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09061 4月10日 晴 良 （4阪神2） 第6日 第1競走 1，200�3歳未勝利
発走10時05分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：08．8
1：08．5

重
重

47 メイショウヒヅクリ 牝3黒鹿 54
51 ▲角田 大和松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 富田牧場 458± 01：12．9 8．1�

59 クインズジュピタ 牝3芦 54 藤懸 貴志 �ケイアイスタリオン 新谷 功一 新冠 隆栄牧場 478＋ 61：13．11� 2．9�
713 オ マ ツ サ マ 牝3黒鹿54 福永 祐一諸江 幸祐氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 480＋ 21：13．2� 5．4�
816 キ ッ シ ョ ウ 牝3鹿 54 藤岡 佑介 �ニッシンホール

ディングス 奥村 豊 新ひだか チャンピオンズファーム 420± 01：13．41� 5．9�
11 ラブリアージェ 牝3栗 54

53 ☆亀田 温心 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 北出 成人 新ひだか サンコウ牧場 460－ 61：14．14 141．1�

612 エ ル メ ニ ア 牝3鹿 54
52 △小沢 大仁 	サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム B450＋ 41：14．42 78．3


24 ダインスレイフ 牝3鹿 54 川須 栄彦 �ゴールドアップ・
カンパニー 中尾 秀正 新ひだか ゴールドアップカンパニー 448± 01：14．61� 101．0�

36 フ ー レ イ 牝3鹿 54 岩田 望来小林竜太郎氏 新谷 功一 浦河 佐々木 恵一 450＋18 〃 アタマ 28．4�
611 テーオーアラジン 牝3黒鹿54 �島 良太小笹 公也氏 宮 徹 新冠 村上 進治 474－ 41：14．7� 52．1
815 ブルータンゴ 牝3栗 54

52 △松本 大輝三田 昌宏氏 五十嵐忠男 平取 高橋 啓 446＋ 41：15．01� 160．1�
510 ハリーオンダウン 牝3黒鹿54 坂井 瑠星橋元 勇氣氏 高野 友和 浦河 谷川牧場 452＋ 21：15．1� 4．0�
35 ラブリーアタランテ 牝3栗 54 城戸 義政岡田 牧雄氏 畑端 省吾 浦河 藤春 修二 428－121：15．2クビ 454．8�
12 メイショウカンギク 牝3鹿 54

50 ★今村 聖奈松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 松栄牧場 466 ― 〃 クビ 14．6�
714 ジューンフラワー 牝3鹿 54

51 ▲角田 大河吉川 潤氏 坂口 智康 日高 白井牧場 412 ―1：16．15 94．7�
48 ヤマニンアイラ 牝3鹿 54 小崎 綾也土井 肇氏 四位 洋文 新冠 錦岡牧場 424 ―1：17．37 87．0�
23 マーゴットリリー 牝3鹿 54

52 ◇藤田菜七子前田 良平氏 高橋 義忠 洞�湖 レイクヴィラファーム 466＋121：17．62 191．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 38，490，100円 複勝： 67，074，200円 枠連： 15，053，500円
馬連： 77，496，400円 馬単： 33，504，700円 ワイド： 68，598，800円
3連複： 119，839，800円 3連単： 130，002，300円 計： 550，059，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 220円 � 130円 � 220円 枠 連（4－5） 580円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 2，480円

ワ イ ド �� 400円 �� 760円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，720円 3 連 単 ��� 15，010円

票 数

単勝票数 計 384901 的中 � 37709（5番人気）
複勝票数 計 670742 的中 � 68880（5番人気）� 166637（1番人気）� 69423（4番人気）
枠連票数 計 150535 的中 （4－5） 20025（3番人気）
馬連票数 計 774964 的中 �� 62713（4番人気）
馬単票数 計 335047 的中 �� 10125（10番人気）
ワイド票数 計 685988 的中 �� 45939（4番人気）�� 21513（10番人気）�� 42932（5番人気）
3連複票数 計1198398 的中 ��� 52101（6番人気）
3連単票数 計1300023 的中 ��� 6276（48番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．7―12．6―12．2―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．3―35．0―47．6―59．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウヒヅクリ �
�
父 ディーマジェスティ �

�
母父 ウォーエンブレム デビュー 2021．10．31 阪神13着

2019．3．30生 牝3黒鹿 母 サーリセルカ 母母 ラストリゾート 4戦1勝 賞金 6，760，000円
〔制裁〕 ラブリアージェ号の騎手亀田温心は，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：10番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヤマニンアイラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年5月10日まで平地競走

に出走できない。
マーゴットリリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年6月10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 ツーボンド号・ワンスマイル号

09062 4月10日 晴 良 （4阪神2） 第6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

47 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 470＋ 21：26．2 4．3�
714 タロファイター 牡3鹿 56 川須 栄彦髙岡 浩行氏 中尾 秀正 新冠 アサヒ牧場 B458± 01：26．62� 87．6�
510 エイシンデュエラー 牡3鹿 56 吉田 隼人�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 476＋ 6 〃 クビ 6．8�
23 クランシリーニー 牝3鹿 54

52 △松本 大輝大倉 佑介氏 新谷 功一 日高 日西牧場 490－ 61：26．7� 79．3�
35 ソーマレイオウ 牡3鹿 56 菱田 裕二 MASAレーシング 加用 正 日高 タバタファーム 496－ 41：26．8クビ 7．3�
611 グローバルブラッド 牡3青鹿 56

53 ▲角田 大河中村 祐子氏 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 490 ― 〃 アタマ 12．0	
59 イーストリバー �3鹿 56

52 ★今村 聖奈三田 昌宏氏 高橋 義忠 千歳 社台ファーム 442＋121：26．9クビ 29．4

815 ジョーフェイス 牡3青鹿56 藤懸 貴志 STレーシング 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 504－ 21：27．32� 32．7�
48 スマイルカット 牝3栗 54

