13）（5，6）16（2，8）9，10，3，14，1－（4，15）－7
11，12（5，13）6，2（8，16）（10，9，14）（1，3）（4，15，7）

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

勝馬の
紹 介

モーダルジャズ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2022．1．9 中京4着

2019．4．7生 牡3栗 母 ポップコーンジャズ 母母 グレイスルーマー 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔制裁〕 タガノタンゴ号の騎手酒井学は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：1番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 アリアンロッド号・ウインバリオス号・コルトレーン号・セルリアンルネッタ号・トーホウダブリン号・

ナムラハルク号
（非抽選馬） 3頭 キュビズム号・スタローン号・トモノレオン号



09053 4月9日 晴 良 （4阪神2） 第5日 第5競走 ��
��1，800�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
1：48．5
1：47．6

重
重

810 ブリッツファング 牡3鹿 56 池添 謙一西森 功氏 大久保龍志 浦河 山春牧場 462－ 21：53．6 1．5�
11 パーティーベル 牡3鹿 56 菱田 裕二原 �子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 458± 01：54．23� 54．7�
811 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± 01：54．3� 3．0�
55 シュプリンガー 牡3青 56 岩田 望来ライオンレースホース� 松下 武士 千歳 社台ファーム 500± 01：55．36 17．6�
33 ソルトゴールド 牡3栗 56 富田 暁杉浦 敏夫氏 木原 一良 浦河 大北牧場 502－ 41：55．61	 33．4�
79 ジ ル バ ー ン 牡3鹿 56 松田 大作 	社台レースホース武 英智 千歳 社台ファーム 420＋ 2 〃 クビ 30．4

44 ピジョンブラッド 牝3鹿 54 川島 信二�ノースヒルズ 荒川 義之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 482－ 61：56．13 59．5�
22 テイクザワールド 牡3鹿 56 藤岡 佑介大塚 亮一氏 安田 翔伍 浦河 杵臼牧場 446－ 2 〃 クビ 116．2�
67 シルヴァンエルフ 牡3栗 56 加藤 祥太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 庄野 靖志 日高 槇本牧場 B478± 0 〃 ハナ 14．9
66 サンレブンワース 牡3鹿 56 浜中 俊 �加藤ステーブル 長谷川浩大 日高 株式会社

ケイズ 506－121：56．2クビ 43．0�
78 ウインアウォード 牡3栗 56 和田 竜二�ウイン 杉山 晴紀 日高 木村牧場 514＋ 81：56．41� 43．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 50，708，100円 複勝： 70，253，600円 枠連： 17，560，600円
馬連： 66，675，100円 馬単： 43，717，700円 ワイド： 63，665，800円
3連複： 108，717，200円 3連単： 176，191，500円 計： 597，489，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 470円 � 110円 枠 連（1－8） 1，910円

馬 連 �� 3，930円 馬 単 �� 4，990円

ワ イ ド �� 1，160円 �� 140円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 1，780円 3 連 単 ��� 11，320円

票 数

単勝票数 計 507081 的中 � 262733（1番人気）
複勝票数 計 702536 的中 � 321404（1番人気）� 14735（8番人気）� 150462（2番人気）
枠連票数 計 175606 的中 （1－8） 7101（6番人気）
馬連票数 計 666751 的中 �� 13145（12番人気）
馬単票数 計 437177 的中 �� 6564（14番人気）
ワイド票数 計 636658 的中 �� 10546（16番人気）�� 171380（1番人気）�� 11651（12番人気）
3連複票数 計1087172 的中 ��� 45637（6番人気）
3連単票数 計1761915 的中 ��� 11282（30番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．3―37．9―50．8―1：03．2―1：16．1―1：28．7―1：41．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブリッツファング �
�
父 ホッコータルマエ �

