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04097 3月11日 晴 良 （5阪神1） 第9日 第1競走 ��1，200�3歳未勝利
発走9時55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
1：08．8
1：08．4

重
不良

48 ヨウシタンレイ 牝3鹿 54
51 ▲今村 聖奈中内田克二氏 松永 昌博 新ひだか 岡田 猛 464＋ 81：13．8 1．6�

23 コーリンラズベリー 牝3栗 54 松山 弘平伊藤 恵子氏 緒方 努 新ひだか 前谷 武志 498－ 81：14．33 6．5�
714 リ リ ノ エ 牝3鹿 54

52 △角田 大河 �カナヤマホール
ディングス 野中 賢二 浦河 宮内牧場 480－ 21：14．61� 9．2�

47 グレンハイウェイ 牝3栗 54
51 ▲大久保友雅�G1レーシング 畑端 省吾 安平 ノーザンファーム 466－ 21：14．7クビ 222．4�

11 ヴァイタリティ 牝3栗 54 団野 大成ゴドルフィン 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 488 ―1：14．8� 174．2�

12 ニードレストゥセイ 牝3鹿 54 坂井 瑠星ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 460＋ 41：15．22� 18．6	

36 エーテルノカゼ 牝3栗 54 西村 淳也藤田 岳彦氏 渡辺 薫彦 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 412－ 41：15．41� 12．5


35 マコトエトルリア 牝3栗 54 松田 大作�ディアマント 武 英智 安平 ノーザンファーム B460－ 21：15．5� 278．0�
713 サンポーニャ 牝3鹿 54 武 豊金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 日高 日高大洋牧場 430－ 81：16．03 11．5�
24 カーメルビーチ 牝3鹿 54 国分 恭介飯田 正剛氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 470－ 4 〃 クビ 451．9
611 ホットチョコ 牝3黒鹿54 小崎 綾也�三嶋牧場 牧田 和弥 新ひだか 服部 牧場 478 ―1：16．21� 56．0�
816 ゴレアドール 牝3鹿 54 横山 典弘寺田 寿男氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 408± 01：16．4� 9．7�
59 タマモネモフィラ 牝3鹿 54

51 ▲田口 貫太タマモ� 大橋 勇樹 新ひだか 岡田牧場 444－121：16．5� 50．3�
612 ドリーミーバローズ 牝3栗 54 古川 吉洋猪熊 広次氏 上村 洋行 新冠 カミイスタット 436－ 21：16．92� 73．6�
815 ヨシノレジェンド 牝3栗 54 酒井 学清水 義德氏 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 384＋ 21：17．43 384．7�
510 ベラストレーガ 牝3栗 54 吉村 智洋 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 浜田多実雄 新ひだか 静内フアーム 440 ― 〃 クビ 137．4�
（兵庫）

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，614，700円 複勝： 57，368，300円 枠連： 9，653，500円
馬連： 45，987，900円 馬単： 23，101，900円 ワイド： 46，234，300円
3連複： 73，077，400円 3連単： 80，238，900円 計： 369，276，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 160円 � 190円 枠 連（2－4） 600円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 990円

ワ イ ド �� 320円 �� 360円 �� 820円

3 連 複 ��� 1，560円 3 連 単 ��� 4，700円

票 数

単勝票数 計 336147 的中 � 158754（1番人気）
複勝票数 計 573683 的中 � 281478（1番人気）� 60089（2番人気）� 44282（3番人気）
枠連票数 計 96535 的中 （2－4） 12282（2番人気）
馬連票数 計 459879 的中 �� 50944（1番人気）
馬単票数 計 231019 的中 �� 17343（1番人気）
ワイド票数 計 462343 的中 �� 39345（2番人気）�� 33455（3番人気）�� 12975（7番人気）
3連複票数 計 730774 的中 ��� 34932（1番人気）
3連単票数 計 802389 的中 ��� 12363（1番人気）

ハロンタイム 12．5―11．6―11．9―12．3―12．5―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―24．1―36．0―48．3―1：00．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヨウシタンレイ �
�
父 サトノアラジン �

�
母父 ファンタスティックライト デビュー 2022．9．3 小倉2着

2020．1．22生 牝3鹿 母 フレイムミーティア 母母 レディクローリス 7戦1勝 賞金 11，800，000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 フクノカトレア号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

04098 3月11日 晴 良 （5阪神1） 第9日 第2競走 ��1，800�3歳未勝利
発走10時25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

57 ナムラアンソニー 牡3鹿 56
54 △角田 大河奈村 睦弘氏 中竹 和也 日高 いとう牧場 494－ 21：55．9 4．6�

68 ス カ ー ズ 牡3鹿 56 武 豊藤田 晋氏 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 492－ 21：56．11� 5．4�
33 ジャスティンユウジ 牡3鹿 56 坂井 瑠星三木 正浩氏 吉岡 辰弥 安平 ノーザンファーム 506＋ 41：56．62� 3．6�
22 ホッコーソムニウム 牡3黒鹿56 浜中 俊北幸商事� 長谷川浩大 日高 川端 正博 478－ 61：56．81� 5．7�
69 カ ビ ー リ ア 牡3黒鹿56 太宰 啓介竹下千亜子氏 飯田 祐史 浦河 辻 牧場 496－ 41：57．11� 42．2�
44 メイショウランザン 牡3黒鹿56 古川 吉洋松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 456－ 41：57．2� 34．8	
711 キールロワイヤル 牡3鹿 56 団野 大成�G1レーシング 斉藤 崇史 安平 追分ファーム B468＋10 〃 クビ 21．7

45 マ ヒ ー ト 牡3鹿 56 藤岡 康太ニットー商事� 高橋 義忠 新冠 大狩部牧場 466＋ 41：57．3� 231．4�
56 ストーンヘンジ 牡3黒鹿56 和田 竜二桑畑 夏美氏 鈴木 孝志 新ひだか 前谷 武志 B484－ 81：57．93� 5．9�
813 ミ マ ン キ 牡3黒鹿56 松山 弘平中辻 明氏 大久保龍志 白老 習志野牧場 510 ―1：58．0� 12．7
11 ニホンピロアレイ 牝3栗 54

