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09097 4月23日 晴 良 （4阪神2） 第9日 第1競走 1，200�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
1：08．8
1：08．5

重
重

714 タカラマドンナ 牝3黒鹿54 川又 賢治佐藤 範夫氏 杉山 佳明 新ひだか 下屋敷牧場 B454± 01：12．2 13．1�
612 クインズジュピタ 牝3芦 54 藤岡 康太 �ケイアイスタリオン 新谷 功一 新冠 隆栄牧場 474－ 41：13．37 1．6�
816 ミルヒシュトラーセ 牝3栗 54 坂井 瑠星�G1レーシング 斉藤 崇史 千歳 社台ファーム 464± 01：13．51 9．0�
510 ラブリアージェ 牝3栗 54 池添 謙一 �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 458－ 21：13．71� 132．1�
611 マルモエキスパート 牝3鹿 54 富田 暁まるも組合 木原 一良 浦河 オカモトファーム 444＋ 2 〃 ハナ 5．8�
23 ベ ジ ェ サ 牝3鹿 54 秋山真一郎 �カナヤマホール

ディングス 飯田 祐史 新冠 協和牧場 480－ 41：13．8� 39．4	
11 タマモペアリング 牝3鹿 54

51 ▲角田 大河タマモ� 角田 晃一 新冠 対馬 正 454＋ 21：14．54 7．7

48 マーブルケイケー 牝3青鹿54 吉田 隼人下村 直氏 茶木 太樹 新ひだか 三石川上牧場 468－ 81：14．6� 17．4�
36 ステラナトゥーラ 牝3鹿 54

51 ▲川端 海翼�髙昭牧場 中竹 和也 浦河 高昭牧場 428－ 81：14．7� 463．1
59 クイーンイレブン 牝3黒鹿54 森 裕太朗吉野加壽代氏 藤沢 則雄 日高 沖田牧場 478＋ 6 〃 アタマ 511．0�
12 コイビトミサキ 牝3栗 54 酒井 学三宅 勝俊氏 飯田 雄三 新ひだか グランド牧場 428 ―1：14．8� 251．4�
713 ア ク ア ヒ ナ 牝3黒鹿 54

50 ★今村 聖奈フィールドレーシング 新谷 功一 新冠 松浦牧場 488± 01：14．9� 110．3�
47 メイショウコドマリ 牝3栗 54

52 △小沢 大仁松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 林 孝輝 484± 01：15．0� 165．5�
815 バ リ オ ー レ 牝3鹿 54 岩田 望来 �社台レースホース上村 洋行 千歳 社台ファーム 442 ―1：15．21 33．2�
35 ソルベローズ 牝3栗 54 和田 竜二西森 功氏 吉田 直弘 新冠 村上牧場 512 ―1：15．94 209．2�
24 カ ラ ウ ヌ 牝3鹿 54 小崎 綾也 �ニッシンホール

ディングス 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 438－ 2 〃 アタマ 130．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 42，030，800円 複勝： 72，441，400円 枠連： 12，705，500円
馬連： 57，068，300円 馬単： 28，279，200円 ワイド： 52，887，500円
3連複： 86，663，300円 3連単： 100，053，400円 計： 452，129，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，310円 複 勝 � 220円 � 110円 � 210円 枠 連（6－7） 760円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 2，970円

ワ イ ド �� 370円 �� 1，450円 �� 370円

3 連 複 ��� 2，320円 3 連 単 ��� 22，550円

票 数

単勝票数 計 420308 的中 � 25608（5番人気）
複勝票数 計 724414 的中 � 52698（5番人気）� 340074（1番人気）� 53938（4番人気）
枠連票数 計 127055 的中 （6－7） 12824（5番人気）
馬連票数 計 570683 的中 �� 42165（5番人気）
馬単票数 計 282792 的中 �� 7137（10番人気）
ワイド票数 計 528875 的中 �� 38566（3番人気）�� 8335（16番人気）�� 38222（4番人気）
3連複票数 計 866633 的中 ��� 27984（7番人気）
3連単票数 計1000534 的中 ��� 3216（73番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―12．1―12．7―12．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―35．3―48．0―1：00．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F36．9
3 16，10（1，14）11，8（6，13）12，4（7，15）（2，3）9＝5 4 ・（16，10）14（1，11）（8，13）（6，12）（15，3）7（4，2，9）＝5

勝馬の
紹 介

タカラマドンナ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2022．1．15 中京12着

2019．5．26生 牝3黒鹿 母 ディアマンティナ 母母 Yousefia 3戦1勝 賞金 5，980，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
※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） 1頭 シャイニーロッサ号
（非抽選馬） 1頭 メイショウベレー号

09098 4月23日 晴 良 （4阪神2） 第9日 第2競走 1，800�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
1：48．5
1：47．6

重
重

68 ソ ク ラ テ ス 牡3鹿 56 松山 弘平近藤 英子氏 音無 秀孝 洞�湖 レイクヴィラファーム 496＋ 81：53．7 5．7�
67 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 470＋ 41：53．91� 1．3�
11 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 446－ 21：54．0� 4．0�
710 ディープギルドン 牡3鹿 56