�
母父 バ ゴ デビュー 2022．1．22 中京1着

2019．5．11生 牡3鹿 母 リリーオブザナイル 母母 メ サ イ ア 3戦2勝 賞金 13，500，000円

09054 4月9日 晴 良 （4阪神2） 第5日 第6競走 ��
��1，200�3歳1勝クラス

発走12時55分 （芝・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
1：06．7
1：06．0

良
良

35 ソ ウ テ ン 牡3鹿 56 岩田 望来林 正道氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 490－ 61：08．3 4．0�
36 ド グ マ 牡3鹿 56 戸崎 圭太広尾レース� 武 幸四郎 浦河 桑田牧場 478－ 21：08．51 3．6�
47 トリップトゥムーン 牡3黒鹿56 菱田 裕二岡田 牧雄氏 新谷 功一 新ひだか ヒサイファーム 448＋ 2 〃 ハナ 19．1�
24 ニシノデフィレ 牡3鹿 56 幸 英明西山 茂行氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 B508± 01：08．71� 3．1�
714 オラヴェリタス 牡3黒鹿 56

53 ▲角田 大和杉山 忠国氏 寺島 良 浦河 杵臼牧場 B498－ 21：08．81 82．9�
11 トーホウラビアン 牝3鹿 54 富田 暁東豊物産� 川村 禎彦 浦河 有限会社

吉田ファーム 404－ 41：08．9� 60．6	
48 エ ク ロ ー ル 牝3鹿 54 	島 克駿�ノースヒルズ 長谷川浩大 新冠 株式会社

ノースヒルズ 418－ 21：09．11 14．8

23 ジョーブリッランテ 牡3栗 56 和田 竜二上田江吏子氏 清水 久詞 新ひだか 山際牧場 494－ 4 〃 クビ 22．1�
612 スカイトレイル 牝3鹿 54

52 △小沢 大仁小島 俊治氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 432－ 41：09．31� 53．4�
816 ジューンヨシツネ 牡3栗 56

54 △松本 大輝吉川 潤氏 松下 武士 浦河 ヒダカフアーム 462－ 41：09．61� 28．0
59 ザ ウ リ 牡3鹿 56 西村 淳也�ターフ・スポート森田 直行 日高 奥山 博 B508－ 41：09．7
 29．5�
510 フ ァ ン デ ル 牝3黒鹿54 長岡 禎仁中辻 明氏 杉山 佳明 新ひだか タガミファーム 460＋ 2 〃 クビ 280．7�
713 タ ガ ノ ミ ア 牝3鹿 54

51 ▲角田 大河八木 良司氏 河内 洋 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 448＋ 41：09．8クビ 115．0�

815 ラ キ エ ー タ 牝3鹿 54 福永 祐一 �シルクレーシング 音無 秀孝 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 410－ 2 〃 ハナ 11．4�

611 プ ラ ソ ン 牝3鹿 54
50 ★今村 聖奈市川 義美氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム 436± 01：09．9� 54．1�

12 ベルマーレミノル 牝3栗 54 酒井 学吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 482± 0 〃 アタマ 65．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 48，111，500円 複勝： 73，421，400円 枠連： 21，491，900円
馬連： 81，740，400円 馬単： 33，591，600円 ワイド： 84，816，400円
3連複： 133，660，000円 3連単： 135，630，500円 計： 612，463，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 170円 � 190円 � 310円 枠 連（3－3） 1，310円

馬 連 �� 1，150円 馬 単 �� 1，980円

ワ イ ド �� 470円 �� 1，160円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 5，830円 3 連 単 ��� 21，610円

票 数

単勝票数 計 481115 的中 � 94017（3番人気）
複勝票数 計 734214 的中 � 129741（2番人気）� 105803（3番人気）� 50153（5番人気）
枠連票数 計 214919 的中 （3－3） 12627（6番人気）
馬連票数 計 817404 的中 �� 55078（3番人気）
馬単票数 計 335916 的中 �� 12703（5番人気）
ワイド票数 計 848164 的中 �� 49174（3番人気）�� 18052（13番人気）�� 19951（12番人気）
3連複票数 計1336600 的中 ��� 17178（15番人気）
3連単票数 計1356305 的中 ��� 4549（46番人気）

ハロンタイム 12．2―10．4―11．2―11．3―11．6―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．6―33．8―45．1―56．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ソ ウ テ ン �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Dubawi デビュー 2021．10．31 東京3着

2019．4．17生 牡3鹿 母 ミスドバウィ 母母 Coyote 5戦2勝 賞金 17，500，000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 メイショウグラニー号