51 ▲田口 貫太小林 英一氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 450－ 61：58．63� 379．0�
812 シゲルスゴウデ 牡3青 56 酒井 学森中 啓子氏 高橋 康之 日高 スウィング

フィールド牧場 456－ 41：59．02� 188．0�
710 サーキュレイト 牡3栗 56 岡田 祥嗣�G1レーシング 藤原 英昭 安平 追分ファーム B486－ 82：01．7大差 21．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 28，001，700円 複勝： 37，421，000円 枠連： 7，977，800円
馬連： 40，508，100円 馬単： 17，484，300円 ワイド： 37，099，600円
3連複： 62，183，900円 3連単： 66，332，800円 計： 297，009，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 150円 � 200円 � 150円 枠 連（5－6） 750円

馬 連 �� 1，690円 馬 単 �� 3，490円

ワ イ ド �� 620円 �� 310円 �� 430円

3 連 複 ��� 2，040円 3 連 単 ��� 13，250円

票 数

単勝票数 計 280017 的中 � 47823（2番人気）
複勝票数 計 374210 的中 � 69499（2番人気）� 41745（5番人気）� 70920（1番人気）
枠連票数 計 79778 的中 （5－6） 8236（3番人気）
馬連票数 計 405081 的中 �� 18476（10番人気）
馬単票数 計 174843 的中 �� 3754（20番人気）
ワイド票数 計 370996 的中 �� 14172（9番人気）�� 32690（1番人気）�� 22005（4番人気）
3連複票数 計 621839 的中 ��� 22788（7番人気）
3連単票数 計 663328 的中 ��� 3628（49番人気）

ハロンタイム 12．9―11．2―13．4―12．5―13．1―13．1―13．0―13．1―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．1―37．5―50．0―1：03．1―1：16．2―1：29．2―1：42．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ナムラアンソニー �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2022．9．11 中京10着

2020．4．30生 牡3鹿 母 ナムラケイト 母母 レーヌヴェルト 7戦1勝 賞金 7，700，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サーキュレイト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年4月11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〕 ストーンヘンジ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和5年5月11日まで平地競走に出走できな

い。
※スカーズ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

第１回 阪神競馬 第９日



04099 3月11日 晴 良 （5阪神1） 第9日 第3競走 ��
��1，400�3歳未勝利

発走10時55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

714 ペプチドタイガー 牡3鹿 56 岩田 康誠沼川 一彦氏 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 460± 01：25．6 2．5�
816 シャドウレディー 牝3鹿 54 西村 淳也飯塚 知一氏 吉岡 辰弥 千歳 社台ファーム 426－ 41：26．98 15．5�
59 ク ロ ニ オ ス 牡3栗 56 北村 友一 �シルクレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 536＋20 〃 ハナ 6．8�
815 フライングブレード 牡3鹿 56 和田 竜二中辻 明氏 飯田 祐史 浦河 バンブー牧場 474－ 41：27．11� 12．6�
11 � ポ テ ン ザ 牡3鹿 56 松山 弘平�ターフライズ 清水 久詞 仏 Mr Takaya

Kimura 506 ―1：27．52	 31．2	
36 トモジャケーヤ 牡3鹿 56

54 △角田 大河吉冨 朝美氏 大根田裕之 新ひだか 畠山牧場 524＋ 21：27．81	 3．4

24 � トリプルループ 牝3鹿 54 吉村 智洋松島 一晃氏 森 秀行 米 Mt. Brilliant

Broodmares I, LLC 488＋ 51：27．9	 9．5�
（兵庫）

611 プロスペリダード 牝3鹿 54 坂井 瑠星�大樹ファーム 西園 翔太 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 442± 01：28．0	 22．6�

510� モ ン テ ル ナ 牝3黒鹿54 藤岡 康太幅田 昌伸氏 藤岡 健一 米
Peter J. Callahan, Run-
nymede Farm, Inc., Enid
Cafritz & Haras d’Etr

476－ 41：28．53 21．0
612 ヴェッキオカズマ 牡3鹿 56 川須 栄彦合同会社雅苑興業 茶木 太樹 浦河 杵臼牧場 482－ 4 〃 クビ 343．2�
48 フローラルハニー 牝3鹿 54 石橋 脩吉田 勝己氏 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 464± 01：28．6
 337．3�
47 サウンドレーヴ 牝3黒鹿54 団野 大成増田 雄一氏 斉藤 崇史 新冠 小泉牧場 458－ 61：28．81� 102．2�
35 プラチナリボン 牡3鹿 56 酒井 学三宅 勝俊氏 高橋 康之 浦河 カナイシスタッド 466－ 21：29．11
 325．2�
12 カシノジャッカル 牡3青 56

53 ▲田口 貫太柏木 務氏 北出 成人 鹿児島 徳重 正幸 412－ 4 〃 ハナ 335．4�
23 サンライズサターン 牡3栗 56

53 ▲今村 聖奈�ライフハウス 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 528＋ 21：30．05 60．0�
713 サンライズオルク 牡3黒鹿56 藤懸 貴志松岡 隆雄氏 平田 修 日高 ヤナガワ牧場 498 ―1：33．9大差 231．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，309，200円 複勝： 37，077，000円 枠連： 9，284，900円
馬連： 49，401，100円 馬単： 19，583，400円 ワイド： 45，044，100円
3連複： 73，720，800円 3連単： 73，761，900円 計： 337，182，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 310円 � 240円 枠 連（7－8） 680円

馬 連 �� 2，500円 馬 単 �� 3，670円

ワ イ ド �� 870円 �� 470円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 6，510円 3 連 単 ��� 28，110円

票 数

単勝票数 計 293092 的中 � 93146（1番人気）
複勝票数 計 370770 的中 � 89766（1番人気）� 25045（6番人気）� 36021（4番人気）
枠連票数 計 92849 的中 （7－8） 10444（2番人気）
馬連票数 計 494011 的中 �� 15257（8番人気）
馬単票数 計 195834 的中 �� 3996（15番人気）
ワイド票数 計 450441 的中 �� 12933（12番人気）�� 26343（4番人気）�� 9498（15番人気）
3連複票数 計 737208 的中 ��� 8491（19番人気）
3連単票数 計 737619 的中 ��� 1902（88番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．5―35．6―47．9―1：00．6―1：12．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ペプチドタイガー �
�
父 ディーマジェスティ �

�
母父 ヨハネスブルグ デビュー 2022．12．18 中京5着

2020．4．29生 牡3鹿 母 ペプチドスピカ 母母 ドリームスピカ 4戦1勝 賞金 9，230，000円
〔発走状況〕 クロニオス号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。

サンライズサターン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 クロニオス号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンライズサターン号・サンライズオルク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

令和5年4月11日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

04100 3月11日 晴 良 （5阪神1） 第9日 第4競走 ��1，800�3歳未勝利
発走11時25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
1：48．5
1：47．6

重
重

22 グァルジャー 牝3芦 54 松山 弘平二口 雅一氏 吉田 直弘 新ひだか サカイファーム 460＋ 21：56．4 2．2�
812 レッツゴーローズ 牝3栗 54

51 ▲田口 貫太水谷光太郎氏 大橋 勇樹 浦河 宮内牧場 474－ 81：56．5� 7．0�
79 ウィンウッドテール 牝3鹿 54 小崎 綾也梶 正典氏 新谷 功一 浦河 丸幸小林牧場 420± 01：56．6� 11．1�
33 ヤマニンブルトンヌ 牝3栗 54 酒井 学土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 478＋ 51：56．7� 136．3�
56 ランスオブサターン 牝3鹿 54 横山 典弘五影 隆則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 446 ―1：56．8� 18．4�
68 フクノカトレア 牝3鹿 54 和田 竜二佐藤 範夫氏 鈴木 孝志 新ひだか 下屋敷牧場 420－ 41：57．01� 19．7�
710 リスクテイカー 牝3黒鹿54 北村 友一ゴドルフィン 吉岡 辰弥 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 458＋ 41：57．1クビ 220．4	
11 リボンピーチ 牝3鹿 54 川須 栄彦宮本 貞雄氏 羽月 友彦 日高 石原牧場 466－ 61：57．31� 28．4

811 パ ラ デ ィ 牝3鹿 54 藤岡 康太中村 祐子氏 四位 洋文 新ひだか ケイアイファーム 478－ 21：57．4� 2．9�
55 ロ ベ リ ア 牝3鹿 54 坂井 瑠星 DMMドリームクラブ� 池添 学 安平 ノーザンファーム 438－101：59．110 15．4
44 ラ ー ク 牝3栗 54 加藤 祥太庄野 宏志氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 418± 01：59．41� 554．1�
67 タガノエリザベス 牝3鹿 54 西村 淳也八木 昌司氏 岡田 稲男 新冠 八木牧場 470 ― （競走中止） 37．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 39，965，500円 複勝： 51，297，300円 枠連： 10，692，500円
馬連： 58，482，500円 馬単： 29，149，300円 ワイド： 52，472，600円
3連複： 76，519，800円 3連単： 109，940，800円 計： 428，520，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 220円 � 210円 枠 連（2－8） 210円

馬 連 �� 1，650円 馬 単 �� 3，150円

ワ イ ド �� 690円 �� 490円 �� 940円

3 連 複 ��� 3，820円 3 連 単 ��� 14，640円

票 数

単勝票数 計 399655 的中 � 140410（1番人気）
複勝票数 計 512973 的中 � 225537（1番人気）� 39372（4番人気）� 40680（3番人気）
枠連票数 計 106925 的中 （2－8） 38390（1番人気）
馬連票数 計 584825 的中 �� 27401（4番人気）
馬単票数 計 291493 的中 �� 6919（10番人気）
ワイド票数 計 524726 的中 �� 19489（6番人気）�� 28525（4番人気）�� 13735（12番人気）
3連複票数 計 765198 的中 ��� 15015（9番人気）
3連単票数 計1099408 的中 ��� 5441（39番人気）

ハロンタイム 13．0―11．3―14．0―13．1―13．3―12．7―12．6―12．7―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．3―38．3―51．4―1：04．7―1：17．4―1：30．0―1：42．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．7―3F39．0
1
3
2，3，11（1，5，12）8，9＝10－6，4＝7・（2，3，11）（1，8，12）5，9－6（10，4）＝7

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

勝馬の
紹 介

グァルジャー �
�
父 アメリカンペイトリオット �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2022．10．2 中京9着

2020．3．31生 牝3芦 母 ジアトレーゼ 母母 ネ ス ポ ラ 6戦1勝 賞金 10，870，000円
〔競走中止〕 タガノエリザベス号は，競走中に前進気勢を欠いたため最後の直線コースで競走中止。
〔制裁〕 ヤマニンブルトンヌ号の騎手酒井学は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
〔調教再審査〕 タガノエリザベス号は，競走中に前進気勢を欠き，最後の直線コースで競走を中止したことについて平地調教再審

査。
〔3走成績による出走制限〕 ラーク号は，「3走成績による出走制限」のため，令和5年5月11日まで平地競走に出走できない。
※フクノカトレア号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



04101 3月11日 晴 良 （5阪神1） 第9日 第5競走 ��
��2，000�3歳未勝利

発走12時15分 （芝・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
1：57．2
1：56．1

良
良

46 ラ ン ヴ ァ ル 牡3鹿 56 和田 竜二 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 鈴木 孝志 日高 道見牧場 480－102：01．0 4．3�

35 ジーニアスバローズ 牡3黒鹿56 池添 謙一猪熊 広次氏 辻野 泰之 浦河 桑田牧場 450－ 62：01．1� 6．0�
610 シャンデルナゴル 牡3鹿 56 石橋 脩吉田 勝己氏 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 480 ― 〃 クビ 9．3�
22 リビアングラス 牡3青 56 坂井 瑠星�ノースヒルズ 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 506 ―2：01．52� 2．8�
611 ウォーターフルール 牝3青 54 国分 恭介山岡 正人氏 石橋 守 浦河 まるとみ冨岡牧場 442－ 4 〃 クビ 8．8�
47 ニホンピロアリー 牝3黒鹿 54

