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09001 3月25日 曇 重 （5阪神2） 第1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 5，500，000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

816 レディフォース 牝3青鹿54 長岡 禎仁藤田 好紀氏 杉山 佳明 洞�湖 レイクヴィラファーム 506 ―1：12．4 11．0�
815 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 484＋ 41：13．57 4．8�

47 メリーコッカー 牝3芦 54 藤岡 康太小林竜太郎氏 千田 輝彦 新冠 須崎牧場 428＋141：13．7� 88．8�
714 スノーヴァース 牝3青鹿 54

51 ▲田口 貫太中辻 明氏 大根田裕之 浦河 中村 雅明 388－ 4 〃 クビ 35．5�
36 ビッグボーンリタ 牝3鹿 54 和田 竜二�髙昭牧場 高橋 康之 浦河 高昭牧場 428－10 〃 ハナ 12．2	
23 ロ ー ザ 牝3鹿 54 岩田 望来中辻 明氏 大久保龍志 浦河 バンブー牧場 504± 01：14．01� 2．2

35 メイショウヒエイ 牝3鹿 54 加藤 祥太松本 好雄氏 庄野 靖志 浦河 斉藤英牧場 450＋ 4 〃 クビ 199．2�
24 タイコウフェイス 牝3鹿 54

51 ▲川端 海翼 STレーシング 石橋 守 浦河 惣田 英幸 422－ 81：14．1� 16．2�
11 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± 01：14．41� 46．9
612 アネラアーニャ 牝3鹿 54 岩田 康誠久保 博文氏 安田 翔伍 日高 株式会社

目黒牧場 422－ 61：14．5� 34．5�
59 イザベラフジン 牝3鹿 54 田中 健�髙昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 460 ― 〃 アタマ 95．3�
48 ラピッドベル 牝3鹿 54 吉村 智洋�大樹ファーム 牧浦 充徳 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 490－ 41：14．71 4．2�
（兵庫）

12 メイショウフェリオ 牝3芦 54 国分 優作松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 林 孝輝 428± 01：15．12� 91．6�
713 クリノサクセス 牝3鹿 54 和田 翼栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 456－ 61：15．63 98．0�
510 クリノチャイルド 牝3鹿 54 川須 栄彦栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 戸川牧場 434－ 41：16．45 496．0�
611 ラブモンテー 牝3黒鹿54 高倉 稜増田 陽一氏 森田 直行 日高 奥山牧場 530－ 41：17．25 514．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，472，400円 複勝： 41，629，900円 枠連： 9，721，900円
馬連： 46，223，200円 馬単： 22，015，200円 ワイド： 47，123，400円
3連複： 75，583，100円 3連単： 78，041，000円 計： 354，810，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，100円 複 勝 � 390円 � 180円 � 1，150円 枠 連（8－8） 3，040円

馬 連 �� 2，840円 馬 単 �� 6，190円

ワ イ ド �� 930円 �� 9，280円 �� 5，390円

3 連 複 ��� 58，620円 3 連 単 ��� 282，890円

票 数

単勝票数 計 344724 的中 � 24873（4番人気）
複勝票数 計 416299 的中 � 26003（6番人気）� 76373（2番人気）� 7591（10番人気）
枠連票数 計 97219 的中 （8－8） 2478（13番人気）
馬連票数 計 462232 的中 �� 12578（9番人気）
馬単票数 計 220152 的中 �� 2664（23番人気）
ワイド票数 計 471234 的中 �� 13673（9番人気）�� 1274（52番人気）�� 2205（38番人気）
3連複票数 計 755831 的中 ��� 967（108番人気）
3連単票数 計 780410 的中 ��� 200（544番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―12．2―12．0―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．9―36．1―48．1―1：00．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．5―3F36．3
3 ・（14，15，16）6（7，4，8）（1，3）2，5（9，13）10－12，11 4 ・（14，15，16）（6，7，4）8（1，3）（2，5）－（9，13）10－12－11
市場取引馬

勝馬の
紹 介

レディフォース �
�
父 リアルインパクト �

�
母父 Mayakovsky 初出走

2020．2．5生 牝3青鹿 母 マザーロシア 母母 Still Secret 1戦1勝 賞金 5，500，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラブモンテー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年5月25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〕 クリノチャイルド号は，「3走成績による出走制限」のため，令和5年5月25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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 フェアリープト号
※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。

09002 3月25日 曇 重 （5阪神2） 第1日 第2競走 ��2，000�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 5，500，000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

56 ヴァレンティヌス 牡3鹿 56 松山 弘平小川眞査雄氏 辻野 泰之 安平 ノーザンファーム 506＋ 82：07．4 7．4�
33 ライトライズライト 牡3栗 56 岩田 康誠 �吉澤ホールディングス 石坂 公一 浦河 谷口牧場 470＋ 22：07．6� 28．1�
44 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 442－ 4 〃 クビ 3．1�
811 ロードパレス 牡3鹿 56 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 奥村 豊 新ひだか ケイアイファーム 462－ 22：07．91� 40．6�
79 ル フ レ ー ヴ 牡3黒鹿56 長岡 禎仁長谷川祐司氏 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 B474－ 82：08．43 30．7�
55 アンフィテアトルム 牡3鹿 56

54 △角田 大河�ノースヒルズ 宮本 博 新ひだか 土居牧場 530± 02：08．72 59．0	
22 クリスタルゴールド 牡3栗 56 和田 竜二岡田 勇氏 高橋 義忠 新冠 大狩部牧場 B490＋12 〃 ハナ 26．5