09055 4月9日 晴 良 （4阪神2） 第5日 第7競走 ��1，800�4歳以上1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 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

44 � ジャスパードリーム 牡4栗 57
55 △松本 大輝加藤 和夫氏 森 秀行 米 G. Watts

Humphrey Jr. 532＋ 31：53．2 7．3�
89 インテンスフレイム 牡4黒鹿57 藤岡 康太ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B520＋ 21：53．72� 8．0�
77 サンライズグリット 牡4栗 57 松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 466＋ 21：53．91� 3．0�
78 メイショウマントル 牡4鹿 57 田中 健松本 和子氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 520＋12 〃 ハナ 22．4�
22 ブロフェルド 牡5鹿 57 西村 淳也 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 茶木 太樹 浦河 辻 牧場 536－121：54．43 23．5�
810 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 490＋ 41：54．61� 3．6	
33 メイショウキリモン 牡4栗 57 和田 竜二松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 まるとみ冨岡牧場 B460± 01：55．13 56．4

55 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 482＋ 41：55．2� 5．4�
66 マリオンエール 牝4鹿 55 幸 英明サン 安達 昭夫 平取 坂東牧場 456－ 21：55．3クビ 16．0�
11 	 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 B480± 01：55．51� 27．0

（10頭）

売 得 金
単勝： 35，720，900円 複勝： 52，475，900円 枠連： 12，769，400円
馬連： 66，868，500円 馬単： 29，508，300円 ワイド： 60，901，400円
3連複： 110，154，000円 3連単： 143，131，400円 計： 511，529，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 290円 � 220円 � 140円 枠 連（4－8） 1，740円

馬 連 �� 3，680円 馬 単 �� 5，690円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 520円 �� 460円

3 連 複 ��� 3，160円 3 連 単 ��� 24，590円

票 数

単勝票数 計 357209 的中 � 38812（4番人気）
複勝票数 計 524759 的中 � 37531（5番人気）� 57111（4番人気）� 126368（1番人気）
枠連票数 計 127694 的中 （4－8） 5656（7番人気）
馬連票数 計 668685 的中 �� 14052（15番人気）
馬単票数 計 295083 的中 �� 3885（24番人気）
ワイド票数 計 609014 的中 �� 12457（14番人気）�� 30767（6番人気）�� 35369（5番人気）
3連複票数 計1101540 的中 ��� 26097（9番人気）
3連単票数 計1431314 的中 ��� 4219（89番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―36．8―49．5―1：02．3―1：14．8―1：27．5―1：39．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ジャスパードリーム �
�
父 Speightstown �

�
母父 Curlin デビュー 2020．10．25 京都10着

2018．2．1生 牡4栗 母 Liberated 母母 Lady Melesi 7戦2勝 賞金 13，530，000円
［他本会外：2戦0勝］

09056 4月9日 晴 良 （4阪神2） 第5日 第8競走 1，400�4歳以上1勝クラス
発走13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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

48 ド ン カ ポ ノ 牡4鹿 57 川田 将雅山田 貢一氏 庄野 靖志 新ひだか 土田農場 538＋ 81：24．9 2．4�
24 � プライムライン 牡5鹿 57

53 ★古川 奈穂広尾レース� 田中 克典 日高 下河辺牧場 464－ 4 〃 クビ 3．4�
35 � タガノトランキーロ 牡5鹿 57

54 ▲角田 大河八木 良司氏 石橋 守 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 490＋ 61：25．0クビ 13．6�

36 � ピエトラサンタ 牡4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 520－ 21：25．42� 12．6�

59 ボ マ イ ェ 牡6鹿 57 福永 祐一 �カナヤマホール
ディングス 清水 久詞 日高 下河辺牧場 534＋ 21：25．6� 6．5�

12 ビオグラフィア 牡4鹿 57 �島 克駿 	キャロットファーム 松下 武士 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 482＋ 2 〃 クビ 12．1