51 ▲田口 貫太小林 英一氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 418－ 22：01．6クビ 209．2	
59 マテンロウレガシー 牡3黒鹿56 横山 典弘寺田千代乃氏 長谷川浩大 安平 ノーザンファーム 482＋ 42：01．81	 25．1

712 ヴォレトンクール 牝3鹿 54 団野 大成 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 432－ 42：02．33 12．1�
34 テイエムシャー 牝3黒鹿54 松田 大作竹園 正繼氏 武 英智 日高 宝寄山 拓樹 452－ 2 〃 クビ 48．7
11 ヨドノストロング 牡3鹿 56 国分 優作海原 聖一氏 大根田裕之 浦河 林農場 480＋ 72：02．4� 491．7�
58 ブリックスダール 牡3黒鹿56 西村 淳也 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 426＋ 8 〃 クビ 14．2�
713 ディヴァインアロー 牡3鹿 56 古川 吉洋 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 青森 諏訪牧場 B486＋ 22：02．71� 124．4�
814 ルージュメイベル 牝3鹿 54 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 小島 茂之 千歳 社台ファーム 436－ 42：03．02 19．9�
23 ス リ ラ ー 牡3鹿 56 吉村 智洋 �カナヤマホール

ディングス 坂口 智康 新ひだか 千代田牧場 482－ 82：03．21	 234．8�
（兵庫）

815 ヘアピンシュプール 牝3鹿 54 加藤 祥太吉田 勝利氏 庄野 靖志 新冠 北星村田牧場 438± 02：04．05 637．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 39，343，400円 複勝： 48，255，200円 枠連： 9，269，300円
馬連： 52，591，100円 馬単： 25，099，300円 ワイド： 53，068，900円
3連複： 80，787，200円 3連単： 83，080，600円 計： 391，495，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 150円 � 190円 � 340円 枠 連（3－4） 770円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 2，030円

ワ イ ド �� 390円 �� 1，110円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 4，880円 3 連 単 ��� 24，510円

票 数

単勝票数 計 393434 的中 � 71761（2番人気）
複勝票数 計 482552 的中 � 97197（1番人気）� 66066（3番人気）� 29619（7番人気）
枠連票数 計 92693 的中 （3－4） 9210（2番人気）
馬連票数 計 525911 的中 �� 46934（2番人気）
馬単票数 計 250993 的中 �� 9260（6番人気）
ワイド票数 計 530689 的中 �� 38220（2番人気）�� 11662（15番人気）�� 10579（19番人気）
3連複票数 計 807872 的中 ��� 12397（18番人気）
3連単票数 計 830806 的中 ��� 2457（79番人気）

ハロンタイム 12．6―10．7―12．6―12．4―12．3―12．5―12．3―11．7―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．3―35．9―48．3―1：00．6―1：13．1―1：25．4―1：37．1―1：48．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ラ ン ヴ ァ ル �
�
父 ダノンバラード �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2022．12．4 阪神2着

2020．4．14生 牡3鹿 母 ニシノマドカ 母母 ニシノプロミネンス 3戦1勝 賞金 9，600，000円
〔発走状況〕 ヘアピンシュプール号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。
〔調教再審査〕 ヘアピンシュプール号は，発走調教再審査。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

04102 3月11日 晴 良 （5阪神1） 第9日 第6競走 ��
��1，600�3歳1勝クラス

発走12時45分 （芝・右・外）
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
1：31．1
1：30．3

良
良

810 シ ョ ー モ ン 牡3鹿 56 松山 弘平林 瑛子氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 512＋221：33．3 2．0�
89 プッシュオン 牡3青鹿56 武 豊ライオンレースホース� 西村 真幸 新ひだか 岡田牧場 446± 01：33．4クビ 5．9�
78 ポルカリズム 牝3黒鹿54 坂井 瑠星 �キャロットファーム 中内田充正 安平 ノーザンファーム 472－ 21：33．5� 6．3�
44 トゥーテイルズ 牝3青鹿54 藤岡 佑介金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 456－ 81：33．6� 17．1�
77 テンノメッセージ 牝3黒鹿54 和田 竜二天白 泰司氏 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム 462＋ 41：34．45 5．2	
33 ニシノベストワン 牡3黒鹿 56

54 △角田 大河西山 茂行氏 新谷 功一 浦河 谷川牧場 460－ 61：34．72 15．0

22 ミシェラドラータ 牡3鹿 56 吉村 智洋福盛 訓之氏 清水 久詞 浦河 丸村村下

ファーム 486＋ 41：34．8クビ 73．3�
（兵庫）

55 モズスナイパー 牡3鹿 56 小崎 綾也 �キャピタル・システム 村山 明 新ひだか 千代田牧場 500－ 21：35．01� 308．8�
66 メモリーズオブユー 牡3青鹿56 団野 大成三田 昌宏氏 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 508－10 〃 ハナ 10．8
11 マインインパクト 牝3栗 54 北村 友一峰 哲馬氏 的場 均 浦河 グラストレーニ

ングセンター 432－ 41：35．31� 494．9�
（10頭）

売 得 金
単勝： 43，744，500円 複勝： 75，974，100円 枠連： 9，335，600円
馬連： 53，846，700円 馬単： 31，854，700円 ワイド： 53，937，900円
3連複： 75，107，000円 3連単： 133，841，700円 計： 477，642，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 170円 � 160円 枠 連（8－8） 590円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 840円

ワ イ ド �� 260円 �� 280円 �� 330円

3 連 複 ��� 910円 3 連 単 ��� 3，410円

票 数

単勝票数 計 437445 的中 � 174677（1番人気）
複勝票数 計 759741 的中 � 389154（1番人気）� 68114（4番人気）� 69909（3番人気）
枠連票数 計 93356 的中 （8－8） 12076（2番人気）
馬連票数 計 538467 的中 �� 70975（2番人気）
馬単票数 計 318547 的中 �� 28393（2番人気）
ワイド票数 計 539379 的中 �� 53468（2番人気）�� 48330（3番人気）�� 40052（4番人気）
3連複票数 計 751070 的中 ��� 61866（2番人気）
3連単票数 計1338417 的中 ��� 28451（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．2―34．4―46．4―58．2―1：09．6―1：20．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シ ョ ー モ ン �
�
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2着

