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04073 3月4日 晴 良 （5阪神1） 第7日 第1競走 ��1，400�3歳未勝利
発走9時50分 （ダート・右）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

11 ロンシャンクイーン 牝3栗 54 横山 典弘寺田 寿男氏 野中 賢二 安平 ノーザンファーム 420－ 21：26．3 1．5�
57 クリノクリスタル 牝3芦 54

51 ▲田口 貫太栗本 守氏 大橋 勇樹 日高 浜本牧場 448± 01：26．83 17．6�
68 ジオジーニー 牝3黒鹿54 西村 淳也小川眞査雄氏 辻野 泰之 新ひだか 下屋敷牧場 434－ 4 〃 ハナ 10．8�
812 オードリーバローズ 牝3芦 54 岩田 望来猪熊 広次氏 清水 久詞 新ひだか 服部 牧場 470－101：26．9� 4．0�
56 ミヤジレガリア 牝3鹿 54 和田 竜二曽我 司氏 鈴木 孝志 浦河 村中牧場 494－ 81：27．0クビ 11．8�
45 ヴィヴラガレット 牝3栗 54

51 ▲今村 聖奈橋場 勇二氏 宮 徹 日高 庄野牧場 434＋ 41：27．32 126．6�
44 キスオンザビーチ 牝3黒鹿54 �島 克駿吉田 千津氏 中村 直也 新ひだか 前田ファーム 468－ 21：27．61� 30．2	
710 ラ マ ジ 牝3鹿 54 北村 友一 Viridian Keiba Club 田中 克典 平取 株式会社

ASK STUD 430－ 2 〃 クビ 37．9

813 スナークメモリー 牝3鹿 54 小崎 綾也杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 432＋ 6 〃 ハナ 287．0�
711 サイモンブーケ 牝3栗 54

50 ★河原田菜々澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 494＋ 41：28．13 57．8�
22 マ ー レ イ ン 牝3栗 54 菱田 裕二今村 明浩氏 高橋 亮 浦河 大島牧場 474＋101：28．3� 41．2
33 カワカミエレガンス 牝3栗 54

50 ★永島まなみ �三石川上牧場 本田 優 新ひだか 三石川上牧場 410－ 81：29．04 122．2�
69 ブルーカノン 牝3栗 54

51 ▲鷲頭 虎太嶽﨑 元彦氏 西園 正都 浦河 桑田牧場 438＋ 41：29．42� 288．7�
（13頭）

売 得 金
単勝： 44，713，400円 複勝： 147，911，600円 枠連： 15，236，800円
馬連： 58，555，100円 馬単： 34，307，100円 ワイド： 73，130，600円
3連複： 104，725，700円 3連単： 138，391，900円 計： 616，972，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 260円 � 200円 枠 連（1－5） 410円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 1，110円

ワ イ ド �� 310円 �� 240円 �� 940円

3 連 複 ��� 1，460円 3 連 単 ��� 5，060円

票 数

単勝票数 計 447134 的中 � 232115（1番人気）
複勝票数 計1479116 的中 � 1075024（1番人気）� 43524（5番人気）� 62853（4番人気）
枠連票数 計 152368 的中 （1－5） 28258（2番人気）
馬連票数 計 585551 的中 �� 48456（4番人気）
馬単票数 計 343071 的中 �� 23057（5番人気）
ワイド票数 計 731306 的中 �� 61892（3番人気）�� 87732（2番人気）�� 16767（11番人気）
3連複票数 計1047257 的中 ��� 53769（3番人気）
3連単票数 計1383919 的中 ��� 19808（12番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．7―35．8―48．3―1：01．1―1：13．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．5―3F38．0
3 1（8，4）13，2，12（7，11）－6，9，5－10－3 4 1（8，4）13（2，12）7（6，11）－5（10，9）－3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ロンシャンクイーン �
�
父 ミッキーアイル �

�
母父 Noverre デビュー 2022．12．25 阪神10着

2020．4．20生 牝3栗 母 エ ノ ラ 母母 Enrica 3戦1勝 賞金 7，700，000円
〔制裁〕 サイモンブーケ号の騎手河原田菜 は々，3コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番）

04074 3月4日 晴 良 （5阪神1） 第7日 第2競走 ��
��2，000�3歳未勝利

発走10時20分 （ダート・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000円� コースレコード

中央レコード
2：01．0
2：01．0

不良
不良

711 レッドプロフェシー 牡3鹿 56 �島 克駿 �東京ホースレーシング 大久保龍志 日高 下河辺牧場 490－ 82：08．1 2．6�
813 ウォーターハウス 牡3黒鹿56 西村 淳也 �シルクレーシング 高野 友和 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B486－ 62：08．3� 16．3�
812 ホ ペ ロ ア 牡3黒鹿56 坂井 瑠星大塚 亮一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 508－142：08．51	 7．0�
33 ジョウショーパワー 牡3黒鹿56 幸 英明熊田 義孝氏 中尾 秀正 新冠 五丸農場 462－ 62：09．35 5．1�
57 フミヤングフェイス 牡3鹿 56 川田 将雅 STレーシング 新谷 功一 日高 ナカノファーム 506＋ 22：09．93	 3．6	
710
 シゲルソロソロ 牝3鹿 54 和田 翼森中 啓子氏 谷 潔 米

Kathryn Nikkel,
Old Dominion &
Sanford Robertson

460－ 42：10．21	 19．0

11 カルンウェナン 牡3黒鹿56 松山 弘平前田 幸治氏 角田 晃一 浦河 オカモトファーム 518－ 42：10．94 13．1�
22 スパーキングブルー 牡3鹿 56 酒井 学 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 牧田 和弥 新ひだか 岡田スタツド 492＋122：11．85 178．4�
44 ス テ ラ ー ト 牡3栗 56 水口 優也 �京都ホースレーシング 宮本 博 新ひだか 岡野牧場 B476－ 62：12．11	 161．8
69 ナムラダニー 牡3鹿 56 長岡 禎仁奈村 睦弘氏 杉山 佳明 新ひだか 八田ファーム 468－ 82：12．2	 195．8�
68 ファストバック 牡3芦 56