611 セカンドエフォート 牡9青鹿 57
56 ☆泉谷 楓真 	シルクレーシング 村山 明 安平 ノーザンファーム 514± 01：26．02� 85．2�

23 � ヴ ィ レ ー ヌ 牝4鹿 55 幸 英明吉田 勝己氏 小林 真也 安平 ノーザンファーム 486＋ 81：26．21� 116．6�
713 グレアミラージュ 牡5鹿 57 小牧 太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 笹田 和秀 日高 下河辺牧場 470± 0 〃 クビ 19．2
714 ウイングリュック 牡4青鹿57 松若 風馬�ウイン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム B484－ 41：26．83� 84．4�
510 ウルトラソニック 牡4鹿 57 川須 栄彦中野 義一氏 中尾 秀正 新冠 ハシモトフアーム 478± 0 〃 ハナ 90．5�
612� ヴ ェ ラ ー ト �4栗 57 国分 優作宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 富田牧場 492＋ 11：26．9� 143．7�
816� リーゼントフラム 牡5鹿 57 荻野 極三浦 大輔氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 474－ 11：27．0クビ 35．7�
47 ニ ン ギ ル ス 牡5栗 57 和田 竜二武田 茂男氏 鈴木 孝志 浦河 中神牧場 458＋ 4 〃 クビ 94．3�
11 フロストエッジ 牝4栗 55 酒井 学	大樹ファーム 西園 正都 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 490－ 41：27．63� 180．6�
815 レッドフランカー 牡4黒鹿57 池添 謙一 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B466－ 61：28．23� 37．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 46，915，400円 複勝： 73，378，000円 枠連： 19，125，100円
馬連： 86，278，200円 馬単： 36，410，700円 ワイド： 87，761，200円
3連複： 149，181，300円 3連単： 153，585，000円 計： 652，634，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 150円 � 270円 枠 連（2－4） 480円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 890円

ワ イ ド �� 260円 �� 590円 �� 780円

3 連 複 ��� 1，600円 3 連 単 ��� 6，370円

票 数

単勝票数 計 469154 的中 � 151345（1番人気）
複勝票数 計 733780 的中 � 197555（1番人気）� 133929（2番人気）� 49178（6番人気）
枠連票数 計 191251 的中 （2－4） 30534（1番人気）
馬連票数 計 862782 的中 �� 122101（1番人気）
馬単票数 計 364107 的中 �� 30434（1番人気）
ワイド票数 計 877612 的中 �� 98233（1番人気）�� 35743（6番人気）�� 26170（9番人気）
3連複票数 計1491813 的中 ��� 69663（3番人気）
3連単票数 計1535850 的中 ��� 17457（7番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．9―12．5―12．3―12．5―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．9―34．8―47．3―59．6―1：12．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ド ン カ ポ ノ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 Tiznow デビュー 2020．10．11 京都1着

2018．4．15生 牡4鹿 母 エルクイーン 母母 エキゾチックエレガンス 9戦2勝 賞金 25，000，000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 キクノクライフ号・スリーヘリオス号



09057 4月9日 晴 良 （4阪神2） 第5日 第9競走 ��
��2，400�

し ら さ ぎ

白 鷺 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 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．1
2：20．6

良
良

78 タ イ ソ ウ 牡4栗 57 幸 英明中辻 明氏 西園 正都 新ひだか 山野牧場 516＋ 62：30．7 3．0�
33 プレイリードリーム 牡6鹿 57 藤岡 康太田所 英子氏 安達 昭夫 日高 天羽牧場 460－ 22：30．8� 3．6�
89 サマービート 牡5鹿 57 福永 祐一ゴドルフィン 四位 洋文 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466＋ 22：30．9	 11．1�
810 ダノンターキッシュ 牡4鹿 57 岩田 望来�ダノックス 寺島 良 日高 下河辺牧場 450－ 2 〃 アタマ 7．4�
44 リーブルミノル 牡4栗 57 荻野 極吉岡 實氏 本田 優 洞
湖 レイクヴィラファーム 488± 02：31．22 51．3�
77 ナオミラフィネ 牝5栗 55 藤岡 佑介塩澤 正樹氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B468± 02：31．3	 9．4	
22 ダディーズトリップ 牡6青 57 竹之下智昭田島 大史氏 千田 輝彦 新冠 オリエント牧場 456＋ 62：31．41 20．6