710 シェアザグローリー 牡3黒鹿56 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 梅田 智之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 538± 02：08．9� 4．1�
11 テイエムバクソウ 牡3栗 56 松田 大作竹園 正繼氏 高橋 康之 日高 田端牧場 500－ 42：09．43 85．1
67 ショウミーザマネー 牝3鹿 54 団野 大成飯塚 知一氏 蛯名 正義 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490－ 42：10．78 71．6�
812 シゲルマティアス 牡3栗 56 和田 翼森中 啓子氏 谷 潔 安平 追分ファーム 490－182：11．76 77．9�
68 ラバタンシン 牡3黒鹿56 岩田 望来 �社台レースホース寺島 良 千歳 社台ファーム 490＋ 42：13．19 2．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 35，659，600円 複勝： 39，059，800円 枠連： 10，082，500円
馬連： 44，875，200円 馬単： 21，541，300円 ワイド： 42，309，700円
3連複： 67，153，500円 3連単： 83，042，000円 計： 343，723，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 190円 � 510円 � 150円 枠 連（3－5） 7，860円

馬 連 �� 7，540円 馬 単 �� 12，250円

ワ イ ド �� 1，610円 �� 430円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 6，000円 3 連 単 ��� 47，030円

票 数

単勝票数 計 356596 的中 � 38064（4番人気）
複勝票数 計 390598 的中 � 54278（4番人気）� 14746（6番人気）� 82676（2番人気）
枠連票数 計 100825 的中 （3－5） 994（18番人気）
馬連票数 計 448752 的中 �� 4610（22番人気）
馬単票数 計 215413 的中 �� 1318（34番人気）
ワイド票数 計 423097 的中 �� 6375（16番人気）�� 27623（5番人気）�� 9016（8番人気）
3連複票数 計 671535 的中 ��� 8388（18番人気）
3連単票数 計 830420 的中 ��� 1280（140番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．8―35．1―48．8―1：01．6―1：14．7―1：27．6―1：40．4―1：53．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヴァレンティヌス �
�
父 レッドファルクス �

�
母父 Southern Image デビュー 2022．7．17 函館5着

2020．2．14生 牡3鹿 母 サザンスピード 母母 Golden Eagle 4戦1勝 賞金 7，500，000円

第２回 阪神競馬 第１日



09003 3月25日 曇 重 （5阪神2） 第1日 第3競走 ��1，400�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 5，500，000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

59 ドンアチェカ 牡3黒鹿56 岩田 望来山田 貢一氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 486－ 61：24．8 4．6�

11 ハクサンパイオニア 牡3黒鹿56 吉村 智洋河﨑 五市氏 清水 久詞 新冠 新冠橋本牧場 504＋101：24．9クビ 9．2�
（兵庫）

12 エナジーポコアポコ 牡3青鹿56 松山 弘平 �キャピタル・システム 高柳 大輔 浦河 宮内牧場 456－ 41：25．11� 2．3�
713 ランドティターン 牡3鹿 56 団野 大成木村 昌三氏 安達 昭夫 新ひだか タガミファーム 484＋ 41：25．31� 20．9�
24 ワ ン ボ イ ス 牡3栗 56

54 △角田 大河岡 浩二氏 角田 晃一 新冠 村上 欽哉 470＋ 61：25．51� 309．9�
48 ミスティックパワー 牡3鹿 56 横山 典弘小林竜太郎氏 新谷 功一 新ひだか 藤沢牧場 500＋ 81：25．81� 8．7	
815 マ チ カ ゼ 牡3鹿 56 吉田 隼人藤田 晋氏 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 488± 0 〃 ハナ 7．8

816 トリシューラ 牡3鹿 56 加藤 祥太篁 真一郎氏 杉山 佳明 浦河トラストスリーファーム 452－ 21：26．11� 390．5�
47 ミエノリュウセイ 牡3鹿 56 長岡 禎仁里見美惠子氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 494± 01：26．2� 16．0�
611 オリンポスカズマ 牡3青 56 和田 竜二合同会社雅苑興業 平田 修 日高 野島牧場 496＋ 21：26．62� 22．4
23 オレノアイバ 牡3黒鹿56 松田 大作大田 恭充氏 高橋 康之 新冠 中山 高鹿康 454 ―1：26．7� 191．3�
612 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 448＋ 41：26．81 335．7�
714 プラチナリボン 牡3鹿 56 川須 栄彦三宅 勝俊氏 高橋 康之 浦河 カナイシスタッド 466± 01：27．22� 521．6�
36 プロスパーバイオ 牝3鹿 54 国分 優作バイオ� 畑端 省吾 日高 沖田牧場 434＋ 21：28．15 509．8�
35 チュウワステート 牡3青 56 石川裕紀人中西 忍氏 小崎 憲 日高 若林 順一 480－ 81：28．31� 17．0�
510 ファニーボーイ 牡3栗 56 岩田 康誠 Him Rock Racing

ホールディングス� 安達 昭夫 日高 北田 剛 474＋ 41：53．6大差 44．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 39，446，400円 複勝： 54，678，900円 枠連： 10，075，400円
馬連： 54，439，200円 馬単： 24，124，900円 ワイド： 55，973，300円
3連複： 82，019，600円 3連単： 89，954，400円 計： 410，712，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 160円 � 230円 � 130円 枠 連（1－5） 400円

馬 連 �� 1，950円 馬 単 �� 3，820円

ワ イ ド �� 690円 �� 230円 �� 470円

3 連 複 ��� 1，440円 3 連 単 ��� 10，920円

票 数

単勝票数 計 394464 的中 � 68260（2番人気）
複勝票数 計 546789 的中 � 88523（2番人気）� 48678（5番人気）� 126469（1番人気）
枠連票数 計 100754 的中 （1－5） 19397（1番人気）
馬連票数 計 544392 的中 �� 21549（6番人気）
馬単票数 計 241249 的中 �� 4731（15番人気）
ワイド票数 計 559733 的中 �� 18448（9番人気）�� 71803（1番人気）�� 28802（3番人気）
3連複票数 計 820196 的中 ��� 42594（2番人気）
3連単票数 計 899544 的中 ��� 5970（26番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．9―12．1―12．2―12．0―13．4