53 ▲田口 貫太合同会社小林英一
ホールディングス 須貝 尚介 日高 出口牧場 522－ 42：12．62	 19．3�

45 フォルテカヴァロ 牡3黒鹿 56
53 ▲川端 海翼猪又 晶介氏 石橋 守 浦河 三好牧場 474－ 22：13．23	 310．0�

56 エレンディル 牡3黒鹿56 森 裕太朗�ダイリン 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 514 ―2：16．1大差 149．2�
（13頭）

売 得 金
単勝： 42，862，500円 複勝： 58，441，100円 枠連： 12，679，700円
馬連： 63，959，100円 馬単： 29，191，800円 ワイド： 62，648，300円
3連複： 96，502，100円 3連単： 111，172，900円 計： 477，457，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 370円 � 190円 枠 連（7－8） 450円

馬 連 �� 2，940円 馬 単 �� 3，990円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 310円 �� 1，480円

3 連 複 ��� 3，620円 3 連 単 ��� 18，840円

票 数

単勝票数 計 428625 的中 � 127487（1番人気）
複勝票数 計 584411 的中 � 165140（1番人気）� 28351（8番人気）� 76084（3番人気）
枠連票数 計 126797 的中 （7－8） 21601（2番人気）
馬連票数 計 639591 的中 �� 16815（11番人気）
馬単票数 計 291918 的中 �� 5477（17番人気）
ワイド票数 計 626483 的中 �� 14291（15番人気）�� 58227（2番人気）�� 10001（20番人気）
3連複票数 計 965021 的中 ��� 19965（15番人気）
3連単票数 計1111729 的中 ��� 4276（68番人気）

ハロンタイム 13．0―11．5―12．1―14．3―13．2―13．3―12．8―12．4―12．3―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．5―36．6―50．9―1：04．1―1：17．4―1：30．2―1：42．6―1：54．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドプロフェシー �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2023．2．12 阪神2着

2020．1．17生 牡3鹿 母 トリニティプレイス 母母 カーラパワー 2戦1勝 賞金 8，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エレンディル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年4月4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〕 フォルテカヴァロ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和5年5月4日まで平地競走に出走でき

ない。

第１回 阪神競馬 第７日



04075 3月4日 晴 良 （5阪神1） 第7日 第3競走 ��1，400�3歳未勝利
発走10時50分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

36 キングオブザナイル 牡3鹿 56 柴山 雄一 Him Rock Racing
ホールディングス� 畑端 省吾 浦河 �川 啓一 492－ 41：26．7 3．7�

48 モカラエース 牡3鹿 56 古川 吉洋村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 454＋ 21：26．8� 4．9�
47 オーバーザドリーム 牡3鹿 56 坂井 瑠星槙 和美氏 清水 久詞 新冠 平山牧場 458 ―1：27．11� 11．0�
611 ダノンクロム 牡3栗 56 松山 弘平�ダノックス 音無 秀孝 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494－101：27．21 4．3�
23 ドミネートシチー 牡3鹿 56 国分 恭介 �友駿ホースクラブ 奥村 豊 浦河 富田牧場 468－ 21：27．94 31．3�
714 サンライズサラー 牡3黒鹿56 和田 竜二�ライフハウス 庄野 靖志 新冠 秋田牧場 462＋ 8 〃 クビ 7．2	
612 ココラフィネ 牝3鹿 54

50 ★河原田菜々 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 新ひだか 幌村牧場 446－ 61：28．0クビ 64．7

24 ニホンピログリット 牡3栗 56 城戸 義政小林 英一氏 安達 昭夫 新ひだか 佐竹 学 538－ 61：28．1クビ 73．7�
510 グリーンオーブ 牡3鹿 56 幸 英明中辻 明氏 杉山 佳明 浦河 バンブー牧場 468 ― 〃 アタマ 60．3�
12 クリノヒーロー 牡3栗 56 和田 翼栗本 博晴氏 谷 潔 新ひだか 折手牧場 482± 0 〃 ハナ 81．8
35 ルーヴェローチェ 牡3鹿 56

55 ☆小沢 大仁石瀬 浩三氏 川村 禎彦 新冠 村田牧場 498 ― 〃 アタマ 145．7�
816 フォーウィンド 牡3鹿 56

53 ▲今村 聖奈 �カナヤマホール
ディングス 高橋 亮 新ひだか 下屋敷牧場 472－ 61：28．2� 41．7�

11 ジョーシーゲル 牝3鹿 54 川須 栄彦上田江吏子氏 松下 武士 新ひだか 山際牧場 486＋ 81：28．41 8．6�
713 メイショウウナバラ 牡3栗 56 秋山真一郎松本 好雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田牧場 444－ 2 〃 ハナ 108．7�
59 スカイゲイザー 牡3鹿 56 �島 克駿 �シルクレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム B438－ 41：28．5� 33．2�
815 カブキチョウ 牡3栗 56 岩田 望来宮田 直也氏 浜田多実雄 新ひだか ヒサイファーム 466＋141：29．99 20．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，236，400円 複勝： 66，180，200円 枠連： 14，467，700円
馬連： 65，721，700円 馬単： 27，238，700円 ワイド： 76，255，600円
3連複： 114，622，900円 3連単： 102，761，700円 計： 508，484，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 140円 � 150円 � 340円 枠 連（3－4） 630円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，360円

ワ イ ド �� 350円 �� 860円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 2，810円 3 連 単 ��� 11，060円

票 数

単勝票数 計 412364 的中 � 87819（1番人気）
複勝票数 計 661802 的中 � 144399（1番人気）� 127625（2番人気）� 35366（6番人気）
枠連票数 計 144677 的中 （3－4） 17614（1番人気）
馬連票数 計 657217 的中 �� 64852（2番人気）
馬単票数 計 272387 的中 �� 15012（2番人気）
ワイド票数 計 762556 的中 �� 61619（2番人気）�� 21760（8番人気）�� 17600（10番人気）
3連複票数 計1146229 的中 ��� 30573（6番人気）
3連単票数 計1027617 的中 ��� 6732（15番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．7―35．5―48．0―1：01．0―1：13．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キングオブザナイル �
�
父 マインドユアビスケッツ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2022．7．30 札幌10着