11 レアリザトゥール 牡5黒鹿57 菱田 裕二 �京都ホースレーシング 小手川 準 新ひだか チャンピオンズファーム 466－102：33．4大差 57．9�
55 ダノングレーター �6黒鹿57 富田 暁�ダノックス 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム B466－ 2 （競走中止） 27．4�
66 � ハーツオブシャカ 牡4鹿 57 川田 将雅 �CHEVAL AT-

TACHE 島 一歩 浦河 辻 牧場 468＋ 8 （競走中止） 4．9
（10頭）

売 得 金
単勝： 45，361，000円 複勝： 68，401，300円 枠連： 15，827，400円
馬連： 92，535，400円 馬単： 39，428，500円 ワイド： 76，131，600円
3連複： 138，009，100円 3連単： 192，509，900円 計： 668，204，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 140円 � 270円 枠 連（3－7） 470円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 1，170円

ワ イ ド �� 300円 �� 860円 �� 690円

3 連 複 ��� 2，160円 3 連 単 ��� 7，230円

票 数

単勝票数 計 453610 的中 � 117352（1番人気）
複勝票数 計 684013 的中 � 137220（2番人気）� 148346（1番人気）� 48708（6番人気）
枠連票数 計 158274 的中 （3－7） 26018（1番人気）
馬連票数 計 925354 的中 �� 107818（1番人気）
馬単票数 計 394285 的中 �� 25220（1番人気）
ワイド票数 計 761316 的中 �� 74036（1番人気）�� 21036（13番人気）�� 26695（12番人気）
3連複票数 計1380091 的中 ��� 47895（6番人気）
3連単票数 計1925099 的中 ��� 19290（11番人気）

ハロンタイム 13．0―11．9―13．3―13．5―13．3―13．1―13．6―13．6―11．9―11．0―10．8―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．0―24．9―38．2―51．7―1：05．0―1：18．1―1：31．7―1：45．3―1：57．2―2：08．2―2：19．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F45．4―3F33．5
1
3
1，8，7－4，2，6，3，9，5，10
1，8（7，6）（4，2，3）（5，10，9）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タ イ ソ ウ �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2020．12．20 阪神1着

2018．3．31生 牡4栗 母 セラミックガール 母母 アスクレピアス 7戦3勝 賞金 43，387，000円
・・・〔競走中止〕 ハーツオブシャカ号は，最後の直線コースで騎手が右あぶみを踏み外し，バランスをくずして落馬したため競走中止。

ダノングレーター号は，最後の直線コースで，落馬した「ハーツオブシャカ」号の騎手を避けようとし，騎手がバランスをく
ずし落馬したため競走中止。 ・・・〔制裁〕 ハーツオブシャカ号の騎手川田将雅は，最後の直線コースでの御法（右あぶみを踏み外した）について過怠金100，000円。

（被害馬：7番・5番）
※レアリザトゥール号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

09058 4月9日 晴 良 （4阪神2） 第5日 第10競走 ��2，000�
きょうばし

京橋ステークス
発走15時00分 （芝・右）
4歳以上，3勝クラス，3．4．10以降4．4．3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 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000円
付 加 賞 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

79 プログノーシス 牡4鹿 57 川田 将雅 �社台レースホース中内田充正 千歳 社台ファーム 468± 01：58．3 1．3�
22 リフレーミング 牡4黒鹿55 藤岡 康太栗山 学氏 �島 一歩 新ひだか 橋本牧場 464－ 21：58．41 6．3�
78 オールザワールド 牡5鹿 54 岩田 望来前田 晋二氏 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 478－ 21：58．93 9．2�
44 リ ノ キ ア ナ 牝5鹿 53 幸 英明松岡 雅昭氏 谷 潔 日高 アイズスタッド株式会社 446＋ 41：59．11� 25．1�
11 ル ヴ ァ ン 牡5鹿 54 藤岡 佑介 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム B474± 01：59．2クビ 38．9�
810 オレンジペコ 牝5栗 51 富田 暁今村 明浩氏 武 英智 浦河 大島牧場 B488＋ 41：59．3� 63．3	
67 ラインハイト 牡5黒鹿54 �島 克駿 �キャロットファーム 吉岡 辰弥 安平 ノーザンファーム 486－ 21：59．4� 98．7