53 ▲角田 大河深見 敏男氏 本田 優 新ひだか 下屋敷牧場 514± 01：56．1大差 25．3�
55 シ ゲ ル ブ リ 牡3鹿 56

52 ★今村 聖奈森中 蕃氏 大橋 勇樹 日高 日高大洋牧場 410－101：56．74 135．3�
79 オリエンタルキング 牡3黒鹿56 高倉 稜 �京都ホースレーシング 杉山 晴紀 新冠 イワミ牧場 514 ―1：56．9� 64．2	
56 ニホンピロナッシュ 牡3鹿 56 小牧 太小林百太郎氏 畑端 省吾 新ひだか 佐竹 学 510＋121：57．0� 189．3

33 エムズジャガー 牡3黒鹿56 幸 英明柴田実千代氏 北出 成人 浦河 桑田牧場 482± 01：57．1� 353．0�
812 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 482＋ 21：57．2クビ 103．0�
811 アスカノツバサ 牡3鹿 56 国分 恭介豊田 智郎氏 川村 禎彦 むかわ 上水牧場 B482± 01：57．3� 86．8
44 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 502－ 41：57．72� 336．0�
22 キーフィールド 牡3栗 56 藤岡 康太北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 中本牧場 496－ 41：58．87 409．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 39，060，000円 複勝： 99，940，700円 枠連： 9，387，200円
馬連： 38，469，800円 馬単： 28，539，400円 ワイド： 36，570，300円
3連複： 66，301，900円 3連単： 138，286，300円 計： 456，555，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 120円 � 100円 � 100円 枠 連（6－6） 410円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 1，040円

ワ イ ド �� 160円 �� 210円 �� 110円

3 連 複 ��� 230円 3 連 単 ��� 2，020円

票 数

単勝票数 計 390600 的中 � 54188（3番人気）
複勝票数 計 999407 的中 � 48671（3番人気）� 750914（1番人気）� 121343（2番人気）
枠連票数 計 93872 的中 （6－6） 17335（2番人気）
馬連票数 計 384698 的中 �� 70269（2番人気）
馬単票数 計 285394 的中 �� 20395（4番人気）
ワイド票数 計 365703 的中 �� 44547（2番人気）�� 29949（3番人気）�� 132499（1番人気）
3連複票数 計 663019 的中 ��� 213444（1番人気）
3連単票数 計1382863 的中 ��� 49506（5番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―13．5―12．9―12．8―12．7―12．6―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．7―38．2―51．1―1：03．9―1：16．6―1：29．2―1：41．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ソ ク ラ テ ス �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2021．9．19 中京4着

2019．4．18生 牡3鹿 母 ブルーダイアモンド 母母 グレースアドマイヤ 5戦1勝 賞金 6，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キーフィールド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年5月23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〕 シゲルマグロ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年6月23日まで平地競走に出走できな

い。
※シゲルブリ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

第２回 阪神競馬 第９日



09099 4月23日 晴 良 （4阪神2） 第9日 第3競走 1，200�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
1：08．8
1：08．5

重
重

48 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 476＋ 21：13．2 1．5�
59 シグルドリーヴァ 牝3黒鹿54 幸 英明�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 448± 01：13．83� 25．3�
816 ダブルブレンド 牝3栗 54 小崎 綾也�酒井牧場 西村 真幸 浦河 酒井牧場 398－ 8 〃 ハナ 94．6�
510 アスターモノゴン 牡3黒鹿56 吉田 隼人加藤 久枝氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 458＋ 41：14．22� 6．2�
12 シゲルカンガルー 牡3鹿 56 高倉 稜森中 蕃氏 藤沢 則雄 浦河 三好牧場 B484＋ 4 〃 アタマ 222．3	
11 バンクロール 牡3鹿 56 田中 健�畠山牧場 田中 克典 新ひだか 畠山牧場 B454＋ 2 〃 クビ 20．4

47 テーオーモンブラン 牝3青 54

50 ★今村 聖奈小笹 公也氏 笹田 和秀 日高 ヤナガワ牧場 426－ 41：14．3� 12．1�
35 メイショウナラシバ 牡3鹿 56

53 ▲角田 大河松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 上村 清志 432＋ 4 〃 アタマ 8．3�
815 ツヴァイシュテルネ 牡3黒鹿56 浜中 俊ライオンレースホース� 武 幸四郎 安平 追分ファーム 472－ 61：14．4� 18．9
23 オーシンアズキ 牡3芦 56 �島 良太大田 慎治氏 宮 徹 日高 門別牧場 468± 01：15．25 148．2�
611 アルムレジリエンス 牡3鹿 56 富田 暁﨑川美枝子氏 �島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 452－ 41：15．41� 896．2�
24 メイショウイモジ 牡3鹿 56 秋山真一郎松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 斉藤英牧場 446－ 41：15．61� 330．0�
713 オリンピッカー 牡3芦 56 岩田 望来青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 476－ 21：15．7クビ 33．7�
612 ツ ー ボ ン ド 牝3鹿 54 藤岡 康太大野 照旺氏 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 422± 01：16．01� 277．4�
714 カネトシマティーニ 牡3鹿 56 柴田 未崎兼松 昌男氏 畑端 省吾 新冠 武田 寛治 B430＋ 21：16．63� 463．8�
36 ジ ュ ー ス 牝3栗 54 池添 謙一 Him Rock Racing