52 ◇藤田菜七子長谷川守正氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 384＋ 4 〃 クビ 95．4�
11 アグネスリュウ 牡3栗 56 松田 大作渡辺公美子氏 宮本 博 浦河 高昭牧場 B528＋ 8 〃 クビ 5．3
12 エイシンルシファー 牡3芦 56 藤井勘一郎�栄進堂 大久保龍志 浦河 栄進牧場 488 ―1：27．5� 20．9�
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 448－ 2 〃 クビ 3．5�
24 シゲルマグロ 牡3鹿 56 酒井 学森中 蕃氏 高橋 康之 日高 西野 春樹 506－ 41：28．35 184．1�
816 ビービーアルカイコ 牡3黒鹿 56

53 ▲角田 大和坂東 勝彦氏 野中 賢二 新冠 クラック・ステーブル 466 ―1：28．61� 36．4�
612 メイショウナガツキ 牝3鹿 54

50 ★永島まなみ松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 412－ 81：29．02� 244．1�
36 シゲルタヌキ 牡3鹿 56 高倉 稜森中 蕃氏 服部 利之 浦河 三好牧場 476 ―1：30．48 183．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，424，100円 複勝： 56，345，400円 枠連： 11，811，100円
馬連： 67，031，100円 馬単： 28，999，800円 ワイド： 61，285，400円
3連複： 103，796，800円 3連単： 108，460，500円 計： 476，154，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 170円 � 1，790円 � 210円 枠 連（4－7） 740円

馬 連 �� 24，500円 馬 単 �� 32，600円

ワ イ ド �� 5，720円 �� 470円 �� 7，270円

3 連 複 ��� 36，990円 3 連 単 ��� 261，240円

票 数

単勝票数 計 384241 的中 � 71108（2番人気）
複勝票数 計 563454 的中 � 105571（2番人気）� 5885（12番人気）� 72678（4番人気）
枠連票数 計 118111 的中 （4－7） 12285（1番人気）
馬連票数 計 670311 的中 �� 2120（48番人気）
馬単票数 計 289998 的中 �� 667（79番人気）
ワイド票数 計 612854 的中 �� 2612（47番人気）�� 37161（3番人気）�� 2049（50番人気）
3連複票数 計1037968 的中 ��� 2104（92番人気）
3連単票数 計1084605 的中 ��� 301（589番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．6―12．3―12．5―12．8―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．4―35．0―47．3―59．8―1：12．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイセイエピソード �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2021．8．14 小倉5着

2019．5．25生 牡3栗 母 ラストメッセージ 母母 フェニックスバード 7戦1勝 賞金 9，300，000円
〔制裁〕 タイセイエピソード号の騎手松若風馬は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルタヌキ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年5月10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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ウォータールグラン号・ツーエムロケット号・ブタンタン号
（非抽選馬） 3頭 カフジペンタゴン号・サマーサンシャイン号・ワンダーデュエル号

第２回 阪神競馬 第６日



09063 4月10日 晴 良 （4阪神2） 第6日 第3競走 ��1，800�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
1：48．5
1：47．6

重
重

36 ク ロ ニ ク ル 牡3鹿 56 吉田 隼人ゴドルフィン 田中 克典 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 498＋ 21：53．3 3．7�

611 テーオーサンドニ 牡3鹿 56 坂井 瑠星小笹 公也氏 高柳 大輔 浦河 三嶋牧場 466－ 21：53．4� 7．2�
815 マテンロウマジック 牡3鹿 56 横山 典弘寺田千代乃氏 高橋 亮 新冠 秋田牧場 482－ 21：54．03� 4．9�
714� モ デ ィ カ 牝3鹿 52 横山 武史吉田 和美氏 石坂 公一 豪 Kia Ora

Stud Pty Ltd 470＋ 61：55．27 2．3�
11 ディープギルドン 牡3鹿 56

53 ▲角田 大和深見 敏男氏 本田 優 新ひだか 下屋敷牧場 514－ 61：55．51� 120．2�
713 ダンツエスプリ 牡3栗 56 藤懸 貴志山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 千代田牧場 472＋ 41：55．92� 15．8�
12 ウォータージオード 牡3鹿 56 菱田 裕二山岡 正人氏 岡田 稲男 浦河 大島牧場 476± 0 〃 クビ 21．3	
47 サンライズルーチェ 牡3黒鹿56 松若 風馬松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 510－ 41：56．0クビ 101．6

510 トーホウテンリュウ 牡3栗 56 藤岡 康太東豊物産� 石坂 公一 日高 竹島 幸治 478＋ 81：56．11 208．7�
48 テイエムラヴィータ 牡3鹿 56 中井 裕二竹園 正繼氏 飯田 雄三 新冠 カミイスタット 526＋ 21：56．2� 55．7
23 ヨシノエスポワール 牡3鹿 56 国分 優作清水 義德氏 中尾 秀正 浦河 ガーベラパー

クスタツド B486± 01：56．51� 41．2�
816 クラウンハヴィ 牡3鹿 56

53 ▲角田 大河�クラウン 中竹 和也 日高 クラウン日高牧場 480－ 41：57．77 248．7�
24 エムズジャガー 牡3黒鹿 56

55 ☆亀田 温心柴田実千代氏 北出 成人 浦河 桑田牧場 482＋101：57．9� 285．3�
35 サトノノヴァ 牡3鹿 56 荻野 極 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 490＋ 41：58．0クビ 46．1�
59 タガノヒロック �3鹿 56 国分 恭介八木 良司氏 大根田裕之 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 486－ 41：58．31� 101．8�
612 マジックミラー 牡3青鹿56 酒井 学大田 恭充氏 高橋 康之 新冠 中山 高鹿康 470－ 21：59．25 225．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，950，100円 複勝： 59，802，400円 枠連： 12，228，300円
馬連： 65，998，400円 馬単： 30，337，600円 ワイド： 62，286，700円
3連複： 106，904，400円 3連単： 128，114，300円 計： 507，622，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 140円 � 210円 � 160円 枠 連（3－6） 1，370円