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドンアチェカ �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2022．10．15 阪神6着

2020．3．21生 牡3黒鹿 母 タガノラヴキセキ 母母 タガノシャルマン 4戦1勝 賞金 8，530，000円
〔調教再審査〕 ファニーボーイ号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔その他〕 ファニーボーイ号は，競走中に異常歩様となったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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。

09004 3月25日 曇
（ 芝 ）稍重
（ダート）重 （5阪神2） 第1日 第4競走 ��3，110�障害4歳以上オープン

発走11時30分 （芝・ダート）
負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金400万円超過馬は超過額300
万円毎1�増
本 賞 13，500，000円 5，400，000円 3，400，000円 2，000，000円 1，350，000円� コースレコード3：25．0良・良

45 マイネルグロン 牡5青鹿60 五十嵐雄祐 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 青木 孝文 新冠 ビッグレッドファーム 520＋143：31．3 5．1�

11 アレデラヴァン �5鹿 60 伴 啓太塩川 和則氏 岩戸 孝樹 浦河 久保 昇 524＋ 2 〃 ハナ 21．2�
56 ビーマイオーシャン 牡6青鹿 60

58 △小牧加矢太 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 514＋263：31．62 11．7�
711 オメガエリタージュ �6青鹿60 森 一馬原 �子氏 辻野 泰之 千歳 社台ファーム 444＋ 23：32．12� 3．5�
69 メイショウアツイタ 牡5黒鹿60 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 義忠 安平 ゼットステーブル B496－ 63：32．52� 18．3	
710 ヤマノグリッターズ 牡5黒鹿60 蓑島 靖典澤村 敏雄氏 松山 将樹 浦河 猿橋 義昭 494－ 83：33．03 78．0

813 タガノペルマネンテ 牝6黒鹿58 黒岩 悠八木 良司氏 平田 修 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 458＋20 〃 クビ 20．7�
57 ウインガヴァナー 牡5黒鹿60 熊沢 重文�ウイン 西園 正都 浦河 笹島 政信 516± 03：33．21 27．5�
22 ポルタフォリオ 牡5鹿 60 北沢 伸也吉田 照哉氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 518＋123：33．3� 4．5
68 ゴールドフレーム �7栗 60 上野 翔外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 484＋ 23：33．4	 5．3�
812 タンジェントアーク 牡5黒鹿60 大江原 圭大塚 亮一氏 田村 康仁 浦河 ディアレスト

クラブ B452－ 23：34．88 27．7�
33 ダイメイコスモス 牡7栗 60 小坂 忠士宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 506－ 2 （競走中止） 56．0�
44 ア ノ 牡7栗 60 中村 将之武田 浩典氏 小栗 実 浦河 中神牧場 466＋12 （競走中止） 33．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 27，156，700円 複勝： 29，454，300円 枠連： 9，848，600円
馬連： 38，701，300円 馬単： 19，261，500円 ワイド： 35，166，700円
3連複： 71，290，200円 3連単： 76，442，800円 計： 307，322，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 190円 � 510円 � 410円 枠 連（1－4） 5，770円

馬 連 �� 4，840円 馬 単 �� 7，360円

ワ イ ド �� 1，380円 �� 840円 �� 3，200円

3 連 複 ��� 14，400円 3 連 単 ��� 70，870円

票 数

単勝票数 計 271567 的中 � 42584（3番人気）
複勝票数 計 294543 的中 � 48201（2番人気）� 13328（8番人気）� 16991（6番人気）
枠連票数 計 98486 的中 （1－4） 1322（20番人気）
馬連票数 計 387013 的中 �� 6194（18番人気）
馬単票数 計 192615 的中 �� 1961（27番人気）
ワイド票数 計 351667 的中 �� 6524（15番人気）�� 11186（7番人気）�� 2732（35番人気）
3連複票数 計 712902 的中 ��� 3712（46番人気）
3連単票数 計 764428 的中 ��� 782（232番人気）
上り 1マイル 1：45．2 4F 50．9－3F 38．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルグロン �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2020．9．12 中山12着

2018．6．7生 牡5青鹿 母 マイネヌーヴェル 母母 マイネプリテンダー 障害：7戦2勝 賞金 35，884，000円
〔競走中止〕 ダイメイコスモス号は，競走中に疾病〔左後肢跛行〕を発症したため2周目2コーナーで競走中止。

アノ号は，2周目4号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 タンジェントアーク号の騎手大江原圭は，1周目8号障害を内側に斜飛したことについて戒告。（被害馬：8番）



09005 3月25日 曇 重 （5阪神2） 第1日 第5競走 ��1，800�3歳未勝利
発走12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

44 サンライズパスカル 牡3栗 56 吉田 隼人�ライフハウス 石坂 公一 日高 ヤナガワ牧場 524－ 21：53．2 5．2�
33 ロードトラスト 牡3黒鹿56 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 長谷川浩大 浦河 宮内牧場 B492± 01：53．3クビ 1．5�
22 クリノトランプ 牡3芦 56 和田 竜二栗本 博晴氏 川村 禎彦 日高 新井 弘幸 550＋ 51：54．36 36．4�
811 ヒミノイチシロ 牡3青鹿56 吉村 智洋佐々木八郎氏 川村 禎彦 平取 原田 新治 496－ 81：54．51� 49．9�

（兵庫）

11 ダンツセリカ 牡3栗 56 和田 翼山元 哲二氏 谷 潔 新冠 村上 欽哉 480± 01：55．24 18．4�
55 メイショウヤッコ 牡3鹿 56 国分 優作松本 好雄氏 木原 一良 新ひだか 水上 習孝 482－ 41：55．3クビ 277．6	
78 グランデサラス 牡3栗 56 松山 弘平名古屋友豊� 池添 学 新冠 オリエント牧場 B480－ 81：56．89 5．5