ホールディングス� 加用 正 日高 タバタファーム 414－ 41：17．45 49．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 42，907，400円 複勝： 61，536，600円 枠連： 11，457，800円
馬連： 51，826，900円 馬単： 26，100，700円 ワイド： 48，226，300円
3連複： 81，851，300円 3連単： 97，453，000円 計： 421，360，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 400円 � 990円 枠 連（4－5） 410円

馬 連 �� 1，870円 馬 単 �� 2，920円

ワ イ ド �� 710円 �� 1，200円 �� 9，190円

3 連 複 ��� 18，050円 3 連 単 ��� 69，330円

票 数

単勝票数 計 429074 的中 � 227702（1番人気）
複勝票数 計 615366 的中 � 255197（1番人気）� 26399（7番人気）� 9443（10番人気）
枠連票数 計 114578 的中 （4－5） 21482（1番人気）
馬連票数 計 518269 的中 �� 21461（7番人気）
馬単票数 計 261007 的中 �� 6682（10番人気）
ワイド票数 計 482263 的中 �� 18378（7番人気）�� 10378（11番人気）�� 1282（54番人気）
3連複票数 計 818513 的中 ��� 3400（51番人気）
3連単票数 計 974530 的中 ��� 1019（194番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―11．7―12．4―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．9―35．6―48．0―1：00．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グ ラ ン デ �
�
父 ディスクリートキャット �

�
母父 デュランダル デビュー 2021．6．20 阪神5着

2019．4．29生 牡3栗 母 ムーンダスト 母母 ミスグローリー 9戦1勝 賞金 19，257，000円
〔発走状況〕 オーシンアズキ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ジュース号の騎手池添謙一は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：5番・4番）

シゲルカンガルー号の騎手高倉稜は，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：12番・3番・6番）
〔その他〕 ジュース号は，最後の直線コースで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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） 5頭 ウイングブラボー号・カフジペンタゴン号・スナークユウマ号・タマモカラボス号・フラミンゴマリーナ号
（非抽選馬） 1頭 ブルーノート号

09100 4月23日 晴 良 （4阪神2） 第9日 第4競走 ��2，000�3歳未勝利
発走11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
2：01．0
2：01．0

不良
不良

33 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± 02：07．7 3．8�
55 シ ャ ン バ ラ 牡3黒鹿56 川田 将雅�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 496＋ 22：07．8� 1．2�
44 ショウサンキズナ 牡3鹿 56

54 △小沢 大仁鈴木 昭和氏 松下 武士 日高 モリナガファーム 518＋ 42：09．410 32．7�
66 ナムラハルク 牡3鹿 56 酒井 学奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 日高 いとう牧場 492－ 42：09．82� 141．8�
11 ベネフィック 牡3栗 56 坂井 瑠星金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム B508－26 〃 アタマ 15．5�
810 メイショウヨウホウ 牡3黒鹿 56

52 ★今村 聖奈松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 446－ 42：11．39 139．1	
78 テーオーコンドル �3青鹿56 �島 良太小笹 公也氏 宮 徹 千歳 社台ファーム 466－ 42：11．83 11．9

22 ワールドパレス 牡3鹿 56 小牧 太小林 量氏 服部 利之 安平 ゼットステーブル 448＋ 22：12．12 202．8�
77 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 484－ 2 〃 ハナ 199．8�
89 スマイルアプローズ 牡3黒鹿56 森 裕太朗 キャロットファーム 橋田 満 安平 ノーザンファーム B456－ 42：12．84 173．3�

（10頭）

売 得 金
単勝： 32，932，600円 複勝： 93，242，500円 枠連： 8，109，100円
馬連： 36，255，200円 馬単： 33，621，700円 ワイド： 44，253，000円
3連複： 56，424，000円 3連単： 159，332，200円 計： 464，170，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 100円 � 100円 � 160円 枠 連（3－5） 130円

馬 連 �� 150円 馬 単 �� 560円

ワ イ ド �� 110円 �� 320円 �� 250円

3 連 複 ��� 390円 3 連 単 ��� 2，070円

票 数

単勝票数 計 329326 的中 � 67990（2番人気）
複勝票数 計 932425 的中 � 117370（2番人気）� 705608（1番人気）� 26338（5番人気）
枠連票数 計 81091 的中 （3－5） 47108（1番人気）
馬連票数 計 362552 的中 �� 182307（1番人気）
馬単票数 計 336217 的中 �� 44300（2番人気）
ワイド票数 計 442530 的中 �� 235513（1番人気）�� 17507（5番人気）�� 23704（4番人気）
3連複票数 計 564240 的中 ��� 107646（2番人気）
3連単票数 計1593322 的中 ��� 55572（5番人気）

ハロンタイム 13．0―11．4―12．4―14．2―13．4―13．2―13．1―12．5―12．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．4―36．8―51．0―1：04．4―1：17．6―1：30．7―1：43．2―1：55．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハ イ エ ン ド �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2022．3．21 中山17着

2019．4．17生 牡3鹿 母 マザーズデイ 母母 ネ ガ ノ 3戦1勝 賞金 7，300，000円



09101 4月23日 晴 良 （4阪神2） 第9日 第5競走 ��1，400�3歳未勝利
発走12時20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 ハギノモーリス 牡3鹿 56 池添 謙一日隈 良江氏 高野 友和 新冠 株式会社
ノースヒルズ 472＋ 21：20．9 1．5�

12 マヒナライズ 牝3鹿 54 吉田 隼人吉田 勝己氏 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 412－ 41：21．75 9．0�
24 ミッキーチャレンジ 牡3鹿 56 岩田 望来野田みづき氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 484 ―1：21．8クビ 59．4�
35 スターザサンライズ 牝3芦 54 坂井 瑠星�ライフハウス 安田 隆行 日高 下河辺牧場 448 ―1：22．22� 16．5�
47 ミスボニータ 牝3青 54 浜中 俊 �スリーエイチレーシング 四位 洋文 千歳 社台ファーム 446－ 2 〃 クビ 9．2�
23 ストームサージ �3青鹿56 秋山真一郎ゴドルフィン 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478＋ 4 〃 ハナ 400．7	
611 シャウビンダー 牝3栗 54 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 日高 日高大洋牧場 398－ 61：22．3アタマ 9．0

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 458－ 4 〃 クビ 38．3�
36 ミ ロ ワ ー ル 牝3鹿 54 松山 弘平合同会社雅苑興業 池添 学 新冠 新冠橋本牧場 442＋ 21：22．4� 12．0�
713 バクシンフォワード 牡3鹿 56 和田 竜二杉山 忠国氏 清水 久詞 新ひだか 明治牧場 472 ―1：22．71� 269．0

（イグニス）

816 ケイアイセナ 牡3鹿 56 富田 暁亀田 和弘氏 平田 修 新冠 隆栄牧場 474－ 4 〃 クビ 69．3�
510 アイドゥーテーラー 牝3黒鹿 54

51 ▲角田 大河中西 浩一氏 石橋 守 平取 清水牧場 424＋101：22．8� 347．9�
612 ニャンチンノン 牡3栗 56

52 ★今村 聖奈加藤 誠氏 中竹 和也 浦河 藤春 修二 450± 01：22．9� 247．7�
48 ヤマカツオードリー 牝3栗 54 国分 恭介山田 和夫氏 高橋 康之 新ひだか 岡田牧場 454－101：23．0� 585．8�
818 ブレスバイルーラー 牡3鹿 56 酒井 学 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 杵臼牧場 514－101：23．42� 41．2�
715 クリノガイア 牝3栗 54 国分 優作栗本 博晴氏 大根田裕之 新冠 秋田牧場 412－ 61：23．82� 413．2�
714 ミスルーマー 牝3鹿 54

52 △小沢 大仁 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 宮 徹 新ひだか 岡田牧場 414＋ 21：23．9� 620．7�

817 リ ゴ レ ッ ト 牝3鹿 54 幸 英明 �キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム B428＋ 21：24．0� 58．7�
（18頭）

売 得 金
単勝： 48，189，500円 複勝： 92，800，500円 枠連： 15，803，700円
馬連： 59，343，000円 馬単： 32，086，500円 ワイド： 58，702，400円
3連複： 93，452，200円 3連単： 118，065，600円 計： 518，443，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 210円 � 930円 枠 連（1－1） 510円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 710円

ワ イ ド �� 280円 �� 1，410円 �� 4，010円

3 連 複 ��� 5，680円 3 連 単 ��� 12，790円

票 数

単勝票数 計 481895 的中 � 254379（1番人気）
複勝票数 計 928005 的中 � 528150（1番人気）� 65650（3番人気）� 10075（11番人気）
枠連票数 計 158037 的中 （1－1） 23873（2番人気）
馬連票数 計 593430 的中 �� 85224（1番人気）
馬単票数 計 320865 的中 �� 33834（1番人気）
ワイド票数 計 587024 的中 �� 63235（1番人気）�� 9874（17番人気）�� 3346（33番人気）
3連複票数 計 934522 的中 ��� 12328（17番人気）
3連単票数 計1180656 的中 ��� 6688（34番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．7―34．1―46．3―58．2―1：09．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハギノモーリス �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 タートルボウル デビュー 2021．6．12 東京2着

2019．4．15生 牡3鹿 母 ハギノエスカーダ 母母 ルミナスグルーヴ 5戦1勝 賞金 13，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リゴレット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年5月23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 アスクビギンアゲン号・バトルシャイニング号・ハルカナネガイ号

09102 4月23日 晴 良 （4阪神2） 第9日 第6競走 1，800�3歳1勝クラス
発走12時55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

815 ヴォルゴグラード 牡3鹿 56 藤岡 康太 �サンデーレーシング 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム B500－ 61：53．2 17．1�
35 ト ウ セ ツ 牡3芦 56 幸 英明中辻 明氏 杉山 佳明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478－ 4 〃 ハナ 4．6�
11 メイショウユズルハ 牡3鹿 56 岩田 望来松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 480－ 41：53．3アタマ 2．8�
814 パーティーベル 牡3鹿 56 富田 暁原 �子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 462＋ 41：53．41 7．4�
46 プリモスペランツァ 牡3栗 56

53 ▲角田 大河伊藤 篤氏 中竹 和也 新冠 オリエント牧場 482± 01：53．71� 11．8�
58 ビヨンドザファザー 牡3鹿 56 浜中 俊 	スリーエイチレーシング 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 504± 0 〃 ハナ 5．3