馬 連 �� 1，620円 馬 単 �� 2，480円

ワ イ ド �� 500円 �� 340円 �� 500円

3 連 複 ��� 1，930円 3 連 単 ��� 9，810円

票 数

単勝票数 計 419501 的中 � 89522（2番人気）
複勝票数 計 598024 的中 � 123013（2番人気）� 62071（4番人気）� 100196（3番人気）
枠連票数 計 122283 的中 （3－6） 6917（5番人気）
馬連票数 計 659984 的中 �� 31412（5番人気）
馬単票数 計 303376 的中 �� 9143（8番人気）
ワイド票数 計 622867 的中 �� 30667（6番人気）�� 49161（3番人気）�� 30803（5番人気）
3連複票数 計1069044 的中 ��� 41446（5番人気）
3連単票数 計1281143 的中 ��� 9465（23番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―13．2―12．9―12．9―13．1―12．6―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．8―37．0―49．9―1：02．8―1：15．9―1：28．5―1：40．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F37．4
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ク ロ ニ ク ル �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2021．11．13 阪神7着

2019．4．10生 牡3鹿 母 アーキオロジー 母母 Caress 5戦1勝 賞金 9，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マジックミラー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年5月10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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 アローゴールド号・エクセトラ号・クリノレジェンド号・チェンジザワールド号

09064 4月10日 晴 良 （4阪神2） 第6日 第4競走 ��1，400�3歳未勝利
発走11時35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
1：19．2
1：19．0

良
良

11 ト ラ ー パ ニ 牝3黒鹿54 福永 祐一吉田 和美氏 上村 洋行 新冠 芳住 鉄兵 450± 01：21．2 5．3�
35 ルパルテール 牝3鹿 54 藤岡 康太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 新谷 功一 新ひだか 三石橋本牧場 420＋ 21：21．3� 48．8�
23 エナジーグラン 牡3黒鹿56 岩田 望来 �キャピタル・システム 高柳 大輔 浦河 宮内牧場 458± 01：21．4� 4．0�
816 シャウビンダー 牝3栗 54 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 須貝 尚介 日高 日高大洋牧場 404－ 61：21．61� 9．6�
59 ダノンアーリー 牡3鹿 56 坂井 瑠星�ダノックス 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 468＋ 61：21．7クビ 3．8�
47 ヒロシゲダンディ 牡3鹿 56

55 ☆亀田 温心�コスモ・コスモ 北出 成人 新ひだか 岡田牧場 492－22 〃 ハナ 19．2	
36 ヤマカツオリオン 牡3鹿 56

53 ▲西谷 凜山田 和夫氏 谷 潔 新ひだか 岡田牧場 510－ 21：21．8� 269．3

713 ゴッドスイートビー 牝3鹿 54

50 ★今村 聖奈中西 憲治氏 飯田 祐史 新ひだか 前田ファーム 394－101：22．0� 145．8�
12 ルージュティアーモ 牝3黒鹿54 池添 謙一 �東京ホースレーシング 斉藤 崇史 白老 社台牧場 464 ― 〃 クビ 14．0�
611 メイショウカジヤ �3鹿 56

54 △小沢 大仁松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 434－201：22．42� 334．5
715 ウインマリアンヌ 牝3鹿 54

53 ☆泉谷 楓真�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 446 ― 〃 ハナ 260．5�
818 タ イ ゲ ン 牡3栗 56

54 ◇藤田菜七子丸山 担氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 480－ 61：22．5� 5．4�
24 コヨイノツキ 牡3黒鹿 56

54 △松本 大輝岡 浩二氏 谷 潔 新ひだか カタオカステーブル 506 ―1：22．92� 140．5�
612 クリノツッチャン 牡3鹿 56 中井 裕二栗本 博晴氏 長谷川浩大 日高 日高大洋牧場 474 ―1：23．0� 297．7�
817 スナークルーヴル 牝3鹿 54 小崎 綾也杉本 豊氏 野中 賢二 新冠 小泉牧場 440 ―1：23．1クビ 384．6�
714	 モズブーナー 牝3鹿 54 幸 英明 �キャピタル・システム 音無 秀孝 米 Alpha Delta

Stables, LLC B480＋ 41：23．74 23．5�
48 メイショウアカツキ 牡3栗 56

53 ▲角田 大河松本 好雄氏 上村 洋行 浦河 まるとみ冨岡牧場 432± 01：24．12� 132．9�
510	 マーナーパス 牡3鹿 56 菱田 裕二ゴドルフィン 岡田 稲男 愛 Tinnakill

Bloodstock 468＋ 21：25．16 22．8�
（18頭）

売 得 金
単勝： 51，402，700円 複勝： 81，931，000円 枠連： 18，445，700円
馬連： 85，245，500円 馬単： 35，072，900円 ワイド： 75，840，400円
3連複： 127，964，200円 3連単： 129，055，700円 計： 604，958，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 190円 � 900円 � 170円 枠 連（1－3） 7，610円

馬 連 �� 10，920円 馬 単 �� 15，150円

ワ イ ド �� 2，920円 �� 410円 �� 1，860円

3 連 複 ��� 7，880円 3 連 単 ��� 54，620円

票 数

単勝票数 計 514027 的中 � 76643（3番人気）
複勝票数 計 819310 的中 � 120999（3番人気）� 17280（10番人気）� 147109（2番人気）
枠連票数 計 184457 的中 （1－3） 1878（18番人気）
馬連票数 計 852455 的中 �� 6049（32番人気）
馬単票数 計 350729 的中 �� 1736（53番人気）
ワイド票数 計 758404 的中 �� 6253（33番人気）�� 53420（2番人気）�� 9940（23番人気）
3連複票数 計1279642 的中 ��� 12170（26番人気）
3連単票数 計1290557 的中 ��� 1713（188番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．3―11．9―11．5―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．8―34．1―46．0―57．5―1：09．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ト ラ ー パ ニ �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2021．11．13 阪神4着

2019．3．7生 牝3黒鹿 母 ピーチドラフト 母母 ヤマノラヴリー 5戦1勝 賞金 8，120，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マーナーパス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年5月10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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 アイドゥーテーラー号・サウンドエトワール号・ソフィアコール号・マヒナライズ号



09065 4月10日 晴 良 （4阪神2） 第6日 第5競走 1，400�3歳1勝クラス
発走12時25分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

510 カセノダンサー 牝3栗 54 岩田 望来平川 進氏 中尾 秀正 新冠 須崎牧場 474－ 21：25．0 11．3�
815 ライラボンド 牡3黒鹿 56