66 ブループラネット 牡3鹿 56

54 △角田 大河桜井 欣吾氏 河内 洋 新冠 イワミ牧場 440＋ 81：57．75 33．7�
79 シゲルスゴウデ 牡3青 56 松田 大作森中 啓子氏 高橋 康之 日高 スウィング

フィールド牧場 452－ 41：58．65 361．8�
67 ケイティウラノス 牡3黒鹿56 長岡 禎仁瀧本 和義氏 杉山 佳明 新ひだか へいはた牧場 470－ 21：58．7クビ 175．2
810 タイセイスパート 牡3鹿 56 高倉 稜田中 成奉氏 杉山 晴紀 浦河 杵臼牧場 510＋ 61：58．8� 12．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 38，626，800円 複勝： 127，066，500円 枠連： 8，034，900円
馬連： 45，301，300円 馬単： 31，069，200円 ワイド： 41，912，200円
3連複： 69，083，600円 3連単： 133，581，900円 計： 494，676，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 130円 � 110円 � 200円 枠 連（3－4） 310円

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 980円

ワ イ ド �� 170円 �� 850円 �� 450円

3 連 複 ��� 970円 3 連 単 ��� 5，000円

票 数

単勝票数 計 386268 的中 � 58360（2番人気）
複勝票数 計1270665 的中 � 88779（2番人気）� 952644（1番人気）� 39687（5番人気）
枠連票数 計 80349 的中 （3－4） 19941（1番人気）
馬連票数 計 453013 的中 �� 122500（1番人気）
馬単票数 計 310692 的中 �� 23594（4番人気）
ワイド票数 計 419122 的中 �� 83034（1番人気）�� 10187（13番人気）�� 21068（6番人気）
3連複票数 計 690836 的中 ��� 52961（3番人気）
3連単票数 計1335819 的中 ��� 19352（16番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―12．6―12．4―13．0―13．2―12．9―12．8―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．4―36．0―48．4―1：01．4―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4F51．8―3F38．6
1
3
8－4，6（1，5）9，2（3，10）7－11
8－4，1（5，6）（2，3）（9，11）10，7

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

勝馬の
紹 介

サンライズパスカル �
�
父 ミッキーアイル �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2022．10．15 阪神9着

2020．4．17生 牡3栗 母 ラブミーニキータ 母母 コパノニキータ 5戦1勝 賞金 7，320，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ケイティウラノス号・タイセイスパート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年4月

25日まで平地競走に出走できない。
シゲルスゴウデ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年5月25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〕 シゲルスゴウデ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和5年5月25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。

09006 3月25日 曇 稍重 （5阪神2） 第1日 第6競走 ��
��1，600�3歳未勝利

発走12時50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

24 システムリブート 牡3鹿 56 吉田 隼人山口 裕介氏 吉岡 辰弥 浦河 富田牧場 502± 01：34．3 118．1�
11 ウインエーデル 牝3黒鹿54 川島 信二�ウイン 吉田 直弘 新冠 コスモヴューファーム 444＋ 81：34．72� 3．9�
12 コモドアーズ 牡3芦 56

54 △角田 大河安原 浩司氏 西村 真幸 新ひだか フジワラフアーム 528－ 21：34．81 8．1�
35 ト ラ ミ ナ ー 牝3黒鹿54 岩田 望来金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 444＋ 41：35．01 5．0�
713 ノ ヴ ェ ン ト 牝3青鹿54 団野 大成街風 �雄氏 武 幸四郎 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442＋ 41：35．42� 93．7	
510 マテンロウジョイ 牡3黒鹿56 横山 典弘寺田千代乃氏 四位 洋文 浦河 丸幸小林牧場 452＋ 41：35．5� 3．4

611 ヒルノピレネー 牡3黒鹿56 松田 大作�ヒルノ 北出 成人 浦河 桑田牧場 454＋10 〃 ハナ 36．1�
48 ウインジュルネ 牡3栗 56 国分 優作�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 440± 01：35．71 56．1�
818 モ ズ キ ラ ー 牡3芦 56 和田 竜二 �キャピタル・システム 森田 直行 日高 坪田 晃宜 454 ― 〃 クビ 209．3
817 ダンツクリスタル 牝3青 54 藤岡 佑介山元 哲二氏 本田 優 浦河 鎌田 正嗣 432－ 41：35．91� 44．4�
59 レッドルヴァンシュ 牡3黒鹿56 松山 弘平 �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± 01：36．21� 4．1�
816	 ポ テ ン ザ 牡3鹿 56 吉村 智洋�ターフライズ 清水 久詞 仏 Mr Takaya

Kimura 504－ 2 〃 ハナ 29．8�
（兵庫）

612 コンフルエンス 牡3鹿 56 岩田 康誠川勝 裕之氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 486 ―1：36．41� 95．9�
715 サ エ ッ タ 牡3鹿 56 川須 栄彦�ノースヒルズ 河内 洋 新冠 株式会社

ノースヒルズ 462 ―1：37．25 325．3�
23 テイエムアンジェロ 牝3鹿 54

51 ▲川端 海翼竹園 正繼氏 畑端 省吾 新ひだか 田上 徹 450－ 61：37．31 337．1�
714 アズワンウイッシュ 牝3鹿 54 石川裕紀人 �社台レースホース庄野 靖志 千歳 社台ファーム 428－ 41：37．4クビ 172．7�
36 ヤマカツダーリン 牡3栗 56