47 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 484＋ 2 〃 ハナ 125．0�
34 エメヴィベール 牡3芦 56 坂井 瑠星ライオンレースホース	 吉岡 辰弥 千歳 社台ファーム 558－ 21：54．55 18．5�
23 シュプリンガー 牡3青 56 池添 謙一ライオンレースホース	 松下 武士 千歳 社台ファーム 490－101：54．7� 48．0
712 タマモエース 牡3栗 56 国分 恭介タマモ	 川村 禎彦 浦河 北光牧場 464－ 21：55．02 12．1�
610 サヨノトレイダー 牝3鹿 54 高倉 稜吉岡 泰治氏 松永 昌博 森 笹川大晃牧場 428± 01：55．1� 402．0�
713 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± 01：55．31� 76．8�
611 アキュートガール 牝3鹿 54

51 ▲川端 海翼山口 敦広氏 高橋 義忠 新ひだか 城地牧場 446－ 61：56．68 184．2�
59 アンノウンウォリア 牡3黒鹿56 和田 竜二�田 昌久氏 平田 修 新冠 新冠橋本牧場 466－ 21：57．13 41．6�
22 ワ ガ ン セ 牡3芦 56

54 △小沢 大仁�辻牧場 西村 真幸 浦河 辻 牧場 B444－ 21：57．63 117．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 39，200，900円 複勝： 63，098，000円 枠連： 14，097，100円
馬連： 66，900，700円 馬単： 27，108，200円 ワイド： 64，423，200円
3連複： 105，660，800円 3連単： 104，134，000円 計： 484，622，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，710円 複 勝 � 380円 � 170円 � 140円 枠 連（3－8） 880円

馬 連 �� 5，090円 馬 単 �� 10，930円

ワ イ ド �� 1，560円 �� 1，060円 �� 330円

3 連 複 ��� 3，860円 3 連 単 ��� 42，240円

票 数

単勝票数 計 392009 的中 � 18305（7番人気）
複勝票数 計 630980 的中 � 31529（8番人気）� 104186（2番人気）� 137031（1番人気）
枠連票数 計 140971 的中 （3－8） 12387（3番人気）
馬連票数 計 669007 的中 �� 10173（19番人気）
馬単票数 計 271082 的中 �� 1859（42番人気）
ワイド票数 計 644232 的中 �� 9786（21番人気）�� 14694（14番人気）�� 56873（1番人気）
3連複票数 計1056608 的中 ��� 20513（11番人気）
3連単票数 計1041340 的中 ��� 1787（148番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―13．2―12．6―12．5―12．8―12．9―12．8―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．5―36．7―49．3―1：01．8―1：14．6―1：27．5―1：40．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴォルゴグラード �
�
父 リアルインパクト �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2021．11．20 阪神2着

2019．3．9生 牡3鹿 母 マトリョーシカ 母母 アイスドール 5戦2勝 賞金 16，800，000円
〔制裁〕 アキュートガール号の騎手川端海翼は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番）

トウセツ号の騎手幸英明は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：2番）



09103 4月23日 晴 良 （4阪神2） 第9日 第7競走 ��2，000�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
2：01．0
2：01．0

不良
不良

22 サンライズゴラッソ 牡4鹿 57 富田 暁松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 B512± 02：08．3 2．0�
55 � ナスノコウラン 牡6鹿 57 幸 英明�須野牧場 矢野 英一 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 B520－ 42：08．62 8．8�
88 レンツシュピッツェ 牡4栗 57 岩田 望来�ラ・メール 寺島 良 千歳 社台ファーム 480－102：08．7� 4．2�
89 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 476－ 22：08．8アタマ 5．2�
44 キタサンシンドー 牝4黒鹿 55

53 △小沢 大仁	大野商事 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 468－ 4 〃 クビ 30．8

11 サイモンメガライズ 牡4鹿 57 池添 謙一澤田 昭紀氏 小林 真也 日高 ヤナガワ牧場 506＋ 22：09．65 7．7�
66 マイネルエンカント 牡5黒鹿57 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 天間 昭一 新冠 ビッグレッドファーム 460－ 22：09．8� 66．1�
33 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 500＋ 6 〃 クビ 37．8
77 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± 02：10．12 130．9�
（9頭）

売 得 金
単勝： 33，781，100円 複勝： 36，081，200円 枠連： 8，433，000円
馬連： 42，979，900円 馬単： 23，593，400円 ワイド： 35，013，300円
3連複： 61，918，700円 3連単： 112，306，700円 計： 354，107，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 170円 � 130円 枠 連（2－5） 1，230円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 1，500円

ワ イ ド �� 310円 �� 240円 �� 480円

3 連 複 ��� 1，320円 3 連 単 ��� 5，660円

票 数

単勝票数 計 337811 的中 � 134745（1番人気）
複勝票数 計 360812 的中 � 124828（1番人気）� 37154（5番人気）� 61948（2番人気）
枠連票数 計 84330 的中 （2－5） 5276（6番人気）
馬連票数 計 429799 的中 �� 29200（5番人気）
馬単票数 計 235934 的中 �� 11734（6番人気）
ワイド票数 計 350133 的中 �� 29160（3番人気）�� 40896（2番人気）�� 16823（9番人気）
3連複票数 計 619187 的中 ��� 35000（5番人気）
3連単票数 計1123067 的中 ��� 14379（16番人気）

ハロンタイム 13．2―12．1―12．5―14．1―12．3―12．2―12．7―13．1―12．4―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―25．3―37．8―51．9―1：04．2―1：16．4―1：29．1―1：42．2―1：54．6