2020．4．5生 牡3鹿 母 ヴ ェ ネ ー ノ 母母 カクテルハート 9戦1勝 賞金 11，520，000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） 2頭 エコログレイト号・ジューンスパーク号
（非抽選馬） 1頭 オーラビルス号

04076 3月4日 晴 良 （5阪神1） 第7日 第4競走 ��1，800�3歳未勝利
発走11時20分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

68 アウトレンジ 牡3鹿 56 横山 典弘寺田 寿男氏 大久保龍志 新冠 株式会社
ノースヒルズ 478－ 61：54．6 3．5�

56 リードブロー 牡3黒鹿56 藤岡 佑介 �シルクレーシング 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 526＋ 21：55．55 4．7�
811 タガノフリューゲル 牡3鹿 56 川田 将雅八木 良司氏 �島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 490＋ 41：56．03 2．1�
710 スナークドリアン 牡3鹿 56 和田 竜二杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 三石川上牧場 514－ 61：56．1クビ 12．7�
67 モズバンディット 牡3鹿 56 幸 英明 �キャピタル・システム 中尾 秀正 日高 株式会社

幾千世牧場 452± 01：56．63 8．5	
79 ランドティターン 牡3鹿 56 坂井 瑠星木村 昌三氏 安達 昭夫 新ひだか タガミファーム 480－ 81：57．02� 45．1

22 ブロードイメル �3栗 56 富田 暁ケーエスHD 武 英智 新ひだか 岡田牧場 438－ 21：57．1クビ 111．8�
44 サーキュレイト 牡3栗 56 岩田 望来�G1レーシング 藤原 英昭 安平 追分ファーム 494 ―1：58．27 22．6�
812 ファイナルソード 牡3鹿 56

53 ▲川端 海翼 �吉澤ホールディングス 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 482－10 〃 クビ 201．6
33 ピュアマークス 牡3黒鹿56 国分 優作�マークス 畑端 省吾 様似 清水スタッド 494＋ 41：58．3クビ 146．0�
11 ナムラレナード 牡3黒鹿 56

53 ▲田口 貫太奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 浦河 桑田 正己 426－ 21：59．89 323．7�
55 ロードフォーステル 牡3鹿 56 西村 淳也 �ロードホースクラブ 松下 武士 新ひだか ケイアイファーム B472＋ 42：01．7大差 108．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 52，288，400円 複勝： 62，157，500円 枠連： 12，130，800円
馬連： 62，091，400円 馬単： 32，274，800円 ワイド： 60，994，200円
3連複： 100，388，000円 3連単： 127，274，200円 計： 509，599，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 130円 � 140円 � 110円 枠 連（5－6） 560円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 1，750円

ワ イ ド �� 340円 �� 200円 �� 240円

3 連 複 ��� 510円 3 連 単 ��� 3，660円

票 数

単勝票数 計 522884 的中 � 116600（2番人気）
複勝票数 計 621575 的中 � 106089（2番人気）� 90791（3番人気）� 198652（1番人気）
枠連票数 計 121308 的中 （5－6） 16530（2番人気）
馬連票数 計 620914 的中 �� 56197（4番人気）
馬単票数 計 322748 的中 �� 13815（8番人気）
ワイド票数 計 609942 的中 �� 40514（5番人気）�� 84280（1番人気）�� 66261（2番人気）
3連複票数 計1003880 的中 ��� 145617（1番人気）
3連単票数 計1272742 的中 ��� 25196（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．4―37．9―50．8―1：03．9―1：17．1―1：30．2―1：42．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アウトレンジ �
�
父 レ ガ ー ロ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2022．11．12 阪神3着

2020．4．4生 牡3鹿 母 クイーンパイレーツ 母母 カリフォルニアネクター 3戦1勝 賞金 7，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナムラレナード号・ロードフォーステル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年

4月4日まで平地競走に出走できない。



04077 3月4日 晴 良 （5阪神1） 第7日 第5競走 ��
��1，600�3歳未勝利

発走12時10分 （芝・右・外）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000円� コースレコード

中央レコード
1：31．1
1：30．3

良
良

714 ダノンバビル 牡3黒鹿56 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 480＋ 41：35．0 1．6�
510 ワカタツフェイス 牝3青鹿54 西村 淳也 STレーシング 森田 直行 浦河 猿橋 義昭 452＋ 61：35．1� 12．3�
818 レッドルヴァンシュ 牡3黒鹿56 M．デムーロ �東京ホースレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 500 ―1：35．2クビ 23．3�
612 アオイコウキ 牡3鹿 56 坂井 瑠星新谷 幸義氏 矢作 芳人 新ひだか チャンピオンズファーム 468 ― 〃 アタマ 8．9�
817 リアリーホット 牝3鹿 54 横山 武史長谷川祐司氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 476－14 〃 クビ 18．1�
715� ユ ハ ン ヌ ス 牡3黒鹿56 松山 弘平ゴドルフィン 大久保龍志 英 Godolphin 466＋ 8 〃 アタマ 9．6	
35 ライジングホープ 牝3鹿 54 幸 英明 
キャロットファーム 松下 武士 安平 ノーザンファーム 422＋ 41：35．51� 26．7�
59 カナオールウェイズ 牡3鹿 56 藤岡 康太 C．フィプケ氏 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム B506＋121：35．6� 91．1�
48 レ ガ リ ア 牝3芦 54 北村 友一 �カナヤマホール

ディングス 田中 克典 新ひだか 前谷 武志 438＋ 21：35．7	 131．8
11 ホワイトキャンバス 牡3芦 56 川須 栄彦�フクキタル 小林 真也 新冠 パカパカ

ファーム 488＋12 〃 クビ 313．2�
816 アグネスシュウ 
3鹿 56 松田 大作渡辺公美子氏 宮本 博 浦河 高昭牧場 506－ 81：35．8クビ 143．3�
36 ダ ミ エ 牡3鹿 56 武 豊�キーファーズ 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 470－ 6 〃 クビ 9．3�
713 ステラポイント 牝3栗 54 松若 風馬ホシノレーシング 杉山 晴紀 新冠 新冠橋本牧場 442 ―1：36．01 56．8�
24 テネールスエルテ 牝3鹿 54