53 ▲田口 貫太山田 和夫氏 大根田裕之 浦河 大西ファーム 478 ―1：37．5
 258．2�
47 ウインドワンピース 牡3鹿 56 高倉 稜福原 正博氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 542 ―1：38．45 359．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 41，843，900円 複勝： 55，586，600円 枠連： 15，168，600円
馬連： 57，015，000円 馬単： 24，716，300円 ワイド： 56，694，100円
3連複： 87，049，500円 3連単： 96，790，600円 計： 434，864，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 11，810円 複 勝 � 2，040円 � 180円 � 240円 枠 連（1－2） 8，830円

馬 連 �� 23，650円 馬 単 �� 67，160円

ワ イ ド �� 6，850円 �� 6，000円 �� 640円

3 連 複 ��� 39，370円 3 連 単 ��� 381，370円

票 数

単勝票数 計 418439 的中 � 2834（12番人気）
複勝票数 計 555866 的中 � 5222（11番人気）� 101326（2番人気）� 63699（5番人気）
枠連票数 計 151686 的中 （1－2） 1331（19番人気）
馬連票数 計 570150 的中 �� 1868（38番人気）
馬単票数 計 247163 的中 �� 276（92番人気）
ワイド票数 計 566941 的中 �� 2052（43番人気）�� 2347（38番人気）�� 24418（9番人気）
3連複票数 計 870495 的中 ��� 1658（80番人気）
3連単票数 計 967906 的中 ��� 184（605番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．0―12．0―11．7―11．1―11．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．0―36．0―48．0―59．7―1：10．8―1：22．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

システムリブート �
�
父 キタサンブラック �

�
母父 Dubawi デビュー 2022．12．4 中京7着

2020．2．16生 牡3鹿 母 シャンテクレール 母母 Signorina Cattiva 3戦1勝 賞金 5，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウインドワンピース号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年4月25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。



09007 3月25日 曇 稍重 （5阪神2） 第1日 第7競走 ��
��1，400�3歳1勝クラス

発走13時20分 （芝・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
1：19．2
1：19．0

良
良

11 タガノシャーンス 牝3青鹿54 川須 栄彦八木 良司氏 中尾 秀正 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 450－ 21：22．0 2．5�

22 ユメハハテシナク 牡3栗 56 石川裕紀人江口 博美氏 石坂 公一 浦河 杵臼牧場 468－ 2 〃 アタマ 30．2�
77 マルクパージュ 牝3青鹿54 和田 竜二 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 398－ 4 〃 ハナ 15．3�
55 ヴェンチュラムーン 牡3鹿 56 藤岡 康太西見 徹也氏 小島 茂之 新冠 村上 欽哉 432± 01：22．1� 5．0�
810 ベ ル タ ソ 牝3鹿 54 吉田 隼人細川 大輔氏 小崎 憲 浦河 �川 啓一 444－ 21：22．31 5．1�
33 サザーランド 牝3鹿 54

52 △角田 大河�下河辺牧場 小林 真也 日高 下河辺牧場 424－10 〃 クビ 7．4	
89 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 484－ 21：22．61	 33．8

（兵庫）

66 ゴルトリッチ 牡3栗 56 松山 弘平前原 敏行氏 牧浦 充徳 日高 アイズスタッド株式会社 490± 0 〃 アタマ 10．0�
78 ロードスパイラル 牡3鹿 56 岩田 望来 �ロードホースクラブ 清水 久詞 新ひだか ケイアイファーム 462－ 81：23．23� 11．3
44 ハ ウ ピ ア 牝3黒鹿 54

51 ▲田口 貫太 �日高大洋牧場 岡田 稲男 日高 日高大洋牧場 414－ 21：25．9大差 78．8�
（10頭）

売 得 金
単勝： 45，010，400円 複勝： 50，186，300円 枠連： 9，040，300円
馬連： 56，574，600円 馬単： 25，656，000円 ワイド： 50，906，100円
3連複： 80，857，700円 3連単： 104，888，500円 計： 423，119，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 160円 � 610円 � 350円 枠 連（1－2） 5，250円

馬 連 �� 3，440円 馬 単 �� 4，830円

ワ イ ド �� 1，320円 �� 800円 �� 4，360円

3 連 複 ��� 11，740円 3 連 単 ��� 40，970円

票 数

単勝票数 計 450104 的中 � 141967（1番人気）
複勝票数 計 501863 的中 � 108289（1番人気）� 17200（8番人気）� 33378（7番人気）
枠連票数 計 90403 的中 （1－2） 1332（17番人気）
馬連票数 計 565746 的中 �� 12715（16番人気）
馬単票数 計 256560 的中 �� 3978（25番人気）
ワイド票数 計 509061 的中 �� 9906（19番人気）�� 16973（11番人気）�� 2887（37番人気）
3連複票数 計 808577 的中 ��� 5164（46番人気）
3連単票数 計1048885 的中 ��� 1856（184番人気）

ハロンタイム 12．6―11．6―11．9―11．6―11．3―11．2―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．2―36．1―47．7―59．0―1：10．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノシャーンス �
�
父 キタサンブラック �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2023．1．8 中京1着

2020．3．27生 牝3青鹿 母 タガノジョイナー 母母 タガノチャーリーズ 2戦2勝 賞金 14，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハウピア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年4月25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。

09008 3月25日 曇 重 （5阪神2） 第1日 第8競走 ��1，800�4歳以上1勝クラス
発走13時50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
1：48．5
1：47．6

重
重

44 シュガーコルト �4鹿 58 岩田 望来飯田 正剛氏 寺島 良 新ひだか 千代田牧場 B498＋ 21：54．0 2．8�
11 スピリトーゾ 牡4黒鹿58 吉村 智洋 �カナヤマホール

ディングス 岡田 稲男 新ひだか 今 牧場 472－ 21：54．53 12．1�
（兵庫）

78 � コパノオースティン �4黒鹿58 和田 竜二小林 祥晃氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 500－ 3 〃 クビ 22．1�
55 メイショウトール 牡4鹿 58