53 ▲大久保友雅 �YGGホースクラブ 清水 久詞 新ひだか 片岡 博 504＋ 4 〃 クビ 17．0�
713 モ ナ ル ヒ 牡3鹿 56 C．ルメール�ノースヒルズ 小崎 憲 新冠 平山牧場 460－ 81：25．42 5．7�
12 テーオーステルス 牡3鹿 56 川田 将雅小笹 公也氏 奥村 豊 浦河 栄進牧場 526－10 〃 アタマ 2．0�
59 スズカワールド 牡3黒鹿56 秋山真一郎永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 辻 牧場 506－ 41：25．5� 45．2�
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 464－ 4 〃 クビ 6．2	
36 ナリタグローリアス 牡3栗 56 菱田 裕二�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム 500－ 2 〃 クビ 16．9

47 ケイティレインボー 牡3青鹿 56

54 △松本 大輝瀧本 和義氏 杉山 佳明 様似 スイートフアーム B472＋ 21：25．71 31．3�
714 ジャズブルース 牡3青鹿56 坂井 瑠星 �シルクレーシング 吉村 圭司 平取 坂東牧場 452－ 61：26．12� 70．1
816 スプラウティング 牡3栗 56

55 ☆泉谷 楓真ゴドルフィン 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 506＋ 21：26．63 30．4�

612 ワンダーキサラ 牝3鹿 54
51 ▲角田 大河山本 能成氏 石橋 守 浦河 大島牧場 442＋ 21：26．7アタマ 39．5�

24 ルミナスフラックス 牡3黒鹿 56
52 ★古川 奈穂ライオンレースホース� 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 500－ 2 〃 クビ 118．7�

611 イチザウイナー 牡3鹿 56
54 ◇藤田菜七子奈良﨑孝一郎氏 服部 利之 熊本 奈良﨑 孝

一郎 456＋ 2 〃 アタマ 408．2�
35 ワセダタンク 牡3黒鹿56 吉田 隼人大冨 智弘氏 橋口 慎介 日高 日高大洋牧場 490－ 61：27．01� 31．5�
23 スマートセプター 牡3鹿 56 福永 祐一大川 徹氏 須貝 尚介 新ひだか 静内山田牧場 510＋ 21：27．21� 28．4�
11 ウインドアベニュー 牡3鹿 56

53 ▲角田 大和福原 正博氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 430－ 71：28．79 89．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 63，231，500円 複勝： 89，828，600円 枠連： 18，032，300円
馬連： 92，732，800円 馬単： 43，232，200円 ワイド： 98，442，200円
3連複： 150，138，000円 3連単： 170，780，100円 計： 726，417，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，130円 複 勝 � 340円 � 450円 � 250円 枠 連（5－8） 3，470円

馬 連 �� 7，530円 馬 単 �� 13，130円

ワ イ ド �� 1，930円 �� 890円 �� 1，270円

3 連 複 ��� 10，010円 3 連 単 ��� 71，320円

票 数

単勝票数 計 632315 的中 � 44546（4番人気）
複勝票数 計 898286 的中 � 67773（4番人気）� 48332（6番人気）� 101085（3番人気）
枠連票数 計 180323 的中 （5－8） 4025（16番人気）
馬連票数 計 927328 的中 �� 9536（20番人気）
馬単票数 計 432322 的中 �� 2469（40番人気）
ワイド票数 計 984422 的中 �� 12832（19番人気）�� 29309（6番人気）�� 19825（13番人気）
3連複票数 計1501380 的中 ��� 11246（36番人気）
3連単票数 計1707801 的中 ��� 1736（220番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．9―34．9―47．2―59．7―1：12．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カセノダンサー �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 マヤノトップガン デビュー 2021．7．18 福島1着

2019．4．19生 牝3栗 母 レディーソルジャー 母母 ナ シ ラ 5戦2勝 賞金 18，524，000円
〔制裁〕 ケイティレインボー号の騎手松本大輝は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番）
※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。
（非当選馬） 2頭 フラップシグナス号・ルショコラ号

09066 4月10日 晴 良 （4阪神2） 第6日 第6競走 2，000�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
2：01．0
2：01．0

不良
不良

89 アドマイヤベネラ 牡5黒鹿57 坂井 瑠星近藤 旬子氏 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 500± 02：07．7 4．3�
55 マンオブカレッジ �4芦 57 横山 典弘ホシノレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 528－ 22：08．44 2．1�
44 スマートウィザード 牡5栗 57 和田 竜二大川 徹氏 吉田 直弘 浦河 杵臼牧場 478－ 22：09．14 7．6�
22 ピ ー ニ ャ 牡4栗 57 岩田 望来金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム 490－ 62：09．31� 23．2�
11 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 B518＋ 42：09．51� 4．7�
88 コパノピッチング 牡4鹿 57 藤岡 康太小林 祥晃氏 宮 徹 新冠 サンローゼン 494＋ 22：09．81� 14．0	
33 � 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 554－ 22：09．9アタマ 53．1

77 グリュースゴット 牡4黒鹿57 川須 栄彦小林竜太郎氏 佐々木晶三 新ひだか へいはた牧場 486－112：10．0� 37．2�
66 グリンブルスティ 牡4鹿 57 酒井 学�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ B486－ 22：11．38 22．1�
（9頭）

売 得 金
単勝： 45，664，500円 複勝： 48，079，800円 枠連： 9，623，800円
馬連： 60，696，000円 馬単： 30，846，000円 ワイド： 53，722，500円
3連複： 93，657，100円 3連単： 148，607，600円 計： 490，897，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 150円 � 120円 � 150円 枠 連（5－8） 390円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 1，310円

ワ イ ド �� 270円 �� 500円 �� 300円

3 連 複 ��� 1，200円 3 連 単 ��� 5，630円

票 数

単勝票数 計 456645 的中 � 83115（2番人気）
複勝票数 計 480798 的中 � 71846（4番人気）� 121787（1番人気）� 72674（3番人気）
枠連票数 計 96238 的中 （5－8） 18716（1番人気）
馬連票数 計 606960 的中 �� 71937（2番人気）
馬単票数 計 308460 的中 �� 17616（5番人気）
ワイド票数 計 537225 的中 �� 53792（2番人気）�� 25017（7番人気）�� 47446（3番人気）
3連複票数 計 936571 的中 ��� 58381（3番人気）
3連単票数 計1486076 的中 ��� 19110（10番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―12．5―14．5―13．1―13．4―12．9―12．5―11．6―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．7―37．2―51．7―1：04．8―1：18．2―1：31．1―1：43．6―1：55．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．5―3F36．6
1
3
1，9（3，4，2）（6，5）7，8・（1，9）2（4，5）3，6，8，7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤベネラ 
�
父 ハーツクライ 