55 タイセイシリウス 牡5鹿 54 松若 風馬田中 成奉氏 高野 友和 浦河 酒井牧場 492－ 4 〃 クビ 77．0�
811 ナリタブレード 牡5黒鹿54 西村 淳也�オースミ 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 510± 01：59．82 20．6
66 ヒルノダカール 牡6青鹿54 古川 吉洋�ヒルノ 北出 成人 新冠 新冠橋本牧場 B514－ 21：59．9� 17．9�
33 ミヤビパーフェクト �6鹿 55 酒井 学村上 義勝氏 笹田 和秀 新冠 大狩部牧場 482＋ 2 〃 クビ 132．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 75，293，700円 複勝： 249，354，400円 枠連： 21，930，300円
馬連： 119，832，800円 馬単： 78，902，900円 ワイド： 102，896，000円
3連複： 189，626，400円 3連単： 409，649，700円 計： 1，247，486，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 120円 � 150円 枠 連（2－7） 260円

馬 連 �� 270円 馬 単 �� 300円

ワ イ ド �� 150円 �� 230円 �� 370円

3 連 複 ��� 540円 3 連 単 ��� 1，130円

票 数

単勝票数 計 752937 的中 � 463195（1番人気）
複勝票数 計2493544 的中 � 1883398（1番人気）� 171725（2番人気）� 119840（3番人気）
枠連票数 計 219303 的中 （2－7） 63354（1番人気）
馬連票数 計1198328 的中 �� 340050（1番人気）
馬単票数 計 789029 的中 �� 194740（1番人気）
ワイド票数 計1028960 的中 �� 207943（1番人気）�� 108951（2番人気）�� 57657（6番人気）
3連複票数 計1896264 的中 ��� 259494（1番人気）
3連単票数 計4096497 的中 ��� 261821（1番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―12．3―12．4―12．3―12．1―11．7―11．2―11．6―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．2―35．5―47．9―1：00．2―1：12．3―1：24．0―1：35．2―1：46．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．0―3F34．3
1
3
10（4，6）（1，5）3－（7，8）－2－9－11
10，4（1，6）5（3，8）－（7，2）－9，11

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

勝馬の
紹 介

プログノーシス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Observatory デビュー 2021．3．13 阪神1着

2018．5．15生 牡4鹿 母 ヴ ェ ル ダ 母母 Viavigoni 5戦4勝 賞金 56，173，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



09059 4月9日 晴 良 （4阪神2） 第5日 第11競走 ��
��1，600�第65回サンケイスポーツ杯阪神牝馬ステークス（ＧⅡ）

発走15時35分 （芝・右・外）
牝，4歳以上；負担重量は，54�，3．4．10以降GⅠ競走1着馬2�増，GⅡ競走1着馬1�
増，3．4．9以前のGⅠ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

サンケイスポーツ賞（1着）
賞 品

本 賞 55，000，000円 22，000，000円 14，000，000円 8，300，000円 5，500，000円
付 加 賞 854，000円 244，000円 122，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．1
1：30．3

良
良

44 メイショウミモザ 牝5芦 54 �島 克駿松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 B456± 01：32．8 68．7�
22 アンドヴァラナウト 牝4黒鹿55 福永 祐一 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 444－ 41：32．9	 3．1�
33 デ ゼ ル 牝5青鹿55 川田 将雅 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム 484－ 41：33．0クビ 3．4�
56 ム ジ カ 牝5鹿 54 池添 謙一ケーエスHD 鈴木 孝志 新ひだか 前谷 武志 452－ 21：33．21	 30．9�
812 マジックキャッスル 牝5鹿 54 浜中 俊 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム 442－10 〃 アタマ 5．5�
79 ジェラルディーナ 牝4鹿 54 幸 英明 �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 〃 ハナ 4．0	
710 ク リ ス テ ィ 牝5芦 54 松若 風馬薪浦 英稔氏 杉山 晴紀 浦河 荻伏三好フ