56 △角田 大河松本 好雄氏 石橋 守 様似 中脇 一幸 474－ 21：54．81� 2．8�
22 メレカリキマカ 牡5鹿 58 岩田 康誠丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 500± 0 〃 アタマ 27．4�
810� サフランブライト 牡4鹿 58 石川裕紀人海原 聖一氏 小西 一男 浦河 林農場 514－ 81：54．9クビ 16．6	
66 ソウルユニバンス �6黒鹿58 黒岩 悠亀井 哲也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 486－ 41：55．0	 11．1

77 グッドインパクト 牝5鹿 56 藤岡 康太杉立健次郎氏 宮 徹 安平 ノーザンファーム 442＋ 2 〃 ハナ 16．1�
33 シゲルツキミザケ 牡4黒鹿 58

55 ▲田口 貫太森中 啓子氏 谷 潔 様似 猿倉牧場 450－ 41：55．21	 5．6�
（9頭）

89 シャドウアイル �4栗 58 吉田 隼人飯塚 知一氏 斉藤 崇史 千歳 社台ファーム B466＋ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 27，523，000円 複勝： 34，588，100円 枠連： 9，205，100円
馬連： 36，364，500円 馬単： 17，078，900円 ワイド： 34，276，400円
3連複： 49，879，400円 3連単： 60，891，500円 計： 269，806，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 330円 � 450円 枠 連（1－4） 2，120円

馬 連 �� 1，810円 馬 単 �� 2，750円

ワ イ ド �� 630円 �� 920円 �� 1，740円

3 連 複 ��� 6，790円 3 連 単 ��� 25，280円

票 数

単勝票数 差引計 275230（返還計 30048） 的中 � 77209（1番人気）
複勝票数 差引計 345881（返還計 30383） 的中 � 82548（1番人気）� 23487（6番人気）� 15745（8番人気）
枠連票数 差引計 92051（返還計 749） 的中 （1－4） 3354（12番人気）
馬連票数 差引計 363645（返還計 82822） 的中 �� 15507（7番人気）
馬単票数 差引計 170789（返還計 33861） 的中 �� 4642（10番人気）
ワイド票数 差引計 342764（返還計 69773） 的中 �� 14425（7番人気）�� 9553（12番人気）�� 4868（22番人気）
3連複票数 差引計 498794（返還計186619） 的中 ��� 5503（29番人気）
3連単票数 差引計 608915（返還計220570） 的中 ��� 1746（86番人気）

ハロンタイム 12．8―11．7―13．8―12．0―12．6―12．8―12．4―12．7―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．5―38．3―50．3―1：02．9―1：15．7―1：28．1―1：40．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シュガーコルト 
�
父 ヘニーヒューズ 

�
母父 Kingmambo デビュー 2021．6．19 阪神10着

2019．3．12生 �4鹿 母 フェミニンガール 母母 Money Madam 16戦2勝 賞金 15，870，000円
〔競走除外〕 シャドウアイル号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 コパノオースティン号の騎手和田竜二は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番）
※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。



09009 3月25日 曇 良 （5阪神2） 第1日 第9競走 ��1，800�
く ん し ら ん

君 子 蘭 賞
発走14時25分 （芝・右・外）

牝，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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．8

良
良

77 キミノナハマリア 牝3栗 54 松山 弘平浦野 和由氏 千田 輝彦 千歳 社台ファーム 490＋ 41：47．0 3．0�
33 ランスオブサウンド 牝3鹿 54 団野 大成五影 慶則氏 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 430＋ 21：47．53 6．2�
22 アリスヴェリテ 牝3鹿 54 藤岡 康太加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 438－ 4 〃 ハナ 5．2�
810 メテオリート 牝3鹿 54 吉田 隼人 �シルクレーシング 吉岡 辰弥 安平 ノーザンファーム 470－12 〃 アタマ 14．2�
89 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 462－ 61：47．6� 8．2�
66 ダークブロンド 牝3黒鹿54 石川裕紀人吉田 勝己氏 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 418－ 21：47．81� 32．4	
78 マスキュリン 牝3鹿 54 和田 竜二
ノースヒルズ 新谷 功一 新冠 株式会社

ノースヒルズ 432± 0 〃 クビ 101．5�
55 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± 01：48．22 12．9�
11 � エイシンペトラ 牝3鹿 54 吉村 智洋平井 克彦氏 森沢 友貴 青森 荒谷牧場 464－ 31：48．51� 194．9

（兵庫） （兵庫）

44 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± 01：50．110 3．8�
（10頭）

売 得 金
単勝： 55，959，400円 複勝： 62，116，000円 枠連： 11，295，400円
馬連： 82，896，800円 馬単： 34，669，300円 ワイド： 67，958，700円
3連複： 118，458，300円 3連単： 149，896，200円 計： 583，250，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 190円 � 170円 枠 連（3－7） 1，230円

馬 連 �� 1，340円 馬 単 �� 2，180円

ワ イ ド �� 450円 �� 370円 �� 640円

3 連 複 ��� 2，410円 3 連 単 ��� 10，640円

票 数

単勝票数 計 559594 的中 � 145315（1番人気）
複勝票数 計 621160 的中 � 133911（1番人気）� 75408（4番人気）� 93355（3番人気）
枠連票数 計 112954 的中 （3－7） 7106（6番人気）
馬連票数 計 828968 的中 �� 47682（6番人気）
馬単票数 計 346693 的中 �� 11909（8番人気）
ワイド票数 計 679587 的中 �� 38865（5番人気）�� 48834（2番人気）�� 25790（11番人気）
3連複票数 計1184583 的中 ��� 36747（7番人気）
3連単票数 計1498962 的中 ��� 10208（31番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―11．9―12．2―12．3―11．8―11．0―11．4―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．1―36．0―48．2―1：00．5―1：12．3―1：23．3―1：34．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キミノナハマリア �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ヴィクトワールピサ デビュー 2022．7．17 函館1着