�
母父 Not For Sale デビュー 2020．1．5 京都3着

2017．1．23生 牡5黒鹿 母 ライフフォーセール 母母 Doubt Fire 14戦2勝 賞金 28，360，000円



09067 4月10日 晴 良 （4阪神2） 第6日 第7競走 1，600�4歳以上2勝クラス
発走13時25分 （芝・右・外）

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
1：31．1
1：30．3

良
良

55 ヴィアルークス 牡4鹿 57 岩田 望来�フクキタル 藤原 英昭 新冠 パカパカ
ファーム 502± 01：33．5 4．7�

11 マテンロウエール 牡4鹿 57 横山 典弘寺田千代乃氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 526＋ 41：33．71 7．1�
67 ハローユニコーン 牝8鹿 55 吉田 隼人 �CHEVAL AT-

TACHE �島 一歩 浦河 村下 明博 478＋ 6 〃 クビ 59．5�
33 デルマセイシ 牝4青鹿55 松若 風馬浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 470－ 81：33．81 50．5�
78 メイショウオニユリ 牝4鹿 55 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 448＋ 41：33．9クビ 27．4�
44 メイショウベッピン 牝5鹿 55

52 ▲角田 大河松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 486＋101：34．0� 24．2	
66 エーティーソブリン 牡4鹿 57 松田 大作荒木 徹氏 武 英智 平取 稲原牧場 B484＋ 6 〃 ハナ 2．4

22 グレイトオーサー 牡5栗 57 福永 祐一 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 514－ 21：34．21� 3．1�
810 ファルヴォーレ 牡4芦 57 藤岡 康太杉山 忠国氏 高橋 義忠 新ひだか 明治牧場 462± 01：34．51� 37．5
811 アサケエース 牡5鹿 57

55 △小沢 大仁大橋 公堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 450± 01：34．6� 31．1�
（10頭）

79 リュクスポケット 牡7栗 57 藤岡 佑介田畑 憲士氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム B524＋ 6 （競走除外）

売 得 金
単勝： 43，838，900円 複勝： 57，999，100円 枠連： 12，384，400円
馬連： 70，005，900円 馬単： 32，148，900円 ワイド： 58，859，500円
3連複： 92，292，100円 3連単： 129，711，900円 計： 497，240，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 170円 � 240円 � 890円 枠 連（1－5） 2，040円

馬 連 �� 1，550円 馬 単 �� 2，630円

ワ イ ド �� 540円 �� 2，620円 �� 3，870円

3 連 複 ��� 20，010円 3 連 単 ��� 60，820円

票 数

単勝票数 差引計 438389（返還計 21915） 的中 � 73617（3番人気）
複勝票数 差引計 579991（返還計 35594） 的中 � 106614（3番人気）� 62510（4番人気）� 13061（10番人気）
枠連票数 差引計 123844（返還計 752） 的中 （1－5） 4691（10番人気）
馬連票数 差引計 700059（返還計104086） 的中 �� 34981（6番人気）
馬単票数 差引計 321489（返還計 43192） 的中 �� 9153（10番人気）
ワイド票数 差引計 588595（返還計 98317） 的中 �� 30273（6番人気）�� 5577（25番人気）�� 3734（31番人気）
3連複票数 差引計 922921（返還計239726） 的中 ��� 3458（47番人気）
3連単票数 差引計1297119（返還計317469） 的中 ��� 1546（164番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―12．0―11．8―11．9―11．5―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．1―35．1―46．9―58．8―1：10．3―1：21．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴィアルークス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Beat Hollow デビュー 2020．11．21 阪神4着

2018．3．8生 牡4鹿 母 リズムオブライト 母母 Luminda 10戦3勝 賞金 33，172，000円
〔競走除外〕 リュクスポケット号は，馬場入場後に疾病〔右後肢跛行〕を発症したため競走除外。発走時刻3分遅延。
※メイショウベッピン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

09068 4月10日 晴 良 （4阪神2） 第6日 第8競走 ��1，800�
す い た

吹 田 特 別
発走13時55分 （ダート・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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

711 メイショウミカワ 牡4栗 57 武 豊松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 林 孝輝 474－101：53．3 5．1�
45 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 512± 01：53．4� 14．7�
710 リリーミニスター �5芦 57 池添 謙一土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 高橋フアーム 484＋101：53．61 5．5�
68 レガーメペスカ 牡5黒鹿57 小沢 大仁山田信太郎氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 508± 0 〃 ハナ 8．4�
57 � フランスゴデイナ 牡4栗 57 福永 祐一稻井田有司氏 森 秀行 米

Betz, Kidder, B
& K Canetti &
Jim Betz

478－ 21：53．7クビ 2．8�
44 イルミネーター 牡5鹿 57 水口 優也山上 和良氏 羽月 友彦 浦河 岡部牧場 500＋ 81：53．8� 51．0�
812 オ ノ リ ス 牡7黒鹿57 吉田 隼人 	キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 524－ 2 〃 クビ 32．8

22 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± 0 〃 クビ 25．7�
56 ダッシュダクラウン �4青鹿57 富田 暁星加 浩一氏 武 英智 新ひだか 泊 寿幸 B450－ 61：54．01 7．2�
813 イツカハシャチョウ 牡4鹿 57 幸 英明 ミキハウスHKサービス 吉田 直弘 新冠 村上 欽哉 506＋ 61：54．53 17．9�
11 モ ズ マ ゾ ク 牡4青 57 国分 優作 キャピタル・システム 南井 克巳 日高 前野牧場 490＋ 2 〃 アタマ 34．3�
33 カ サ デ ガ 牡4芦 57 岩田 望来杉浦 和也氏 寺島 良 浦河 栄進牧場 B464＋ 2 〃 アタマ 44．1�
69 ポールスター 牡4鹿 57 古川 吉洋林 正道氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 508－ 61：55．45 137．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 52，834，400円 複勝： 82，984，800円 枠連： 23，357，100円
馬連： 101，379，600円 馬単： 36，910，800円 ワイド： 90，311，000円
3連複： 161，307，400円 3連単： 168，370，200円 計： 717，455，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 190円 � 380円 � 170円 枠 連（4－7） 1，950円