51 ▲今村 聖奈 
サンデーレーシング 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 392 ―1：36．63� 73．0�
611 リーチエミネンス 牝3黒鹿54 斎藤 新 
キャロットファーム 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 436 ― 〃 クビ 231．6�
47 � クリプティクコード 牡3鹿 56 岩田 望来�フクキタル 藤原 英昭 愛 Gerry Flannery

Developments Ltd 488 ―1：36．7� 77．3�
12 ブルースペース 牡3鹿 56 城戸 義政岡田甲子男氏 清水 久詞 浦河 村下 清志 468 ―1：37．01� 456．0�
23 キャッチローズ 牝3鹿 54 富田 暁中村 祐子氏 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム 420 ―1：37．1	 164．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 68，754，900円 複勝： 126，396，900円 枠連： 18，608，700円
馬連： 73，762，900円 馬単： 38，149，500円 ワイド： 85，644，700円
3連複： 119，943，400円 3連単： 139，587，900円 計： 670，848，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 250円 � 420円 枠 連（5－7） 800円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 1，310円

ワ イ ド �� 410円 �� 820円 �� 3，580円

3 連 複 ��� 5，410円 3 連 単 ��� 14，450円

票 数

単勝票数 計 687549 的中 � 343608（1番人気）
複勝票数 計1263969 的中 � 711703（1番人気）� 68386（4番人気）� 34353（8番人気）
枠連票数 計 186087 的中 （5－7） 17987（5番人気）
馬連票数 計 737629 的中 �� 61703（4番人気）
馬単票数 計 381495 的中 �� 21769（4番人気）
ワイド票数 計 856447 的中 �� 58327（4番人気）�� 26549（7番人気）�� 5644（32番人気）
3連複票数 計1199434 的中 ��� 16621（17番人気）
3連単票数 計1395879 的中 ��� 6999（39番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．8―35．9―48．3―1：00．4―1：11．8―1：22．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダノンバビル �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Sligo Bay デビュー 2022．10．15 阪神2着

2020．2．10生 牡3黒鹿 母 レキシールー 母母 Oneexcessivenite 3戦1勝 賞金 9，600，000円
〔発走状況〕 ステラポイント号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 アレプリュロアン号・ナムララン号・フェゲフォイア号

04078 3月4日 晴 良 （5阪神1） 第7日 第6競走 ��
��1，800�3歳1勝クラス

発走12時40分 （ダート・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

22 ベンダバリラビア 牡3栗 56
53 ▲今村 聖奈幅田 昌伸氏 寺島 良 日高 中前牧場 520－ 61：54．5 3．1�

66 ゴッドブルービー 牡3黒鹿56 武 豊中西 憲治氏 角田 晃一 新冠 芳住 鉄兵 466－121：54．71� 4．9�
55 ヨリノサファイヤ 牝3栗 54 松山 弘平辻子 依旦氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 502＋ 4 〃 ハナ 3．3�
33 メイショウモズ 牡3鹿 56 幸 英明松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 498＋ 21：55．12� 35．5�
89 ハギノサステナブル 牡3鹿 56 松若 風馬日隈 良江氏 高野 友和 新冠 株式会社

ノースヒルズ 456＋ 2 〃 ハナ 4．9�
810 ツークフォーゲル 牡3栗 56 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 530－ 21：55．31� 18．5	
78 ナチュラルリバー 牡3鹿 56 富田 暁吉田 晴哉氏 武 英智 安平 追分ファーム 474－ 21：55．51 15．7

11 サトノミスチーフ 牡3鹿 56 藤岡 佑介里見 治氏 平田 修 千歳 社台ファーム B478－ 81：55．6� 24．9�
77 マサハヤウォルズ 牡3栗 56 和田 竜二中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 464－ 21：55．7� 74．9�
44 バールデュヴァン 牡3鹿 56 	島 克駿 �グリーンファーム浜田多実雄 千歳 社台ファーム 516± 01：56．34 28．6

（10頭）

売 得 金
単勝： 55，845，600円 複勝： 72，730，700円 枠連： 9，701，600円
馬連： 68，931，400円 馬単： 32，984，800円 ワイド： 75，582，200円
3連複： 110，281，600円 3連単： 146，888，200円 計： 572，946，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 130円 � 160円 � 130円 枠 連（2－6） 770円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，410円

ワ イ ド �� 330円 �� 260円 �� 430円

3 連 複 ��� 1，100円 3 連 単 ��� 4，920円

票 数

単勝票数 計 558456 的中 � 140339（1番人気）
複勝票数 計 727307 的中 � 163655（1番人気）� 102255（4番人気）� 142537（2番人気）
枠連票数 計 97016 的中 （2－6） 9730（3番人気）
馬連票数 計 689314 的中 �� 67224（3番人気）
馬単票数 計 329848 的中 �� 17531（5番人気）
ワイド票数 計 755822 的中 �� 58960（4番人気）�� 78018（2番人気）�� 41653（6番人気）
3連複票数 計1102816 的中 ��� 74541（3番人気）
3連単票数 計1468882 的中 ��� 21623（10番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―13．1―13．3―13．0―12．9―12．7―12．5―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．9―37．0―50．3―1：03．3―1：16．2―1：28．9―1：41．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ベンダバリラビア �
�
父 アジアエクスプレス �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2022．12．17 中京1着

2020．4．1生 牡3栗 母 エーシンラクーン 母母 エイシンルーデンス 3戦2勝 賞金 17，900，000円

追 加 記 事（第 1回阪神競馬第 6日第 1競走）
〔その他〕　　ルーナチュラリー号は，競走中に疾病〔右腸骨々折〕を発症。なお，同馬は「タ

イムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



04079 3月4日 晴 良 （5阪神1） 第7日 第7競走 ��
��1，800�4歳以上1勝クラス

発走13時15分（番組第8競走を順序変更） （ダート・右）
負担重量は，58�，牝馬2�減
本 賞 8，000，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 800，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