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
5，7（2，8）9，1，3－6－4
5（3，8）（2，7）4，9，6，1

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

勝馬の
紹 介

サンライズゴラッソ �
�
父 エピファネイア �

�
母父 Victory Gallop デビュー 2020．10．25 京都3着

2018．4．19生 牡4鹿 母 ケトルワンアップ 母母 Bugs Rabbit 11戦2勝 賞金 24，400，000円

09104 4月23日 晴 良 （4阪神2） 第9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

34 � ゼンノミチザネ 牡4鹿 57 吉田 隼人大迫久美子氏 武 幸四郎 新冠 村上 欽哉 454＋ 61：25．1 4．2�
610 セイイーグル �8鹿 57 川田 将雅 �吉澤ホールディングス 宮本 博 千歳 社台ファーム 452－ 8 〃 クビ 4．7�
11 ド ゥ ー ベ 牡5栗 57 松山 弘平 �サンデーレーシング 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム 512－101：25．52� 4．0�
59 メタモルフォーゼ 牝5鹿 55 坂井 瑠星�ノースヒルズ 渡辺 薫彦 新ひだか 土居牧場 454－ 2 〃 クビ 24．8�
47 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± 01：25．71 30．9	
58 � テーオーターナー �4鹿 57 川須 栄彦小笹 公也氏 奥村 豊 新冠 錦岡牧場 466± 01：25．91 33．7

815 マイネルグスタフ 牡4栗 57 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 506＋ 21：26．0クビ 21．6�
23 ミッキーマラン 牡7芦 57 酒井 学三木 久史氏 長谷川浩大 浦河 宮内牧場 B476－181：26．11 107．1�
35 � スマートブリーズ �4鹿 57

54 ▲角田 大河大川 徹氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 518± 01：26．3	 15．2
22 � キクノクライフ 牡4鹿 57 松田 大作菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 惣田 英幸 498± 0 〃 ハナ 60．3�
712� メイショウストーム �4鹿 57

55 △小沢 大仁松本 好�氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 462＋ 21：26．72� 13．3�
713 ルールシェーバー 牡5鹿 57 藤岡 康太儀賀 好子氏 北出 成人 青森 風ノ丘ファーム B462－141：26．91� 29．2�
611 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 454－ 41：27．11� 193．9�
46 コスミックエナジー 牝5栗 55

51 ★今村 聖奈吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム B476＋ 41：27．52 58．9�
814 ベリエドール 牡4栗 57 岩田 望来 �社台レースホース池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 546＋ 61：29．110 5．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 44，424，200円 複勝： 68，478，200円 枠連： 15，276，600円
馬連： 85，492，000円 馬単： 30，901，300円 ワイド： 75，026，700円
3連複： 124，662，500円 3連単： 132，103，600円 計： 576，365，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 140円 � 140円 � 140円 枠 連（3－6） 820円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 2，410円

ワ イ ド �� 430円 �� 430円 �� 320円

3 連 複 ��� 1，300円 3 連 単 ��� 8，830円

票 数

単勝票数 計 444242 的中 � 84419（2番人気）
複勝票数 計 684782 的中 � 121851（3番人気）� 127350（1番人気）� 123588（2番人気）
枠連票数 計 152766 的中 （3－6） 14354（3番人気）
馬連票数 計 854920 的中 �� 57987（3番人気）
馬単票数 計 309013 的中 �� 9606（6番人気）
ワイド票数 計 750267 的中 �� 42988（3番人気）�� 43155（2番人気）�� 63747（1番人気）
3連複票数 計1246625 的中 ��� 71649（1番人気）
3連単票数 計1321036 的中 ��� 10843（8番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．3―12．1―12．6―12．6―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―22．9―34．2―46．3―58．9―1：11．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ゼンノミチザネ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Giant’s Causeway

2018．5．5生 牡4鹿 母 イーデンズコーズウェイ 母母 North Of Eden 10戦1勝 賞金 15，350，000円
初出走 JRA



09105 4月23日 曇 良 （4阪神2） 第9日 第9競走 ��
��1，800�あ や め 賞

発走14時25分 （芝・右・外）
3歳，1勝クラス；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，300，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，030，000円
付 加 賞 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．8

良
良

77 セイウンプラチナ 牡3鹿 56 幸 英明西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 �川 啓一 476－101：47．8 10．2�
55 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 460＋ 2 〃 クビ 1．5�
11 スマートオリーブ 牝3鹿 54 坂井 瑠星大川 徹氏 矢作 芳人 浦河 三嶋牧場 468－ 41：47．9� 3．6�
44 ルイナールカズマ 牡3黒鹿56 吉田 隼人合同会社雅苑興業 奥村 豊 浦河 高昭牧場 488－ 81：48．53� 7．6�
66 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 454＋ 21：48．81� 119．5�
33 ケイアイスペース 	3黒鹿56 岩田 望来 �ケイアイスタリオン 西村 真幸 浦河 高昭牧場 492－ 81：48．9クビ 16．2	
88 グッドグロウス 牡3鹿 56 国分 恭介宮川 純造氏 加用 正 新ひだか カタオカフアーム 462－ 6 〃 ハナ 37．3