2020．2．27生 牡3鹿 母 エ ポ キ シ 母母 シ ー ズ ア ン 4戦2勝 賞金 25，351，000円
※テンノメッセージ号・トゥーテイルズ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



04103 3月11日 晴 良 （5阪神1） 第9日 第7競走 ��1，400�4歳以上1勝クラス
発走13時15分 （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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

69 � ス キ ピ オ 牡5青鹿 58
55 ▲今村 聖奈 �カナヤマホール

ディングス 浜田多実雄 日高 豊洋牧場 488± 01：24．5 3．7�
711 リ ン ド ラ ゴ 牡4黒鹿58 北村 友一 �シルクレーシング 高野 友和 平取 坂東牧場 B484＋ 21：25．56 10．3�
11 ピ ラ テ ィ ス 牝4鹿 56 横山 典弘寺田 寿男氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 452－ 21：25．7� 3．2�
812 エトワールジェンヌ 牝4鹿 56 吉村 智洋福盛 訓之氏 清水 久詞 むかわ 新井牧場 508± 01：25．8� 5．1�

（兵庫）

44 ウインバリオス 牡4鹿 58 松山 弘平�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 472＋ 41：26．01� 9．8	
22 � テーオートルネード 牡4黒鹿58 国分 優作小笹 公也氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 486－ 61：26．31� 71．8

68 タイセイアーメット 牡5栗 58 古川 吉洋田中 成奉氏 浜田多実雄 日高 門別山際牧場 476＋ 61：26．4� 17．2�
33 タイキスパルタン 牡4芦 58 柴山 雄一�大樹ファーム 辻野 泰之 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 508－101：26．61	 38．7�
813 クレスケンスルーナ 牝4栗 56 和田 竜二ウエスト．フォレスト．

ステイブル� 吉田 直弘 浦河 杵臼斉藤牧場 470＋ 2 〃 クビ 13．0
45 � サードフォース 牡4栗 58 太宰 啓介寺田 寿男氏 昆 貢 新冠 村上 欽哉 B572＋ 41：27．34 64．0�
56 ルクスレガート 牝4芦 56

53 ▲田口 貫太�ルクス 松永 昌博 新ひだか 静内山田牧場 440＋ 6 〃 アタマ 15．4�
710� スナークユウマ 牡4栗 58 小崎 綾也杉本 豊氏 川村 禎彦 浦河 栄進牧場 504－ 21：27．62 149．1�
57 マイネルグスタフ 牡5栗 58

56 △角田 大河 �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 514＋ 21：28．13 53．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 41，754，200円 複勝： 52，801，900円 枠連： 10，724，800円
馬連： 61，405，500円 馬単： 26，007，700円 ワイド： 58，772，400円
3連複： 93，800，400円 3連単： 103，319，400円 計： 448，586，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 170円 � 250円 � 150円 枠 連（6－7） 1，460円

馬 連 �� 1，620円 馬 単 �� 2，890円

ワ イ ド �� 660円 �� 390円 �� 870円

3 連 複 ��� 2，920円 3 連 単 ��� 16，580円

票 数

単勝票数 計 417542 的中 � 90261（2番人気）
複勝票数 計 528019 的中 � 83640（2番人気）� 44791（5番人気）� 103292（1番人気）
枠連票数 計 107248 的中 （6－7） 5659（5番人気）
馬連票数 計 614055 的中 �� 29221（4番人気）
馬単票数 計 260077 的中 �� 6744（8番人気）
ワイド票数 計 587724 的中 �� 22169（6番人気）�� 40737（2番人気）�� 16566（11番人気）
3連複票数 計 938004 的中 ��� 24037（4番人気）
3連単票数 計1033194 的中 ��� 4517（33番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．5―35．2―47．3―59．6―1：11．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ス キ ピ オ �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 キングヘイロー

2018．4．25生 牡5青鹿 母 プレトリアン 母母 フォースエネミー 11戦1勝 賞金 19，900，000円
初出走 JRA

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

04104 3月11日 晴 良 （5阪神1） 第9日 第8競走 ��3，900�第25回阪神スプリングジャンプ（Ｊ・ＧⅡ）
発走13時50分 （ 芝 ）
4歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�
減，J・GⅠ競走1着馬2�増，J・GⅡ競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 420，000円 120，000円 60，000円 � コースレコード4：19．1稍重

79 � ジェミニキング �7鹿 60 小野寺祐太三宅 勝俊氏 服部 利之 日高 高山牧場 B478＋ 24：21．6 92．5�
33 ロードアクア 牡7鹿 60 難波 剛健 �ロードホースクラブ 中村 直也 新ひだか ケイアイファーム 484＋ 44：22．23� 13．6�
22 ニシノデイジー 牡7鹿 62 石神 深一西山 茂行氏 高木 登 浦河 谷川牧場 500－ 44：23．05 2．2�
67 ミッキーメテオ 牡6鹿 60 五十嵐雄祐野田みづき氏 西田雄一郎 安平 ノーザンファーム B514± 04：23．1	 3．3�
811 ゼノヴァース 牡6鹿 61 森 一馬�フクキタル 小林 真也 新冠 パカパカ

ファーム 464＋ 4 〃 アタマ 4．2�
710 マイネルレオーネ 牡11黒鹿60 小坂 忠士 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 新ひだか 真歌田中牧場 412＋ 44：23．52 36．8	
44 ポルトラーノ �7鹿 60 蓑島 靖典 
サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 494－ 24：24．03 88．8�
11 ケンホファヴァルト 牡10鹿 60 熊沢 重文中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 マリオステー

ブル 488＋ 24：25．38 19．6�
68 マ ー ニ 牡7黒鹿61 小牧加矢太岡 浩二氏 
島 一歩 浦河 日進牧場 464＋ 64：26．04 145．9
56 レオビヨンド 牡7鹿 60 平沢 健治�レオ 高柳 大輔 浦河 中島牧場 508－ 44：28．4大差 23．6�
812 マイネルパラディ �9芦 60 黒岩 悠 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 三村 卓也 476＋ 64：29．25 290．6�
55 マッスルビーチ 牡7黒鹿60 北沢 伸也岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 490＋20 （競走中止） 21．2�
（12頭）