88 テーオーサンドニ 牡4鹿 58 坂井 瑠星小笹 公也氏 高柳 大輔 浦河 三嶋牧場 B474－ 21：53．3 2．6�
11 インテンスフレイム 牡5黒鹿58 岩田 望来ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 526＋ 21：53．93� 1．8�
22 キングロコマイカイ 牡4黒鹿58 川田 将雅大和屋 暁氏 須貝 尚介 浦河 辻 牧場 B490＋ 21：54．32 5．6�
55 	 エスティメート 牡4栗 58 杉原 誠人�ミルファーム 大和田 成 浦河 猿橋 義昭 448－ 61：54．51
 114．4�
33 スズカワールド 牡4黒鹿 58

55 ▲田口 貫太永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 辻 牧場 520＋ 41：54．82 26．9�
44 バ レ ス ト ラ 牝4黒鹿 56

52 ★古川 奈穂 XIAOジャパン 矢作 芳人 日高 日高大洋牧場 474－ 61：55．0� 12．8	
77 ナムラスワガー 牡5鹿 58 城戸 義政奈村 睦弘氏 荒川 義之 様似 林 時春 490± 01：55．1� 144．6

66 アイリスクォーツ 牝5栗 56

53 ▲今村 聖奈 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム B516＋ 61：57．7大差 60．1�
（8頭）

売 得 金
単勝： 48，165，000円 複勝： 98，958，800円 枠連： 発売なし
馬連： 55，563，200円 馬単： 37，514，100円 ワイド： 46，531，600円
3連複： 85，218，500円 3連単： 210，220，000円 計： 582，171，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 110円 � 110円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 210円 馬 単 �� 490円

ワ イ ド �� 110円 �� 160円 �� 150円

3 連 複 ��� 230円 3 連 単 ��� 1，010円

票 数

単勝票数 計 481650 的中 � 144182（2番人気）
複勝票数 計 989588 的中 � 177738（2番人気）� 631072（1番人気）� 82503（3番人気）
馬連票数 計 555632 的中 �� 198802（1番人気）
馬単票数 計 375141 的中 �� 57240（2番人気）
ワイド票数 計 465316 的中 �� 136440（1番人気）�� 59831（3番人気）�� 65448（2番人気）
3連複票数 計 852185 的中 ��� 271698（1番人気）
3連単票数 計2102200 的中 ��� 150658（2番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―12．9―12．4―12．6―12．6―12．6―12．3―14．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．9―36．8―49．2―1：01．8―1：14．4―1：27．0―1：39．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テーオーサンドニ �

父 キタサンブラック �


母父 Pivotal デビュー 2021．10．2 中京5着

2019．5．8生 牡4鹿 母 ポールポジションⅡ 母母 Danehurst 14戦2勝 賞金 31，010，000円

04080 3月4日 晴 良 （5阪神1） 第7日 第8競走 ��
��1，200�4歳以上1勝クラス

発走13時50分（番組第7競走を順序変更） （ダート・右）
負担重量は，58�，牝馬2�減
本 賞 8，000，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 800，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．4

重
不良

611� ブリュットミレジメ 牡4鹿 58 川島 信二加藤 徹氏 荒川 義之 日高 広富牧場 506－ 41：13．3 6．6�
23 	� アイファーリンクス 牝5栗 56 藤岡 康太中島 稔氏 
島 一歩 米 David G.

Campbell B484＋ 61：13．4� 4．9�
34 	� シュガーフロート 牝4芦 56 松山 弘平�ヒダカファーム高柳 大輔 米 Hidaka Farm 408－ 21：13．5� 7．7�
713 クリノアンビシャス 5青鹿58 西村 淳也栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 478± 01：13．71� 93．4�
47 サンダップルド 牡4栗 58

54 ★永島まなみゴドルフィン 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 510＋161：13．9� 6．4�

35 ルールシェーバー 牡6鹿 58 和田 竜二儀賀 好子氏 北出 成人 青森 風ノ丘ファーム B474－ 2 〃 ハナ 9．3	
46 � クリノスパークル 牝5栗 56 酒井 学栗本 博晴氏 高橋 康之 日高 木村牧場 456＋ 4 〃 クビ 45．4

11 ミーナティエルナ 牝4栗 56

53 ▲今村 聖奈 �YGGホースクラブ 寺島 良 浦河 谷川牧場 442＋ 21：14．22 33．9�
815 ピンクムーン 牝4栗 56

52 ★河原田菜々森中 啓子氏 渡辺 薫彦 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 442－12 〃 ハナ 15．6

58 ケイティレインボー 牡4青鹿58 城戸 義政瀧本 和義氏 杉山 佳明 様似 スイートフアーム B490－ 41：14．4� 9．4�
22 � スナークユウマ 牡4栗 58

55 ▲鷲頭 虎太杉本 豊氏 川村 禎彦 浦河 栄進牧場 506－ 2 〃 ハナ 325．6�
59 テーオーエルサ 牝5鹿 56 加藤 祥太小笹 公也氏 梅田 智之 新ひだか タイヘイ牧場 482＋ 2 〃 クビ 369．0�
712� グルノイユジョーヌ 牝4栗 56 的場 勇人谷口 祐人氏 的場 均 新ひだか 藤吉牧場 428－ 41：14．92� 570．1�
814 イッツユアタイム 牝5鹿 56 斎藤 新 MOMOレーシング 安田 隆行 新冠 新冠橋本牧場 458＋ 6 〃 ハナ 50．6�
610 ビリーズバウンス 牡4鹿 58 
島 克駿吉田 和美氏 武 幸四郎 千歳 ノーザンファーム 486＋201：15．64 4．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 52，309，600円 複勝： 74，876，000円 枠連： 21，657，600円
馬連： 91，636，600円 馬単： 36，771，800円 ワイド： 93，776，900円
3連複： 152，036，100円 3連単： 147，310，600円 計： 670，375，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 200円 � 160円 � 230円 枠 連（2－6） 800円