2020．4．8生 牝3栗 母 シャドウマリア 母母 パールシャドウ 5戦2勝 賞金 25，292，000円
※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。

09010 3月25日 曇 良 （5阪神2） 第1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，R4．3．26以降R5．3．19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 15，500，000円 6，200，000円 3，900，000円 2，300，000円 1，550，000円
付 加 賞 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．1
1：30．3

良
良

55 レベレンシア 牡4鹿 56 横山 典弘�ノースヒルズ 安田 翔伍 新冠 株式会社
ノースヒルズ 494＋ 41：33．9 6．7�

810 デ ィ オ 牡4黒鹿57 岩田 望来石川 達絵氏 辻野 泰之 日高 下河辺牧場 496－ 41：34．0� 2．7�
11 ムーンリットナイト 牡4鹿 55 松山 弘平 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 500＋ 21：34．31� 3．7�
22 ベルクレスタ 牝4鹿 56 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 478＋ 21：34．4� 2．9�
89 テーオーアマゾン 牡7青鹿54 吉村 智洋小笹 公也氏 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 490± 01：34．5� 34．2	

（兵庫）

77 ヤマニンプレシオサ 牝6黒鹿53 団野 大成土井 肇氏 辻 哲英 浦河 廣田 光夫 474－ 21：34．92� 37．1

44 レアシャンパーニュ 牝5黒鹿53 和田 竜二大塚 亮一氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 464－ 21：35．0� 29．2�
66 リメンバーメモリー 牡6鹿 54 藤岡 佑介前田 晋二氏 佐々木晶三 千歳 社台ファーム B482－ 4 〃 ハナ 89．6�
33 アサケエース 牡6鹿 54 田口 貫太大橋 公堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 444－ 8 〃 ハナ 48．3
78 トーカイキング 牡5栗 54 石川裕紀人田畑 富子氏 茶木 太樹 新冠 ハクツ牧場 480± 01：36．9大差 189．8�

（10頭）

売 得 金
単勝： 55，886，800円 複勝： 61，624，100円 枠連： 14，670，900円
馬連： 92，839，500円 馬単： 43，871，300円 ワイド： 72，094，200円
3連複： 145，078，700円 3連単： 229，609，200円 計： 715，674，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 160円 � 110円 � 150円 枠 連（5－8） 720円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 1，790円

ワ イ ド �� 310円 �� 370円 �� 220円

3 連 複 ��� 940円 3 連 単 ��� 6，110円

票 数

単勝票数 計 558868 的中 � 66127（4番人気）
複勝票数 計 616241 的中 � 75820（4番人気）� 191837（1番人気）� 93939（3番人気）
枠連票数 計 146709 的中 （5－8） 15779（4番人気）
馬連票数 計 928395 的中 �� 88481（4番人気）
馬単票数 計 438713 的中 �� 18352（9番人気）
ワイド票数 計 720942 的中 �� 56771（4番人気）�� 45517（6番人気）�� 89756（2番人気）
3連複票数 計1450787 的中 ��� 114536（3番人気）
3連単票数 計2296092 的中 ��� 27237（19番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―23．9―35．7―47．4―58．8―1：10．1―1：21．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レベレンシア �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2021．12．28 阪神1着

2019．4．15生 牡4鹿 母 ブルーモーメント 母母 シネマスコープ 6戦3勝 賞金 34，271，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※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。



09011 3月25日 曇 良 （5阪神2） 第1日 第11競走 ��
��1，800�第70回毎 日 杯（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・右・外）
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1，800万
円以上の馬1�増，�：馬齢重量，重賞競走1着馬1�増

毎日新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 40，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，000，000円 4，000，000円
付 加 賞 469，000円 134，000円 67，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．8

良
良

33 シーズンリッチ 牡3鹿 56 角田 大河宇田 豊氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 492－ 81：46．6 11．6�
68 ノッキングポイント 牡3栗 56 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 484－ 21：46．7	 5．6�
813 ドットクルー 牡3鹿 56 岩田 望来幅田 昌伸氏 笹田 和秀 日高 佐々木牧場 460＋ 41：46．8	 15．1�
57 ドクタードリトル 牡3鹿 56 松山 弘平谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 456－ 41：47．01
 10．1�
710 エマヌエーレ 牡3鹿 56 和田 竜二丸山 担氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 484－12 〃 アタマ 27．3�
44 オメガリッチマン 牡3鹿 56 石川裕紀人原 �子氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム B440＋ 61：47．1クビ 27．4	
11 フ ェ イ ト 牡3鹿 56 藤岡 康太藤田 晋氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 480± 01：47．2� 16．3

22 セレンディピティ 牡3鹿 56 吉田 隼人近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 480＋ 21：47．41 15．6�
69 マイネルメモリー 牡3黒鹿56 吉村 智洋 �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 452＋ 2 〃 クビ 56．0
（兵庫）

812 アドマイヤイル 牡3鹿 56 団野 大成近藤 旬子氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 532＋ 41：47．5� 11．1�
711 フルメタルボディー 牡3栗 56 松田 大作 �社台レースホース清水 久詞 千歳 社台ファーム 496－ 41：47．6クビ 61．7�
45 キングズレイン 牡3鹿 56 岩田 康誠 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 480－ 41：47．7	 2．0�
56  ダブルジョーク 牡3栗 56 横山 典弘ゴドルフィン 昆 貢 米

William Hum-
phries & Altair
Farms, LLC

558＋ 21：48．44 111．8�
（13頭）

売 得 金
単勝： 176，581，400円 複勝： 208，005，700円 枠連： 57，297，300円
馬連： 393，169，800円 馬単： 136，088，100円 ワイド： 358，919，200円
3連複： 770，921，900円 3連単： 826，833，700円 計： 2，927，817，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，160円 複 勝 � 400円 � 230円 � 410円 枠 連（3－6） 2，990円