馬 連 �� 5，100円 馬 単 �� 8，110円

ワ イ ド �� 1，630円 �� 530円 �� 1，240円

3 連 複 ��� 7，810円 3 連 単 ��� 52，320円

票 数

単勝票数 計 528344 的中 � 82215（2番人気）
複勝票数 計 829848 的中 � 122083（3番人気）� 45473（7番人気）� 146682（1番人気）
枠連票数 計 233571 的中 （4－7） 9269（9番人気）
馬連票数 計1013796 的中 �� 15395（20番人気）
馬単票数 計 369108 的中 �� 3411（31番人気）
ワイド票数 計 903110 的中 �� 13641（20番人気）�� 47050（3番人気）�� 18215（15番人気）
3連複票数 計1613074 的中 ��� 15481（27番人気）
3連単票数 計1683702 的中 ��� 2333（178番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．6―38．3―50．8―1：02．6―1：14．8―1：27．2―1：39．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウミカワ �
�
父 ミッキーアイル �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2020．11．21 阪神6着

2018．5．9生 牡4栗 母 メイショウボナール 母母 ダイアナスキー 15戦3勝 賞金 43，781，000円



09069 4月10日 晴 良 （4阪神2） 第6日 第9競走 ��
��2，000�

わす ぐさ

忘 れ な 草 賞（Ｌ）
発走14時25分 （芝・右）
牝，3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金
1，200万円毎1�増，�：馬齢重量，GⅠ競走1着馬2�増，GⅡ競走またはGⅢ競走1着
馬1�増

賞 品
本 賞 20，000，000円 8，000，000円 5，000，000円 3，000，000円 2，000，000円
付 加 賞 203，000円 58，000円 29，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

77 アートハウス 牝3栗 54 川田 将雅 H.H．シェイク・ファハド 中内田充正 浦河 三嶋牧場 474＋102：00．3 2．4�
11 セ ル ケ ト 牝3鹿 54 横山 武史吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 484＋ 62：00．83 5．5�
44 グランスラムアスク 牝3鹿 54 古川 奈穂廣崎利洋HD� 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 448－ 42：01．01	 50．0�
88 ロマンシングブルー 牝3青鹿54 C．ルメール 吉田 勝己氏 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 454－ 62：01．1
 4．1�
66 ダ イ ム 牝3栗 54 横山 典弘五十川雅規氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 438＋102：01．2� 4．6�
55 シ ー グ ラ ス 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武藤 善則 新冠 ビッグレッドファーム 412± 02：01．3� 13．4	
22 インザオベーション 牝3黒鹿54 武 豊フィールドレーシング 武 幸四郎 洞�湖 レイクヴィラファーム 444－ 2 〃 クビ 10．7

33 ユキノプリンセス 牝3青鹿54 幸 英明井上 基之氏 南井 克巳 新ひだか 服部 牧場 468＋ 22：01．61
 77．5�

（8頭）

売 得 金
単勝： 81，875，200円 複勝： 68，839，300円 枠連： 発売なし
馬連： 120，334，200円 馬単： 55，730，300円 ワイド： 85，097，800円
3連複： 144，611，700円 3連単： 284，657，500円 計： 841，146，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 170円 � 760円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 1，360円

ワ イ ド �� 380円 �� 2，100円 �� 3，060円

3 連 複 ��� 8，920円 3 連 単 ��� 25，460円

票 数

単勝票数 計 818752 的中 � 272003（1番人気）
複勝票数 計 688393 的中 � 162213（1番人気）� 113350（4番人気）� 15384（7番人気）
馬連票数 計1203342 的中 �� 104701（4番人気）
馬単票数 計 557303 的中 �� 30609（4番人気）
ワイド票数 計 850978 的中 �� 69577（4番人気）�� 10423（16番人気）�� 7071（19番人気）
3連複票数 計1446117 的中 ��� 12151（23番人気）
3連単票数 計2846575 的中 ��� 8103（102番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．9―36．7―49．3―1：01．6―1：13．9―1：25．9―1：37．6―1：49．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アートハウス �

父 スクリーンヒーロー �


母父 ヴィクトワールピサ デビュー 2021．10．9 阪神1着

2019．2．26生 牝3栗 母 パールコード 母母 マジックコード 3戦2勝 賞金 27，203，000円

09070 4月10日 晴 良 （4阪神2） 第6日 第10競走 ��
��2，600�大阪―ハンブルクカップ

発走15時00分 （芝・右・外）
4歳以上，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

ハンブルク競馬場賞（1着）
賞 品

本 賞 24，000，000円 9，600，000円 6，000，000円 3，600，000円 2，400，000円
付 加 賞 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
2：35．1
2：35．1

良
良

66 ディアマンミノル 牡5栗 54 荻野 極吉岡 實氏 本田 優 浦河 村下農場 470＋ 22：37．1 5．2�
22 テ ン カ ハ ル 牡4栗 52 坂井 瑠星ライオンレースホース� 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 494－ 82：37．2� 5．1�
810 エフェクトオン 牡6黒鹿53 吉田 隼人 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 446－ 42：37．73 5．9�
11 ボ ス ジ ラ 牡6芦 56 岩田 望来金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B508－ 6 〃 ハナ 8．1�
44 ホウオウエクレール 牡5鹿 53 藤岡 康太小笹 芳央氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 496－ 4 〃 ハナ 5．4	
78 タイセイモナーク 牡6鹿 53 和田 竜二田中 成奉氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 502＋ 22：37．8クビ 29．2

33 アドマイヤアルバ �7鹿 53 原田 和真近藤 旬子氏 堀内 岳志 安平 ノーザンファーム 474＋ 4 〃 アタマ 34．6�
77 パ ト リ ッ ク 牡6鹿 54 C．ルメール �カナヤマホール