馬 連 �� 1，520円 馬 単 �� 3，460円

ワ イ ド �� 550円 �� 890円 �� 610円

3 連 複 ��� 3，810円 3 連 単 ��� 20，030円

票 数

単勝票数 計 523096 的中 � 62977（4番人気）
複勝票数 計 748760 的中 � 94322（3番人気）� 139624（1番人気）� 74281（5番人気）
枠連票数 計 216576 的中 （2－6） 20964（2番人気）
馬連票数 計 916366 的中 �� 46707（3番人気）
馬単票数 計 367718 的中 �� 7965（10番人気）
ワイド票数 計 937769 的中 �� 45083（2番人気）�� 26132（16番人気）�� 39413（4番人気）
3連複票数 計1520361 的中 ��� 29894（9番人気）
3連単票数 計1473106 的中 ��� 5331（46番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―12．0―12．6―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．2―35．2―47．8―1：00．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ブリュットミレジメ �
�
父 コパノリッキー �

�
母父 Sinndar （1戦0勝 賞金 0円）

2019．4．13生 牡4鹿 母 ミスマープル 母母 ドラマティーク 6戦1勝 賞金 12，000，000円
地方デビュー 2021．6．13 佐賀



04081 3月4日 晴 良 （5阪神1） 第7日 第9競走 ��
��2，000�

せ ん り や ま

千 里 山 特 別
発走14時25分 （芝・右）
4歳以上，2勝クラス；負担重量は，58�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，500，000円 6，200，000円 3，900，000円 2，300，000円 1，550，000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
1：57．2
1：56．1

良
良

44 ブラックシールド 牡4鹿 58 戸崎 圭太吉田 勝己氏 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 458＋ 41：59．3 2．1�
33 モカフラワー 牝4栗 56 藤岡 康太星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 454± 01：59．72� 4．0�
78 アルバーシャ 牡5栗 58 菱田 裕二ゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 518＋ 8 〃 クビ 18．6�
55 	 ア ト ミ カ 牝8鹿 56 浜中 俊東堂レーシング 笹田 和秀 新ひだか フジワラフアーム 444＋ 21：59．8クビ 142．9�
89 タ ガ ノ カ イ 牡5黒鹿58 古川 吉洋八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 526－ 2 〃 ハナ 8．2�
66 アサケエース 牡6鹿 58 秋山真一郎大橋 公堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 452＋ 81：59．9
 47．6�
77 エールブラーヴ 牡6黒鹿58 松若 風馬佐伯由加理氏 橋口 慎介 新冠 中本 隆志 474＋ 22：00．22 24．2	
11 	 マテンロウアレス �5鹿 58 太宰 啓介寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか タイヘイ牧場 B496－ 2 〃 クビ 6．2

810	 ビルボードクィーン 牝5黒鹿56 田口 貫太吉田 勝利氏 小崎 憲 新冠 北星村田牧場 450－112：00．41 107．6�
22 ヒルノエドワード 牡6黒鹿58 横山 典弘�ヒルノ 昆 貢 新冠 オリエント牧場 B488＋102：00．5� 8．2

（10頭）

売 得 金
単勝： 59，954，500円 複勝： 84，349，200円 枠連： 13，304，300円
馬連： 89，958，700円 馬単： 49，194，900円 ワイド： 87，984，700円
3連複： 155，936，800円 3連単： 266，398，300円 計： 807，081，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 150円 � 300円 枠 連（3－4） 410円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 640円

ワ イ ド �� 220円 �� 700円 �� 640円

3 連 複 ��� 2，210円 3 連 単 ��� 6，840円

票 数

単勝票数 計 599545 的中 � 225102（1番人気）
複勝票数 計 843492 的中 � 358998（1番人気）� 121942（2番人気）� 37887（6番人気）
枠連票数 計 133043 的中 （3－4） 25109（1番人気）
馬連票数 計 899587 的中 �� 159116（1番人気）
馬単票数 計 491949 的中 �� 57180（1番人気）
ワイド票数 計 879847 的中 �� 119985（1番人気）�� 28769（10番人気）�� 31669（9番人気）
3連複票数 計1559368 的中 ��� 52919（5番人気）
3連単票数 計2663983 的中 ��� 28196（20番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―12．0―12．1―12．2―12．3―12．1―11．9―11．7―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．3―35．3―47．4―59．6―1：11．9―1：24．0―1：35．9―1：47．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブラックシールド �
�
父 キタサンブラック �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2021．10．10 阪神3着

2019．2．23生 牡4鹿 母 ゴールドエッセンス 母母 ドバイマジェスティ 12戦3勝 賞金 47，634，000円

04082 3月4日 晴 良 （5阪神1） 第7日 第10競走 ��
��1，200�なにわステークス

発走15時00分 （ダート・右）
4歳以上，3勝クラス；負担重量は，58�，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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．4

重
不良

612� ピ ア シ ッ ク 牡7鹿 58 川田 将雅�キーファーズ 森 秀行 米
McMahon of
Saratoga Thor-
oughbreds, LLC

518－ 41：12．3 10．8�
47 � ジ ゲ ン 牡6鹿 58 松山 弘平林 正道氏 中村 直也 米 Diamond A

Racing Corp. 474－ 41：12．5	 2．1�
510 ファーンヒル 牡4黒鹿58 武 豊 �カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 新ひだか 谷岡牧場 466± 01：12．71
 5．5�
611 エリモグリッター �6鹿 58 坂井 瑠星山本三津子氏 中野 栄治 千歳 社台ファーム 478－ 81：12．91
 22．2�
714 ク レ ド 牡4黒鹿58 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 420－ 2 〃 クビ 9．9�
24 プラチナムレイアー 牡5芦 58 北村 友一岡田 牧雄氏 吉岡 辰弥 新ひだか 岡田スタツド B500＋ 21：13．0クビ 120．2	
59 サンキューユウガ 牡7青鹿58 戸崎 圭太田畑 利彦氏 西村 真幸 新ひだか 今 牧場 542＋121：13．21
 23．3