売 得 金
単勝： 64，132，400円 複勝： 60，156，200円 枠連： 15，428，900円
馬連： 83，116，700円 馬単： 42，725，100円 ワイド： 73，490，000円
3連複： 171，029，700円 3連単： 233，573，800円 計： 743，652，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 9，250円 複 勝 � 850円 � 240円 � 130円 枠 連（3－7） 7，270円

馬 連 �� 26，230円 馬 単 �� 72，990円

ワ イ ド �� 5，640円 �� 2，590円 �� 660円

3 連 複 ��� 19，370円 3 連 単 ��� 274，010円

票 数

単勝票数 計 641324 的中 � 5543（10番人気）
複勝票数 計 601562 的中 � 12525（9番人気）� 60346（4番人気）� 165828（1番人気）
枠連票数 計 154289 的中 （3－7） 1644（19番人気）
馬連票数 計 831167 的中 �� 2455（37番人気）
馬単票数 計 427251 的中 �� 439（79番人気）
ワイド票数 計 734900 的中 �� 3220（37番人気）�� 7117（27番人気）�� 30413（4番人気）
3連複票数 計1710297 的中 ��� 6621（53番人気）
3連単票数 計2335738 的中 ��� 618（431番人気）
上り 1マイル 1：44．6 4F 51．8－3F 38．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
3（7，2）10（6，1）（9，11）－8，4＝12＝5
3，10（7，2）（11，1）9＝4－（6，8）－12

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

勝馬の
紹 介

�ジェミニキング �
�
父 トランセンド �

�
母父 アグネスデジタル

2016．5．28生 �7鹿 母 ピシーズクイーン 母母 タカミツクイーン 障害：12戦3勝 賞金 79，849，000円
初出走 JRA

〔競走中止〕 マッスルビーチ号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため2周目1コーナーで競走中止。
〔制裁〕 ロードアクア号の騎手難波剛健は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。



04105 3月11日 晴 良 （5阪神1） 第9日 第9競走 ��
��2，400�ゆ き や な ぎ 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 10，700，000円 4，300，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，070，000円
付 加 賞 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．1
2：20．6

良
良

710 サトノグランツ 牡3鹿 56 坂井 瑠星里見 治氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 490＋ 82：25．9 3．6�
55 サ ヴ ォ ー ナ 牡3鹿 56 池添 謙一加藤 誠氏 中竹 和也 浦河 高昭牧場 522＋102：26．0クビ 4．5�
812 ブレイヴロッカー 牡3芦 56 藤岡 康太吉田 照哉氏 本田 優 千歳 社台ファーム 456＋ 62：26．1� 26．8�
33 ミッキーキャンバス 牡3鹿 56 浜中 俊野田みづき氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 492－ 2 〃 クビ 3．6�
22 マイネルメモリー 牡3黒鹿56 和田 竜二 �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 450± 02：26．41� 15．2�
67 ウ ェ イ ビ ー 牝3黒鹿54 石橋 脩 	フジワラ・ファーム 西村 真幸 新ひだか フジワラフアーム 508－ 8 〃 クビ 38．6

811 スマートファントム 牡3鹿 56 角田 大河大川 徹氏 石橋 守 新ひだか 静内山田牧場 464－ 2 〃 ハナ 10．5�
68 コレオグラファー 牡3鹿 56 古川 吉洋大谷 正嗣氏 高柳 大輔 日高 戸川牧場 482＋ 42：26．71� 28．3�
79 ネビュルーズ 牡3鹿 56 武 豊 �インゼルレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 474＋122：27．55 5．6
11 ダノンペドロ 牡3鹿 56 松山 弘平�ダノックス 寺島 良 安平 ノーザンファーム 470± 02：27．61 26．7�
56 ガルムキャット 牡3黒鹿56 岩田 康誠 �スリーエイチレーシング 安田 隆行 日高 下河辺牧場 422－ 42：29．9大差 162．0�
44 	 サインポール 牡3鹿 56 吉村 智洋仲辻 正貴氏 南 弘樹 新ひだか 藤沢牧場 460± 02：31．610 448．5�

（兵庫） （兵庫）

（12頭）

売 得 金
単勝： 66，267，900円 複勝： 72，828，700円 枠連： 17，436，400円
馬連： 92，230，800円 馬単： 36，281，800円 ワイド： 79，253，300円
3連複： 144，019，500円 3連単： 164，912，400円 計： 673，230，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 150円 � 160円 � 480円 枠 連（5－7） 640円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 1，630円

ワ イ ド �� 350円 �� 1，240円 �� 1，380円

3 連 複 ��� 4，990円 3 連 単 ��� 18，790円

票 数

単勝票数 計 662679 的中 � 143505（2番人気）
複勝票数 計 728287 的中 � 148141（1番人気）� 128864（3番人気）� 27887（8番人気）
枠連票数 計 174364 的中 （5－7） 20983（2番人気）
馬連票数 計 922308 的中 �� 78779（2番人気）
馬単票数 計 362818 的中 �� 16656（3番人気）
ワイド票数 計 792533 的中 �� 64538（2番人気）�� 15492（15番人気）�� 13796（17番人気）
3連複票数 計1440195 的中 ��� 21622（16番人気）
3連単票数 計1649124 的中 ��� 6360（57番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．7―24．8―38．0―50．6―1：03．0―1：15．4―1：27．7―1：39．5―1：50．9―2：02．0―2：13．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノグランツ �
�
父 サトノダイヤモンド �

�
母父 Oratorio デビュー 2022．10．23 阪神8着

2020．4．3生 牡3鹿 母 チェリーコレクト 母母 Holy Moon 4戦2勝 賞金 18，287，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サインポール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年4月11日まで平地競走

に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

04106 3月11日 晴 良 （5阪神1） 第9日 第10競走 ��
��1，800�

な ん ば

難波ステークス
発走15時00分 （芝・右・外）
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 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．8