アーム 488－ 61：33．3クビ 18．3

68 ラルナブリラーレ 牝5鹿 54 和田 竜二 �社台レースホース石坂 公一 千歳 社台ファーム 478－ 41：33．41 17．3�
67 テーオーラフィット 牝4黒鹿54 岩田 望来小笹 公也氏 上村 洋行 日高 ヤナガワ牧場 482＋ 21：33．5	 28．9�
11 
 ローレルアイリス 牝5鹿 54 川又 賢治 ローレルレーシング 杉山 佳明 新冠 新冠橋本牧場 444＋ 21：33．81	 99．2�
811 クリノフラッシュ 牝7青鹿54 藤岡 佑介栗本 博晴氏 橋田 満 日高 白井牧場 B456＋ 71：34．75 97．2�

（11頭）
55 アカイトリノムスメ 牝4黒鹿56 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 454＋ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 162，183，500円 複勝： 220，064，900円 枠連： 57，589，300円
馬連： 314，096，600円 馬単： 122，656，000円 ワイド： 245，616，700円
3連複： 392，744，200円 3連単： 541，923，200円 計： 2，056，874，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，870円 複 勝 � 1，200円 � 140円 � 140円 枠 連（2－4） 11，810円

馬 連 �� 12，040円 馬 単 �� 32，030円

ワ イ ド �� 3，150円 �� 3，420円 �� 260円

3 連 複 ��� 8，830円 3 連 単 ��� 109，770円

票 数

単勝票数 差引計1621835（返還計399469） 的中 � 18873（9番人気）
複勝票数 差引計2200649（返還計461287） 的中 � 27847（9番人気）� 515213（1番人気）� 482639（2番人気）
枠連票数 差引計 575893（返還計 8719） 的中 （2－4） 3779（20番人気）
馬連票数 差引計3140966（返還計1898861） 的中 �� 20208（23番人気）
馬単票数 差引計1226560（返還計751186） 的中 �� 2872（60番人気）
ワイド票数 差引計2456167（返還計1249689） 的中 �� 17831（26番人気）�� 16359（27番人気）�� 300127（1番人気）
3連複票数 差引計3927442（返還計4359847） 的中 ��� 33323（28番人気）
3連単票数 差引計5419232（返還計6631781） 的中 ��� 3579（251番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―11．4―11．5―11．3―11．2―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．9―35．3―46．8―58．1―1：09．3―1：20．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．7
3 10，11（2，7，8）（4，6）3，1，12，9 4 10－（2，11）（7，8）（4，6）3（1，12）9

勝馬の
紹 介

メイショウミモザ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2019．8．10 札幌3着

2017．4．24生 牝5芦 母 メイショウベルーガ 母母 パ パ ゴ 26戦5勝 賞金 132，799，000円
〔競走除外〕 アカイトリノムスメ号は，馬場入場時に疾病〔右後肢跛行〕を発症したため競走除外。発走時刻4分遅延。
※メイショウミモザ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりメイショウミモザ号は，ヴィクトリアマイル（GⅠ）競走に優先出走できる。

09060 4月9日 晴 良 （4阪神2） 第5日 第12競走 ��1，200�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
1：08．8
1：08．5

重
重

47 エイユーストロング 牡4青鹿57 和田 竜二笹部 義則氏 鈴木 孝志 様似 富田 恭司 466＋ 41：12．5 27．2�
12 � エ ヴ ァ ン 牡5鹿 57 川須 栄彦前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ B466－ 81：12．6クビ 49．8�
714 アッティーヴォ 牡8栗 57

54 ▲角田 大和奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 大典牧場 458± 01：12．81� 12．9�
815 コ ウ イ チ 牡5芦 57 戸崎 圭太桂土地� 庄野 靖志 新冠 森永 聡 492－ 6 〃 クビ 8．3�
816 ミスズメジャー 牡4栗 57 古川 吉洋永井 啓弍氏 上村 洋行 浦河 富田牧場 B470＋ 2 〃 ハナ 13．7�
24 ミッキーマインド 牡7鹿 57 浜中 俊野田みづき氏 音無 秀孝 浦河 三嶋牧場 478－ 81：12．9� 43．8	
36 ル ー リ ン グ 牡4鹿 57 岩田 望来�G1レーシング 中村 直也 安平 追分ファーム B510＋ 4 〃 アタマ 76．3