22 マイトシップ 牡3鹿 56 森 裕太朗�出口牧場 橋田 満 日高 出口牧場 416－ 41：49．11
 127．1�

（8頭）

売 得 金
単勝： 37，386，100円 複勝： 95，221，200円 枠連： 発売なし
馬連： 57，229，500円 馬単： 37，958，300円 ワイド： 34，472，400円
3連複： 71，898，300円 3連単： 220，458，000円 計： 554，623，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，020円 複 勝 � 130円 � 100円 � 100円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 2，310円

ワ イ ド �� 210円 �� 270円 �� 120円

3 連 複 ��� 400円 3 連 単 ��� 5，810円

票 数

単勝票数 計 373861 的中 � 29158（4番人気）
複勝票数 計 952212 的中 � 44040（3番人気）� 679129（1番人気）� 135349（2番人気）
馬連票数 計 572295 的中 �� 70082（2番人気）
馬単票数 計 379583 的中 �� 12283（7番人気）
ワイド票数 計 344724 的中 �� 34314（3番人気）�� 24212（5番人気）�� 99171（1番人気）
3連複票数 計 718983 的中 ��� 133417（2番人気）
3連単票数 計2204580 的中 ��� 27471（22番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．2―36．1―48．8―1：01．3―1：13．6―1：25．0―1：36．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セイウンプラチナ 
�
父 ミッキーアイル 

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2021．6．26 札幌5着

2019．4．7生 牡3鹿 母 ゴールドグレース 母母 グレースウーマン 13戦2勝 賞金 23，140，000円
※出走取消馬 モンステラマオ号（疾病〔左前肢跛行〕のため）

09106 4月23日 曇 良 （4阪神2） 第9日 第10競走 ��
��1，600�

た ん ば

丹 波 特 別
発走15時00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 182，000円 52，000円 26，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．1
1：30．3

良
良

88 シャイニングフジ 牝4鹿 55 富田 暁林 進氏 笹田 和秀 新冠 協和牧場 490± 01：33．8 1．7�
33 ゲ バ ラ 牡6鹿 57 坂井 瑠星 �ニッシンホール

ディングス 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 480＋ 21：34．22� 6．9�
55 リュクスポケット 牡7栗 57 加藤 祥太田畑 憲士氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 522＋ 4 〃 アタマ 11．6�
44 ネバーゴーンアウト 	5青鹿57 池添 謙一岡田 牧雄氏 加藤 和宏 新ひだか 中田 英樹 478－ 8 〃 ハナ 74．0�
77 メイショウベッピン 牝5鹿 55 小沢 大仁松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 488＋ 21：34．62� 24．4�
11 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 B508－ 21：34．7� 4．4	
22 デルマセイシ 牝4青鹿55 和田 竜二浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 468－ 21：34．8
 5．8

66 リ ノ 牝5鹿 55 小崎 綾也�ノースヒルズ 寺島 良 新冠 株式会社

ノースヒルズ 452－ 21：35．12 85．1�
（8頭）

売 得 金
単勝： 44，971，200円 複勝： 74，942，100円 枠連： 発売なし
馬連： 68，122，600円 馬単： 39，532，200円 ワイド： 48，134，500円
3連複： 82，056，800円 3連単： 211，038，500円 計： 568，797，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 150円 � 210円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 800円

ワ イ ド �� 250円 �� 340円 �� 670円

3 連 複 ��� 1，340円 3 連 単 ��� 3，820円

票 数

単勝票数 計 449712 的中 � 201584（1番人気）
複勝票数 計 749421 的中 � 493603（1番人気）� 57660（4番人気）� 32216（5番人気）
馬連票数 計 681226 的中 �� 87645（3番人気）
馬単票数 計 395322 的中 �� 36748（3番人気）
ワイド票数 計 481345 的中 �� 53539（3番人気）�� 36778（4番人気）�� 16235（11番人気）
3連複票数 計 820568 的中 ��� 45663（6番人気）
3連単票数 計2110385 的中 ��� 39952（10番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―12．1―12．3―11．8―11．4―10．9―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．9―36．0―48．3―1：00．1―1：11．5―1：22．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シャイニングフジ �

父 ドゥラメンテ �


母父 キングヘイロー デビュー 2021．4．3 阪神8着

2018．3．12生 牝4鹿 母 ヘイローフジ 母母 ア サ カ フ ジ 11戦3勝 賞金 42，780，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



09107 4月23日 曇 良 （4阪神2） 第9日 第11競走 ��
��1，800�

な ん ば

難波ステークス
発走15時35分 （芝・右・外）
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 161，000円 46，000円 23，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．8

良
良

55 � サ タ ー ン 牡6鹿 57 岩田 望来石川 達絵氏 辻野 泰之 浦河 三嶋牧場 502＋121：44．7 10．3�
33 ヒルノダカール 牡6青鹿57 池添 謙一�ヒルノ 北出 成人 新冠 新冠橋本牧場 B510－ 41：44．8	 42．9�
44 ム ジ カ 牝5鹿 55 和田 竜二ケーエスHD 鈴木 孝志 新ひだか 前谷 武志 456＋ 41：45．11	 7．0�
22 アールドヴィーヴル 牝4鹿 55 松山 弘平近藤 英子氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 426－ 81：45．2
 2．3�
77 シャイニーロック 牡6鹿 57 幸 英明小林 昌志氏 佐々木晶三 平取 川向高橋育

成牧場 512－ 21：45．41� 31．1�
11 セファーラジエル 牡4鹿 57 坂井 瑠星 	サンデーレーシング 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム 524± 0 〃 ハナ 18．6