良
良

22 マテンロウスカイ �4栗 58 横山 典弘寺田千代乃氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 480－ 61：44．9 7．9�
710 パラレルヴィジョン 牡4鹿 58 池添 謙一 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 490－121：45．11	 1．9�
79 
 シ ン ボ 牡6鹿 58 武 豊�龍光 小崎 憲 新冠 長浜 忠 480＋ 21：45．2� 11．9�
812 メモリーレゾン 牝4鹿 56 古川 吉洋�シンザンクラブ 長谷川浩大 日高 下河辺牧場 454± 01：45．62	 8．4�
56 オールイズウェル 牡7黒鹿58 酒井 学小林竜太郎氏 佐々木晶三 新ひだか へいはた牧場 498－ 41：45．81� 23．4	
44 プラチナトレジャー 牡5芦 58 坂井 瑠星嶋田 賢氏 国枝 栄 新ひだか 服部 牧場 474－ 2 〃 クビ 82．0

811 ア サ ヒ 牡4黒鹿58 浜中 俊 �Gリビエール・

レーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 506－101：45．9	 28．1�
11 ストロングウィル 牡4黒鹿58 松山 弘平前田 晋二氏 橋口 慎介 新ひだか 山際牧場 492＋ 61：46．0� 3．8�
55 エイカイステラ 牝5鹿 56 岩田 康誠二木 英実氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 468－ 61：46．21 23．6
68 アステロイドベルト �6鹿 58 団野 大成 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B492± 01：46．73 82．1�
33 ダ ッ チ マ ン �6青鹿58 国分 恭介小田切 光氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 B464－ 41：46．81 365．1�

（11頭）
67 ギャラントウォリア 牡5青鹿58 和田 竜二 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 70，025，000円 複勝： 108，776，000円 枠連： 17，924，800円
馬連： 102，947，100円 馬単： 45，653，600円 ワイド： 86，935，700円
3連複： 149，503，200円 3連単： 214，170，500円 計： 795，935，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 190円 � 110円 � 210円 枠 連（2－7） 660円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 2，360円

ワ イ ド �� 330円 �� 800円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，900円 3 連 単 ��� 13，430円

票 数

単勝票数 計 700250 的中 � 70891（3番人気）
複勝票数 計1087760 的中 � 97701（4番人気）� 481135（1番人気）� 81800（5番人気）
枠連票数 計 179248 的中 （2－7） 20855（3番人気）
馬連票数 計1029471 的中 �� 107189（2番人気）
馬単票数 計 456536 的中 �� 14467（7番人気）
ワイド票数 計 869357 的中 �� 72409（2番人気）�� 25555（11番人気）�� 51121（5番人気）
3連複票数 計1495032 的中 ��� 58949（6番人気）
3連単票数 計2141705 的中 ��� 11561（42番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―11．7―11．8―11．9―11．7―11．1―11．0―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．9―35．6―47．4―59．3―1：11．0―1：22．1―1：33．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．6―3F33．9
3 2－9－（5，10）（1，6，8）12（4，11）3 4 2－9－（5，10）（1，6，8）12（4，11）－3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

マテンロウスカイ �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2021．8．29 小倉1着

2019．2．5生 �4栗 母 レッドラヴィータ 母母 ディクシージャズ 10戦3勝 賞金 54，441，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔出走取消〕 ギャラントウォリア号は，疾病〔左前肢跛行〕のため出走取消。



04107 3月11日 晴 良 （5阪神1） 第9日 第11競走 ��
��1，400�コーラルステークス（Ｌ）

発走15時35分 （ダート・右）
4歳以上，R4．3．12以降R5．3．5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 24，000，000円 9，600，000円 6，000，000円 3，600，000円 2，400，000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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

59 タガノビューティー 牡6鹿 58 石橋 脩八木 良司氏 西園 正都 新冠 有限会社新冠
タガノファーム B520＋ 21：24．0 4．5�

612 ブルベアイリーデ 牡7鹿 58 西村 淳也 �ブルアンドベア 杉山 晴紀 浦河 フクオカファーム 500＋ 4 〃 クビ 24．4�
48 オメガレインボー 牡7栗 57．5 岩田 康誠原 �子氏 安田 翔伍 新ひだか 岡田スタツド B468＋ 6 〃 アタマ 8．2�
47 ドンフランキー 牡4栗 56 池添 謙一早野 誠氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 598＋ 41：24．1クビ 2．3�
816 ベルダーイメル 牡6鹿 57 藤岡 佑介ケーエスHD 本田 優 新冠 川島牧場 464＋ 41：24．2� 45．9�
510 レ デ ィ バ グ 牝5青鹿55 酒井 学 �ゴールドアップ・

カンパニー 北出 成人 新ひだか ゴールドアップカンパニー 450－ 41：24．41	 39．3	
35 オーヴァーネクサス 牡6鹿 57．5 北村 友一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松下 武士 新冠 須崎牧場 502－101：24．71� 9．4

23 ジ レ ト ー ル 牡4鹿 56 松山 弘平 �キャロットファーム 松永 幹夫 新ひだか グランド牧場 488＋ 2 〃 クビ 13．2�
611 メイショウテンスイ 牡6栗 57 太宰 啓介松本 好雄氏 河内 洋 浦河 太陽牧場 544± 01：24．8� 37．7
713 エイシンギアアップ 牡5黒鹿55 団野 大成�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 516＋ 41：25．0� 18．2�
24 スリーグランド 牡6栗 55 藤懸 貴志永井商事� 高橋 義忠 新ひだか グランド牧場 484＋ 4 〃 ハナ 147．4�
11 レディオマジック 牡6黒鹿54 藤岡 康太 Him Rock Racing

ホールディングス� 佐々木晶三 日高 タバタファーム 490－ 81：25．1
 175．0�
815� ピ ン シ ャ ン 牡6栗 57 吉村 智洋冨士井直哉氏 森 秀行 米 Dream With

Me Stables Inc. 482＋ 61：25．31	 97．5�
（兵庫）

36 コンバスチョン 牡4鹿 57 武 豊ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B508－121：25．62 29．8�

12 デュアリスト 牡5栗 59 坂井 瑠星 �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 502－ 21：25．7
 15．0�
714 ミッキーブリランテ 牡7鹿 57．5 和田 竜二野田みづき氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 478－ 21：26．44 76．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 115，077，500円 複勝： 145，303，500円 枠連： 55，243，800円
馬連： 277，268，200円 馬単： 93，372，700円 ワイド： 221，800，000円
3連複： 487，946，600円 3連単： 501，996，000円 計： 1，898，008，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 180円 � 470円 � 220円 枠 連（5－6） 2，710円