48 メイショウヒバリ 牝6栗 56 泉谷 楓真松本 好雄氏 本田 優 浦河 村下 明博 476＋ 8 〃 アタマ 195．5�
36 ナックドロップス 牝4鹿 56 酒井 学小松 欣也氏 杉浦 宏昭 新ひだか 松本牧場 456－ 61：13．41 24．9�
816 ショウゲッコウ 牝6鹿 56 荻野 極 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 杉山 佳明 浦河 ヒダカフアーム 474＋ 81：13．5� 33．4
23 パワフルヒロコ 牝9黒鹿56 水口 優也三宅 勝俊氏 飯田 雄三 浦河 丸幸小林牧場 466＋ 8 〃 クビ 98．2�
12 ジ オ ラ マ 牡10栗 58 幸 英明�G1レーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 544± 0 〃 クビ 247．0�
11 メズメライザー 牡4鹿 58 岩田 望来ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 528± 01：13．81	 5．7�
815 スタースタイル 牝4栗 56 松若 風馬田中慎之輔氏 相沢 郁 日高 前野牧場 480＋141：13．9� 456．6�
35 テンテキセンセキ 牡6黒鹿58 小沢 大仁岡田 牧雄氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 470－ 61：14．11 363．7�
713 サイファーシチー 牡5栗 58 西村 淳也 �友駿ホースクラブ 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B490－ 41：14．2� 25．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 76，153，000円 複勝： 117，090，100円 枠連： 28，193，200円
馬連： 148，568，000円 馬単： 59，948，100円 ワイド： 131，633，000円
3連複： 245，520，100円 3連単： 269，948，700円 計： 1，077，054，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，080円 複 勝 � 230円 � 110円 � 150円 枠 連（4－6） 740円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 2，850円

ワ イ ド �� 430円 �� 700円 �� 240円

3 連 複 ��� 1，590円 3 連 単 ��� 14，050円

票 数

単勝票数 計 761530 的中 � 56277（5番人気）
複勝票数 計1170901 的中 � 82672（5番人気）� 422336（1番人気）� 172818（2番人気）
枠連票数 計 281932 的中 （4－6） 29341（3番人気）
馬連票数 計1485680 的中 �� 107004（4番人気）
馬単票数 計 599481 的中 �� 15762（8番人気）
ワイド票数 計1316330 的中 �� 75760（4番人気）�� 42885（8番人気）�� 159673（1番人気）
3連複票数 計2455201 的中 ��� 115384（3番人気）
3連単票数 計2699487 的中 ��� 13922（35番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．8―12．5―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．4―35．2―47．7―59．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．9―3F37．1
3 ・（6，8）（3，9）1（7，10）13（11，12，14）（4，5，16）15，2 4 6（8，9）3，10，7（1，12）（11，13）（4，5，14）16（15，2）

勝馬の
紹 介

�ピ ア シ ッ ク �
�
父 Central Banker �

�
母父 Alphabet Soup デビュー 2018．9．2 小倉16着

2016．4．24生 牡7鹿 母 Our Miss Jones 母母 Charity Country 27戦4勝 賞金 86，398，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 キタノブレイド号
（非抽選馬） 4頭 ヴァーチャリティ号・ウォームライト号・クリノサンレオ号・ラヴケリー号



04083 3月4日 晴 良 （5阪神1） 第7日 第11競走 ��
��1，600�第30回チューリップ賞（ＧⅡ）

発走15時35分 （桜花賞トライアル） （芝・右・外）
牝，3歳；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 52，000，000円 21，000，000円 13，000，000円 7，800，000円 5，200，000円
付 加 賞 1，190，000円 340，000円 170，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．1
1：30．3

良
良

59 モズメイメイ 牝3鹿 54 武 豊 �キャピタル・システム 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 456± 01：34．0 16．2�
713 コナコースト 牝3青鹿54 �島 克駿 �サンデーレーシング 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 458－ 4 〃 ハナ 14．8�
817 ペリファーニア 牝3青鹿54 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 496± 0 〃 クビ 5．4�
23 ルミノメテオール 牝3黒鹿54 M．デムーロ尾上 松壽氏 金成 貴史 新ひだか タイヘイ牧場 446＋ 41：34．1� 7．0�
714 ル カ ン 牝3黒鹿54 横山 典弘小林 昌子氏 安田 翔伍 安平 追分ファーム 414－ 2 〃 ハナ 99．1	
35 ダルエスサラーム 牝3栗 54 幸 英明 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 438± 01：34．3� 19．9

12 キタウイング 牝3黒鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 小島 茂之 浦河 ミルファーム 432± 0 〃 クビ 11．4�
510 アリスヴェリテ 牝3鹿 54 坂井 瑠星加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 442± 0 〃 アタマ 24．6�
47 マラキナイア 牝3黒鹿54 松山 弘平 �社台レースホース吉岡 辰弥 千歳 社台ファーム 432＋ 4 〃 ハナ 72．8
816 サーマルソアリング 牝3鹿 54 岩田 望来 �キャロットファーム 藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468± 01：34．4	 99．3�
612 カフジキアッキエレ 牝3鹿 54 国分 恭介加藤 守氏 森田 直行 安平 ノーザンファーム 388－ 61：34．61
 67．8�
11 アンリーロード 牝3鹿 54 池添 謙一三木 正浩氏 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム 462－ 21：34．81 22．3�
611 バースクライ 牝3鹿 54 浜中 俊ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466－ 81：34．9� 8．9�
24 エ ク ロ ー サ 牝3青 54 藤岡 康太吉田 千津氏 坂口 智康 千歳 社台ファーム 440－ 41：35．0	 244．1�
48 ド ゥ ー ラ 牝3黒鹿54 戸崎 圭太サイプレスホール

ディングス合同会社 高橋 康之 浦河 グランデファーム 476＋ 6 〃 クビ 2．5�
36 レ ミ ー ジ ュ 牝3青 54 荻野 極�ノースヒルズ 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 428－ 81：35．21 76．0�
815 ワレハウミノコ 牝3黒鹿54 富田 暁谷掛 龍夫氏 武 英智 千歳 社台ファーム 436－101：36．26 250．4�

（17頭）

売 得 金
単勝： 289，338，200円 複勝： 395，707，400円 枠連： 100，677，200円
馬連： 614，757，800円 馬単： 199，799，900円 ワイド： 605，711，900円
3連複： 1，250，565，200円 3連単： 1，184，180，500円 計： 4，640，738，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，620円 複 勝 � 370円 � 360円 � 250円 枠 連（5－7） 3，540円