66 イズジョーノキセキ 牝5鹿 55 川田 将雅泉 一郎氏 石坂 公一 新ひだか 沖田 哲夫 466＋ 6 〃 ハナ 2．1�

（7頭）

売 得 金
単勝： 86，610，900円 複勝： 51，650，600円 枠連： 発売なし
馬連： 130，357，800円 馬単： 76，272，500円 ワイド： 71，908，900円
3連複： 160，047，900円 3連単： 436，347，200円 計： 1，013，195，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，030円 複 勝 � 440円 � 1，150円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 8，750円 馬 単 �� 16，260円

ワ イ ド �� 2，090円 �� 690円 �� 1，700円

3 連 複 ��� 11，180円 3 連 単 ��� 106，830円

票 数

単勝票数 計 866109 的中 � 67059（4番人気）
複勝票数 計 516506 的中 � 49180（4番人気）� 16773（7番人気）
馬連票数 計1303578 的中 �� 11542（19番人気）
馬単票数 計 762725 的中 �� 3517（33番人気）
ワイド票数 計 719089 的中 �� 8607（19番人気）�� 27913（7番人気）�� 10661（17番人気）
3連複票数 計1600479 的中 ��� 10732（28番人気）
3連単票数 計4363472 的中 ��� 2961（157番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―11．4―12．1―11．8―11．7―11．2―11．1―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．7―35．1―47．2―59．0―1：10．7―1：21．9―1：33．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F34．0
3 7－3（4，6）－5（2，1） 4 7，3（4，6）5（2，1）

勝馬の
紹 介

�サ タ ー ン �

父 ディープインパクト �


母父 Galileo

2016．3．24生 牡6鹿 母 シャンロッサ 母母 Palacoona 9戦3勝 賞金 60，078，000円
初出走 JRA

※ムジカ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

09108 4月23日 曇 良 （4阪神2） 第9日 第12競走 ��1，800�4歳以上2勝クラス
発走16時10分 （ダート・右）

負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 11，100，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，110，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

810� ジャスパードリーム 牡4栗 57 吉田 隼人加藤 和夫氏 森 秀行 米 G. Watts
Humphrey Jr. 536＋ 41：53．1 8．6�

11 ミッキーヌチバナ 牡4鹿 57 岩田 望来野田みづき氏 高橋 亮 安平 追分ファーム 534± 01：53．31� 4．4�
55 メイショウヨシテル 牡4黒鹿 57

55 △小沢 大仁松本 好�氏 池添 兼雄 浦河 高昭牧場 460± 01：53．4クビ 5．9�
77 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 522－ 81：53．61� 1．8�
78 クインズバジル 牝4鹿 55 酒井 学 �ケイアイスタリオン 梅田 智之 新冠 ハシモトフアーム 462－ 41：53．7クビ 80．9	
89 � 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± 01：54．23 184．7

44 エールブラーヴ 牡5黒鹿 57

54 ▲角田 大河佐伯由加理氏 橋口 慎介 新冠 中本 隆志 470－ 6 〃 クビ 8．9�
22 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 502－ 41：54．41 28．5�
33 サンバデジャネイロ 牝4黒鹿55 藤岡 康太幅田 京子氏 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 454－ 61：54．5	 142．9
66 エピキュール 牡5黒鹿57 坂井 瑠星江馬 由将氏 杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 532＋241：56．6大差 30．8�

（10頭）

売 得 金
単勝： 70，100，800円 複勝： 109，230，300円 枠連： 17，705，200円
馬連： 102，015，900円 馬単： 55，952，500円 ワイド： 75，647，700円
3連複： 145，399，000円 3連単： 300，317，000円 計： 876，368，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 360円 � 260円 � 270円 枠 連（1－8） 2，740円

馬 連 �� 1，990円 馬 単 �� 3，880円

ワ イ ド �� 630円 �� 620円 �� 390円

3 連 複 ��� 2，570円 3 連 単 ��� 14，810円

票 数

単勝票数 計 701008 的中 � 64615（4番人気）
複勝票数 計1092303 的中 � 74474（4番人気）� 112724（2番人気）� 107950（3番人気）
枠連票数 計 177052 的中 （1－8） 5003（8番人気）
馬連票数 計1020159 的中 �� 39560（7番人気）
馬単票数 計 559525 的中 �� 10798（13番人気）
ワイド票数 計 756477 的中 �� 29832（8番人気）�� 30508（7番人気）�� 51859（5番人気）
3連複票数 計1453990 的中 ��� 42402（10番人気）
3連単票数 計3003170 的中 ��� 14695（52番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―13．3―12．6―12．8―12．7―12．7―12．0―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―37．2―49．8―1：02．6―1：15．3―1：28．0―1：40．0

コーナー
通過順位

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

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

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 8戦3勝 賞金 24，630，000円
［他本会外：2戦0勝］

※クインズバジル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



（4阪神2）第9日 4月23日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 144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

197，480，000円
2，870，000円
25，100，000円
790，000円

22，530，000円
63，705，000円
3，960，000円
1，382，400円

勝馬投票券売得金
561，595，500円
918，663，300円
112，975，200円
796，061，600円
439，945，900円
645，266，200円
1，136，336，700円
2，129，895，500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
計 6，740，739，900円

総入場人員 3，933名 （有料入場人員 3，779名）
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