59 ミ ラ ク ル 牝4鹿 55 池添 謙一�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 468＋ 21：13．21	 14．9�
35 � エスケーアタランタ 牝6黒鹿55 酒井 学菅藤 孝雄氏 木原 一良 森 笹川大晃牧場 468± 01：13．3アタマ 65．2�
510 ディーズローリエ 牝5黒鹿55 秋山真一郎秋谷 壽之氏 岡田 稲男 新ひだか 野坂牧場 B448＋ 2 〃 クビ 66．1
612 オ カ リ ナ 牡5栗 57 
島 良太八木 秀之氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 542＋ 2 〃 同着 8．4�
48 ビーアイフェリペ 牡4栗 57 菱田 裕二馬場 祥晃氏 新谷 功一 新ひだか タガミファーム 526＋10 〃 ハナ 2．3�
11 クリノレオノール 牝8鹿 55 森 裕太朗栗本 博晴氏 天間 昭一 日高 日西牧場 B474－ 81：13．51� 182．7�
611 エスシーミホーク �5鹿 57 
島 克駿工藤 圭司氏 辻野 泰之 日高 三宅 正弘 482－ 41：13．71 25．0�
713 タ ガ ノ ペ カ 牝4鹿 55 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 508－ 81：13．91� 5．3�
23 セ イ レ ー ン 牝4栗 55

53 △小沢 大仁浅川 昌彦氏 佐々木晶三 新冠 協和牧場 398－ 2 〃 クビ 51．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 82，930，900円 複勝： 116，709，400円 枠連： 42，335，200円
馬連： 172，731，300円 馬単： 69，773，200円 ワイド： 163，865，900円
3連複： 296，658，900円 3連単： 328，435，000円 計： 1，273，439，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，720円 複 勝 � 750円 � 1，600円 � 370円 枠 連（1－4） 4，590円

馬 連 �� 35，750円 馬 単 �� 82，660円

ワ イ ド �� 11，800円 �� 5，270円 �� 7，770円

3 連 複 ��� 192，130円 3 連 単 ��� 937，460円

票 数

単勝票数 計 829309 的中 � 24367（9番人気）
複勝票数 計1167094 的中 � 40384（9番人気）� 17777（14番人気）� 90832（5番人気）
枠連票数 計 423352 的中 （1－4） 7148（17番人気）
馬連票数 計1727313 的中 �� 3744（77番人気）
馬単票数 計 697732 的中 �� 633（160番人気）
ワイド票数 計1638659 的中 �� 3573（85番人気）�� 8064（49番人気）�� 5440（69番人気）
3連複票数 計2966589 的中 ��� 1158（307番人気）
3連単票数 計3284350 的中 ��� 254（1636番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―12．1―12．1―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―35．2―47．3―59．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．4―3F37．3
3 7，2（1，5）（3，9，15）（13，16）（14，11）8（6，10，12）－4 4 ・（7，2）5（1，9，15）16（3，13）（14，11）（8，6，10）（4，12）

勝馬の
紹 介

エイユーストロング �
�
父 ダノンレジェンド �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2020．10．10 京都4着

2018．5．7生 牡4青鹿 母 エイユーモモチャン 母母 ヘリテージゴールド 9戦3勝 賞金 26，700，000円
〔発走状況〕 エスシーミホーク号は，枠内駐立不良〔突進〕。
〔制裁〕 タガノペカ号の騎手幸英明は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番）
※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） 3頭 シセイタケル号・シンゼンブースター号・メイショウベッピン号
（非抽選馬） 1頭 テーオーポシブル号



（4阪神2）第5日 4月9日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 163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

287，100，000円
13，640，000円
27，800，000円
1，900，000円
36，880，000円
73，119，000円
4，669，500円
1，564，800円

勝馬投票券売得金
722，117，900円
1，207，519，800円
262，339，000円
1，255，001，200円
583，543，100円
1，156，288，400円
1，941，160，700円
2，582，255，600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 9，710，225，700円

総入場人員 6，332名 （有料入場人員 6，120名）
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