馬 連 �� 3，620円 馬 単 �� 7，730円

ワ イ ド �� 1，240円 �� 3，110円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 14，510円 3 連 単 ��� 92，050円

票 数

単勝票数 計1765814 的中 � 121390（5番人気）
複勝票数 計2080057 的中 � 129043（5番人気）� 269874（2番人気）� 123621（7番人気）
枠連票数 計 572973 的中 （3－6） 14839（12番人気）
馬連票数 計3931698 的中 �� 84146（13番人気）
馬単票数 計1360881 的中 �� 13200（27番人気）
ワイド票数 計3589192 的中 �� 80248（11番人気）�� 30888（35番人気）�� 72216（14番人気）
3連複票数 計7709219 的中 ��� 39833（55番人気）
3連単票数 計8268337 的中 ��� 6512（300番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．8―12．0―12．2―11．8―11．4―11．5―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．2―35．0―47．0―59．2―1：11．0―1：22．4―1：33．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シーズンリッチ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2022．7．31 新潟4着

2020．2．23生 牡3鹿 母 エバーシャルマン 母母 ラシャルマンテ 5戦2勝 賞金 48，269，000円
〔発走状況〕 フルメタルボディー号は，枠入り不良。発走時刻2分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 フルメタルボディー号は，令和5年3月26日から令和5年4月24日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
※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。

09012 3月25日 曇 稍重 （5阪神2） 第1日 第12競走 ��
��1，200�4歳以上1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 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

57 � グランアプロウソ 牡4黒鹿58 岩田 望来前田 幸治氏 松永 幹夫 米 North Hills
Co. Limited 490± 01：11．1 1．9�

610 サ ク ハ ル 牡4鹿 58 和田 竜二落合 稔氏 今野 貞一 浦河 川越ファーム 484－181：11．63 6．3�
22 �	 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± 01：11．81� 4．2�
711 クアトロフォンテ 牡4鹿 58

56 △角田 大河月舘 範行氏 高橋 義忠 新ひだか 矢野牧場 468－ 2 〃 アタマ 40．3�
46 サルサディーバ 牝4栗 56 川須 栄彦吉田 晴哉氏 緒方 努 安平 追分ファーム 480－181：12．11� 102．6�
45 ヤンチャプリヒメ 牝7鹿 56

53 ▲田口 貫太田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 浦河 桑田フアーム B442－ 41：12．73� 70．8�
814	 ツヴァイシュテルネ 牡4黒鹿58 長岡 禎仁ライオンレースホース	 羽月 友彦 安平 追分ファーム 484± 01：12．8� 24．5

33 マイネルグスタフ 牡5栗 58 吉村 智洋 	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 516＋ 21：12．9クビ 37．9�
（兵庫）

712 スペイスフォース 牡4鹿 58 岩田 康誠ゴドルフィン 田中 博康 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B512－ 81：13．32� 6．1�

58 メイショウキリモン 牡5栗 58 団野 大成松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 まるとみ冨岡牧場 B480± 01：13．72� 42．3
69 トモノボーイ 牡4栗 58 石川裕紀人共田 義夫氏 浜田多実雄 新ひだか 北洋牧場 486± 0 〃 クビ 39．0�
34 キクノロージズ 牝8芦 56 高倉 稜菊池 五郎氏 吉田 直弘 日高 ノースガーデン 482＋ 2 〃 クビ 63．7�
11 	 エスペシャルストア 牝4鹿 56

53 ▲大久保友雅�ヤナガワ牧場 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 B406± 01：14．01� 173．9�
813	 スエヒロヴァン 牝5鹿 56 国分 優作	みどり住宅 藤沢 則雄 新冠 小泉牧場 458－ 41：14．31� 373．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 74，494，600円 複勝： 67，819，300円 枠連： 21，057，400円
馬連： 112，915，000円 馬単： 49，728，500円 ワイド： 93，764，400円
3連複： 176，224，000円 3連単： 218，574，600円 計： 814，577，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 160円 � 130円 枠 連（5－6） 470円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 850円

ワ イ ド �� 260円 �� 200円 �� 400円

3 連 複 ��� 680円 3 連 単 ��� 2，270円

票 数

単勝票数 計 744946 的中 � 299911（1番人気）
複勝票数 計 678193 的中 � 183426（1番人気）� 83656（3番人気）� 133792（2番人気）
枠連票数 計 210574 的中 （5－6） 34328（2番人気）
馬連票数 計1129150 的中 �� 152466（2番人気）
馬単票数 計 497285 的中 �� 43390（2番人気）
ワイド票数 計 937644 的中 �� 91833（2番人気）�� 135302（1番人気）�� 51285（4番人気）
3連複票数 計1762240 的中 ��� 192870（1番人気）
3連単票数 計2185746 的中 ��� 69590（2番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．5―11．4―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．6―35．1―46．5―58．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F36．0
3 6（10，11）1，7（3，2）（5，13）（4，12）（9，14）8 4 6（10，11）－（2，7）1，3，5（13，12）4（8，9，14）

勝馬の
紹 介

�グランアプロウソ �
�
父 Gun Runner �

�
母父 Medaglia d’Oro デビュー 2021．6．20 札幌1着

2019．1．26生 牡4黒鹿 母 Fiducia 母母 Believe 7戦2勝 賞金 23，432，000円
※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2）第1日 3月25日（土曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 152頭 本 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

249，150，000円
32，820，000円
1，370，000円
31，810，000円
68，390，000円
5，168，000円
1，459，200円

勝馬投票券売得金
652，661，400円
831，815，500円
185，498，300円
1，061，315，400円
449，820，500円
957，098，400円
1，793，599，500円
2，148，546，400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 8，080，355，400円

総入場人員 8，507名 （有料入場人員 8，276名）
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