馬 連 �� 4，190円 馬 単 �� 6，850円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 620円 �� 1，980円

3 連 複 ��� 9，310円 3 連 単 ��� 45，510円

票 数

単勝票数 計1150775 的中 � 204355（2番人気）
複勝票数 計1453035 的中 � 243706（2番人気）� 64983（8番人気）� 173778（3番人気）
枠連票数 計 552438 的中 （5－6） 15747（10番人気）
馬連票数 計2772682 的中 �� 51237（15番人気）
馬単票数 計 933727 的中 �� 10222（23番人気）
ワイド票数 計2218000 的中 �� 51018（11番人気）�� 96875（3番人気）�� 27703（26番人気）
3連複票数 計4879466 的中 ��� 39278（27番人気）
3連単票数 計5019960 的中 ��� 7997（123番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．3―11．9―12．5―12．0―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．4―46．3―58．8―1：10．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノビューティー �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2019．8．10 新潟1着

2017．3．16生 牡6鹿 母 スペシャルディナー 母母 ソフトパイン 27戦7勝 賞金 207，536，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 タガノビューティー号の騎手石橋脩は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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。
（非抽選馬） 8頭 アンセッドヴァウ号・クリノフラッシュ号・シャイニーブランコ号・ドウドウキリシマ号・プリマジア号・

ボイラーハウス号・メイショウエイコウ号・ワルツフォーラン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

04108 3月11日 晴 良 （5阪神1） 第9日 第12競走 ��
��2，000�4歳以上2勝クラス

発走16時10分 （ダート・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
2：01．0
2：01．0

不良
不良

710 オブジェダート 牡4栗 58 松山 弘平�G1レーシング 橋口 慎介 安平 追分ファーム 492－ 42：07．9 2．4�
33 プリモスペランツァ 牡4栗 58 武 豊伊藤 篤氏 中竹 和也 新冠 オリエント牧場 492＋ 62：08．11� 4．2�
79 セブンスレター 牡4鹿 58 松田 大作熊坂 俊一氏 武井 亮 新冠 松浦牧場 486－ 62：08．2	 11．5�
67 スーパーチーフ 牡4鹿 58 坂井 瑠星 �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 486－ 4 〃 クビ 3．8�
68 アシタガアルサ 牡5栗 58 団野 大成千葉 正人氏 小笠 倫弘 新ひだか 飛野牧場 B462－ 62：08．51
 90．4	
44 � ブ ル レ ス カ 牝5栗 56 小崎 綾也前田 幸治氏 寺島 良 新冠 株式会社

ノースヒルズ 476＋102：08．6クビ 88．0

11 � キミコソシャチョウ 牡4芦 58 吉村 智洋 �ミキハウスHKサービス 森 秀行 米 Profoal Part-

ners8，LLC 516＋ 42：09．02	 24．1�
（兵庫）

22 タイスケフェイス 牡5鹿 58
55 ▲今村 聖奈 STレーシング 石橋 守 新冠 高瀬牧場 472＋ 2 〃 クビ 41．8�

812 アドマイヤベネラ 牡6黒鹿 58
56 △角田 大河近藤 旬子氏 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 502＋ 42：09．31	 14．9

55 キ ゾ ク 牡5栗 58 石橋 脩西村 憲人氏 西村 真幸 新ひだか 田中 裕之 490－142：09．4
 110．3�
811 イルミネーター 牡6鹿 58 水口 優也グリーンスウォード羽月 友彦 浦河 岡部牧場 472－162：09．5クビ 98．4�
56 アンクラウデッド 牡5栗 58 西村 淳也 �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム 506－ 22：09．82 12．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 71，667，300円 複勝： 68，843，400円 枠連： 19，824，300円
馬連： 119，277，900円 馬単： 48，231，700円 ワイド： 103，976，700円
3連複： 180，116，700円 3連単： 237，609，000円 計： 849，547，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 150円 � 220円 枠 連（3－7） 440円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 860円

ワ イ ド �� 260円 �� 510円 �� 550円

3 連 複 ��� 1，420円 3 連 単 ��� 4，630円

票 数

単勝票数 計 716673 的中 � 235852（1番人気）
複勝票数 計 688434 的中 � 191907（1番人気）� 119405（3番人気）� 58287（4番人気）
枠連票数 計 198243 的中 （3－7） 34690（2番人気）
馬連票数 計1192779 的中 �� 162568（2番人気）
馬単票数 計 482317 的中 �� 41837（2番人気）
ワイド票数 計1039767 的中 �� 114759（2番人気）�� 49419（5番人気）�� 45096（7番人気）
3連複票数 計1801167 的中 ��� 94714（2番人気）
3連単票数 計2376090 的中 ��� 37156（7番人気）

ハロンタイム 13．0―11．4―12．1―14．3―13．1―13．0―12．7―12．5―12．5―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．4―36．5―50．8―1：03．9―1：16．9―1：29．6―1：42．1―1：54．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．3
1
3
9（8，12）（11，10）－（6，7）（3，5）1，4－2・（9，12）（8，10）（11，3）（6，7，5）1，4－2

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

勝馬の
紹 介

オブジェダート �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Southern Halo デビュー 2021．7．11 函館7着

2019．3．14生 牡4栗 母 サザンフェアリー 母母 Fairy Dancer 10戦3勝 賞金 32，810，000円
〔発走状況〕 アンクラウデッド号は，発走地点で右後肢落鉄。発走時刻6分遅延。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



（5阪神1）第9日 3月11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 158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

282，530，000円
3，020，000円
34，250，000円
1，900，000円
37，560，000円
73，982，500円
5，413，000円
1，516，800円

勝馬投票券売得金
642，903，300円
816，102，600円
192，796，600円
1，037，063，600円
438，545，500円
912，085，500円
1，667，812，200円
2，002，777，800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 7，710，087，100円

総入場人員 8，992名 （有料入場人員 8，690名）
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