馬 連 �� 6，890円 馬 単 �� 14，950円

ワ イ ド �� 2，240円 �� 2，120円 �� 1，880円

3 連 複 ��� 20，280円 3 連 単 ��� 155，330円

票 数

単勝票数 計2893382 的中 � 142248（7番人気）
複勝票数 計3957074 的中 � 267035（6番人気）� 273939（5番人気）� 457039（2番人気）
枠連票数 計1006772 的中 （5－7） 22028（20番人気）
馬連票数 計6147578 的中 �� 69099（28番人気）
馬単票数 計1997999 的中 �� 10021（62番人気）
ワイド票数 計6057119 的中 �� 73678（28番人気）�� 78082（27番人気）�� 88396（22番人気）
3連複票数 計12505652 的中 ��� 46234（67番人気）
3連単票数 計11841805 的中 ��� 5527（524番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．7―12．3―12．4―11．3―10．9―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．5―35．2―47．5―59．9―1：11．2―1：22．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モズメイメイ �
�
父 リアルインパクト �

�
母父 Frankel デビュー 2022．11．19 東京1着

2020．2．18生 牝3鹿 母 インラグジュアリー 母母 インランジェリー 4戦3勝 賞金 73，717，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりモズメイメイ号・コナコースト号・ペリファーニア号は，桜花賞（GⅠ）競走に優先出走できる。

04084 3月4日 晴 良 （5阪神1） 第7日 第12競走 ��
��1，200�4歳以上2勝クラス

発走16時10分 （芝・右）
負担重量は，58�，牝馬2�減
本 賞 11，400，000円 4，600，000円 2，900，000円 1，700，000円 1，140，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：05．8

良
良

36 シゲルカチョウ 牝5鹿 56 酒井 学森中 啓子氏 高橋 康之 日高 天羽牧場 514＋141：07．7 22．3�
612 インプロバイザー 牡4芦 58 松若 風馬江馬 由将氏 音無 秀孝 安平 追分ファーム B484＋ 6 〃 アタマ 28．4�
816 メイショウクリフト 牡4鹿 58 武 豊松本 好雄氏 笹田 和秀 様似 中脇 一幸 448± 01：07．8� 11．4�
23 マイネルレノン 牡4栗 58

57 ☆泉谷 楓真 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 470＋ 41：07．9クビ 7．1�

48 ブロンズレッド 牡5栗 58 幸 英明下河辺隆行氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 524－ 4 〃 クビ 83．2�
11 ブッシュガーデン 牝4黒鹿56 松山 弘平	須野牧場 武井 亮 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 466－ 6 〃 アタマ 3．9

35 	 ベ ン ガ ン 牡6芦 58 岩田 望来小林 薫氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 468－ 21：08．11 7．9�
510
 ジャスパークローネ 牡4栗 58

57 ☆松本 大輝加藤 和夫氏 森 秀行 米 Machmer Hall
& Godolphin 488＋ 41：08．31 24．4�

59 テーオーディエス 牝5鹿 56 M．デムーロ小笹 公也氏 宮 徹 浦河 チェスナット
ファーム 440－ 2 〃 ハナ 53．6

713 カ レ ン ヒ メ 牝6芦 56 藤岡 康太鈴木 隆司氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム B426＋ 21：08．41 16．4�
611 ウインバグース 牡4鹿 58

54 ★永島まなみ�ウイン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム 480＋ 21：08．93 3．6�
815 タイセイブリリオ 牡4鹿 58

55 ▲田口 貫太田中 成奉氏 大橋 勇樹 新冠 村田牧場 480± 01：09．0クビ 16．1�
47 
 エンジェルシリカ 牝4鹿 56

52 ★古川 奈穂前田 幸大氏 矢作 芳人 米 Mrs. E
Stockwell 450－10 〃 ハナ 19．1�

12 グッドグロウス 牡4鹿 58 藤懸 貴志宮川 純造氏 加用 正 新ひだか カタオカフアーム 468－ 21：09．21� 76．4�
24 テイエムヒマラヤ 牡4鹿 58 松田 大作竹園 正繼氏 武 英智 新ひだか 本桐牧場 B464－101：09．3� 145．7�
714 メイショウエニシア 牝5青鹿 56

53 ▲今村 聖奈松本 好�氏 本田 優 新ひだか 小野 秀治 448－ 81：10．68 41．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 102，650，000円 複勝： 135，757，800円 枠連： 37，204，400円
馬連： 177，276，700円 馬単： 60，734，400円 ワイド： 175，771，400円
3連複： 299，372，200円 3連単： 280，252，800円 計： 1，269，019，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，230円 複 勝 � 610円 � 780円 � 430円 枠 連（3－6） 1，300円

馬 連 �� 21，260円 馬 単 �� 37，640円

ワ イ ド �� 5，700円 �� 3，900円 �� 3，370円

3 連 複 ��� 80，330円 3 連 単 ��� 570，730円

票 数

単勝票数 計1026500 的中 � 36778（9番人気）
複勝票数 計1357578 的中 � 58393（9番人気）� 44414（11番人気）� 87214（6番人気）
枠連票数 計 372044 的中 （3－6） 22042（4番人気）
馬連票数 計1772767 的中 �� 6460（65番人気）
馬単票数 計 607344 的中 �� 1210（123番人気）
ワイド票数 計1757714 的中 �� 7924（65番人気）�� 11638（46番人気）�� 13531（40番人気）
3連複票数 計2993722 的中 ��� 2795（232番人気）
3連単票数 計2802528 的中 ��� 356（1512番人気）

ハロンタイム 12．1―10．2―10．7―11．2―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．3―33．0―44．2―55．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シゲルカチョウ �
�
父 マ ク フ ィ �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2020．10．10 京都9着

2018．3．25生 牝5鹿 母 ジーニマジック 母母 ベッラベリッシモ 10戦3勝 賞金 41，026，000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 サウンドキングダム号



（5阪神1）第7日 3月4日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 164頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

282，910，000円
5，620，000円
34，560，000円
2，510，000円
37，070，000円
76，150，000円
4，799，000円
1，574，400円

勝馬投票券売得金
934，271，500円
1，440，557，300円
283，862，000円
1，570，782，600円
638，109，900円
1，575，665，100円
2，835，112，600円
3，124，387，700円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 12，402，748，700円

総入場人員 18，353名 （有料入場人員 17，897名）
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