ディングス 岡田 稲男 浦河 有限会社
松田牧場 480－ 82：38．33	 3．2�

55 スーパーフェイバー 牡4黒鹿50 酒井 学�G1レーシング 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 496± 02：38．4アタマ 60．7

89 シャンパンクーペ 牡6鹿 53 荻野 琢真 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 日高 下河辺牧場 B536± 02：40．8大差 98．8�

（10頭）

売 得 金
単勝： 71，218，700円 複勝： 73，115，400円 枠連： 17，848，100円
馬連： 142，272，800円 馬単： 58，049，200円 ワイド： 94，039，800円
3連複： 199，021，800円 3連単： 297，651，200円 計： 953，217，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 170円 � 170円 � 170円 枠 連（2－6） 1，810円

馬 連 �� 1，820円 馬 単 �� 3，430円

ワ イ ド �� 590円 �� 490円 �� 630円

3 連 複 ��� 2，790円 3 連 単 ��� 16，550円

票 数

単勝票数 計 712187 的中 � 108112（3番人気）
複勝票数 計 731154 的中 � 116688（2番人気）� 107048（5番人気）� 108969（4番人気）
枠連票数 計 178481 的中 （2－6） 7607（11番人気）
馬連票数 計1422728 的中 �� 60496（11番人気）
馬単票数 計 580492 的中 �� 12666（19番人気）
ワイド票数 計 940398 的中 �� 40888（9番人気）�� 50485（6番人気）�� 37837（10番人気）
3連複票数 計1990218 的中 ��� 53457（14番人気）
3連単票数 計2976512 的中 ��� 13033（71番人気）

ハロンタイム 12．8―11．7―12．2―13．0―12．5―12．1―12．1―12．2―11．9―11．6―11．2―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� 2，400�
12．8―24．5―36．7―49．7―1：02．2―1：14．3―1：26．4―1：38．6―1：50．5―2：02．1―2：13．3―2：24．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ディアマンミノル �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2019．11．17 京都1着

2017．4．10生 牡5栗 母 イソノスワロー 母母 イソノルーブル 24戦5勝 賞金 118，892，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※ディアマンミノル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

１レース目
３レース目



09071 4月10日 晴 良 （4阪神2） 第6日 第11競走 ��
��1，600�第82回桜 花 賞（ＧⅠ）

発走15時40分 （芝・右・外）
牝，3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，55�

内閣総理大臣賞・日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 130，000，000円 52，000，000円 33，000，000円 20，000，000円 13，000，000円
付 加 賞 27，594，000円 7，884，000円 3，942，000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

1：31．1
1：30．3
1：31．1

良
良
良

48 スターズオンアース 牝3黒鹿55 川田 将雅 �社台レースホース高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 470－ 41：32．9 14．5�
36 ウォーターナビレラ 牝3青鹿55 武 豊山岡 正人氏 武 幸四郎 浦河 伏木田牧場 464－14 〃 ハナ 6．2�
11 ナムラクレア 牝3青鹿55 浜中 俊奈村 睦弘氏 長谷川浩大 浦河 谷川牧場 462－ 41：33．0� 14．5�
816 サークルオブライフ 牝3鹿 55 M．デムーロ飯田 正剛氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 482＋ 6 〃 クビ 5．1�
35 ピ ン ハ イ 牝3栗 55 高倉 稜北畑 忍氏 田中 克典 浦河 ヒダカフアーム 406－ 8 〃 クビ 38．5�
24 パーソナルハイ 牝3鹿 55 吉田 豊	G1レーシング 矢作 芳人 安平 追分ファーム 458－ 61：33．1アタマ 79．5

612 ベルクレスタ 牝3鹿 55 吉田 隼人 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 460－ 4 〃 ハナ 22．3�
23 アルーリングウェイ 牝3黒鹿55 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454± 0 〃 クビ 13．5�
47 サブライムアンセム 牝3鹿 55 岩田 望来 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 478＋ 2 〃 クビ 32．5
818 ナ ミ ュ ー ル 牝3鹿 55 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 426－ 41：33．2クビ 3．2�
714 プレサージュリフト 牝3黒鹿55 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 460－ 41：33．41� 11．3�
12 カフジテトラゴン 牝3鹿 55 古川 吉洋加藤 守氏 武 英智 新ひだか タイヘイ牧場 442－ 81：33．71	 169．7�
59 クロスマジェスティ 牝3鹿 55 武藤 雅辻 高史氏 水野 貴広 新ひだか 藤原牧場 472＋ 21：33．8� 65．4�
817 フォラブリューテ 牝3黒鹿55 C．ルメール �キャロットファーム 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 442＋ 2 〃 アタマ 36．9�
715 ア ネ ゴ ハ ダ 牝3青鹿55 幸 英明岡 浩二氏 佐々木晶三 新ひだか 株式会社 サ

ンデーヒルズ 436－ 2 〃 クビ 78．0�
510 ラ イ ラ ッ ク 牝3鹿 55 福永 祐一芹澤 精一氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 426＋ 61：34．01
 22．4�
713 ラズベリームース 牝3鹿 55 池添 謙一保坂 和孝氏 林 徹 安平 ノーザンファーム 480－201：34．1クビ 58．2�
611 ラブリイユアアイズ 牝3青 55 坂井 瑠星井内 康之氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 432＋ 41：34．31
 21．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 1，022，499，600円 複勝： 1，079，520，600円 枠連： 611，550，700円 馬連： 2，529，495，100円 馬単： 907，600，600円
ワイド： 1，862，422，700円 3連複： 5，002，803，200円 3連単： 6，362，294，300円 5重勝： 729，992，500円 計： 20，108，179，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，450円 複 勝 � 360円 � 220円 � 400円 枠 連（3－4） 2，550円

馬 連 �� 3，740円 馬 単 �� 9，050円

ワ イ ド �� 1，250円 �� 2，100円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 11，740円 3 連 単 ��� 72，700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����� 292，330円

票 数

単勝票数 計10224996 的中 � 562932（7番人気）
複勝票数 計10795206 的中 � 742415（4番人気）� 1436247（3番人気）� 650375（5番人気）
枠連票数 計6115507 的中 （3－4） 185454（9番人気）
馬連票数 計25294951 的中 �� 523887（12番人気）
馬単票数 計9076006 的中 �� 75140（30番人気）
ワイド票数 計18624227 的中 �� 406988（12番人気）�� 237870（24番人気）�� 464737（6番人気）
3連複票数 計50028032 的中 ��� 319588（33番人気）
3連単票数 計63622943 的中 ��� 63446（213番人気）
5重勝票数 計7299925 的中 ����� 1748

ハロンタイム 12．4―10．8―11．4―12．2―12．0―11．1―11．5―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．2―34．6―46．8―58．8―1：09．9―1：21．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スターズオンアース �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Smart Strike デビュー 2021．8．1 新潟2着

2019．2．27生 牝3黒鹿 母 サザンスターズ 母母 Stacelita 6戦2勝 賞金 198，353，000円
〔制裁〕 ピンハイ号の騎手高倉稜は，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50，000円。（被害馬：4番・8番・3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） 4頭 アリシアン号・カランセ号・グランスラムアスク号・ビジン号
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりスターズオンアース号・ウォーターナビレラ号・ナムラクレア号・サークルオブライフ号・ピンハイ号は，
優駿牝馬（GⅠ）競走に優先出走できる。

09072 4月10日 晴 良 （4阪神2） 第6日 第12競走 ��
��1，800�

う め だ

梅田ステークス
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
1：48．5
1：47．6

重
重

12 ゴールドレガシー 牡4栗 57 岩田 望来�G1レーシング 平田 修 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 480－141：52．1 6．4�

510 クリノドラゴン 牡4栗 57 武 豊栗本 博晴氏 大橋 勇樹 日高 宝寄山 拓樹 486＋ 61：52．2クビ 9．3�
815 キタノインディ 牡4鹿 57 小牧 太北所 直人氏 吉田 直弘 日高 シンボリ牧場 478－ 21：52．41� 37．3�
35 ロッキーサンダー 牡5鹿 57 幸 英明原田 豊氏 石橋 守 浦河 杵臼牧場 478－ 2 〃 ハナ 6．2�
713	 ヴォワドアンジェ 牝4黒鹿55 横山 武史前田 幸治氏 中竹 和也 米 Three Chim-

neys Farm, LLC 452－ 21：52．82
 4．7�
24 アベックフォルス 牡5鹿 57 戸崎 圭太田中 義明氏 加藤士津八 浦河 笠松牧場 482± 01：52．9
 41．6	
23 フォルテデイマルミ 牡4黒鹿57 C．ルメール 金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 安平 追分ファーム 482－ 81：53．0
 8．4

714 ハンディーズピーク 牡4鹿 57 坂井 瑠星前田 幸治氏 大久保龍志 新冠 株式会社

ノースヒルズ B514± 0 〃 ハナ 14．3�
59 ダノンロイヤル 牡7鹿 57 小沢 大仁�ダノックス 千田 輝彦 日高 下河辺牧場 546－ 61：53．1クビ 126．5�
611 ウインダークローズ 牡5青鹿57 和田 竜二�ウイン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム B500－ 21：53．2
 112．1
11 モダスオペランディ 牡6鹿 57 国分 恭介ゴドルフィン 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 526± 01：53．3
 10．6�
47 ホッコーライデン 牡8黒鹿57 松田 大作北幸商事� 松永 康利 日高 川端 正博 B526－ 41：53．62 49．7�
36 キーフラッシュ 牡7栗 57 亀田 温心北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 浜口牧場 486－ 8 〃 クビ 36．5�
816 ダ ッ チ マ ン �5青鹿57 松若 風馬小田切 光氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 464＋ 41：53．8� 42．5�
612 サトノロイヤル 牡4鹿 57 浜中 俊 �サトミホースカンパニー 南井 克巳 浦河 高昭牧場 B518＋ 61：54．12 5．9�
48 サンライズシェリー 牡5鹿 57 富田 暁松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 ヤナガワ牧場 486＋ 41：54．2
 33．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 154，485，000円 複勝： 226，755，000円 枠連： 67，346，400円
馬連： 327，025，000円 馬単： 112，212，900円 ワイド： 297，792，700円
3連複： 559，563，100円 3連単： 596，117，100円 計： 2，341，297，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 260円 � 300円 � 790円 枠 連（1－5） 2，020円

馬 連 �� 3，210円 馬 単 �� 5，660円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 4，060円 �� 3，980円

3 連 複 ��� 37，300円 3 連 単 ��� 166，160円

票 数

単勝票数 計1544850 的中 � 192010（4番人気）
複勝票数 計2267550 的中 � 255944（3番人気）� 208857（5番人気）� 64935（10番人気）
枠連票数 計 673464 的中 （1－5） 25721（9番人気）
馬連票数 計3270250 的中 �� 78941（14番人気）
馬単票数 計1122129 的中 �� 14863（24番人気）
ワイド票数 計2977927 的中 �� 67730（12番人気）�� 18607（43番人気）�� 19009（41番人気）
3連複票数 計5595631 的中 ��� 11249（123番人気）
3連単票数 計5961171 的中 ��� 2601（505番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―13．3―12．7―12．8―12．3―11．9―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―37．2―49．9―1：02．7―1：15．0―1：26．9―1：39．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゴールドレガシー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Unusual Heat デビュー 2020．8．22 新潟1着

2018．2．5生 牡4栗 母 ベルエアシズル 母母 Bel Air Belle 11戦4勝 賞金 56，425，000円
〔制裁〕 キーフラッシュ号の騎手亀田温心は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて過怠金

10，000円。（被害馬：12番・8番）
〔その他〕 ハンディーズピーク号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ハンディーズピーク号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年5月10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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 エンスージアズム号・コパノリッチマン号
（非抽選馬） 4頭 チェルアルコ号・ナリタフォルテ号・フィニステール号・リバプールタウン号

５レース目



（4阪神2）第6日 4月10日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 166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

484，980，000円
8，210，000円
35，060，000円
40，960，000円
63，610，000円
73，270，000円
5，231，000円
1，593，600円

勝馬投票券売得金
1，705，914，800円
1，992，275，600円
817，681，400円
3，739，712，800円
1，404，645，900円
2，908，699，500円
6，861，899，600円
8，653，822，700円
729，992，500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 28，814，644，800円

総入場人員 8，530名 （有料入場人員 7，984名）
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