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10025 4月5日 晴 良 （26阪神2）第3日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走9時55分 （ダート・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．7

重
重

23 ルスナイプリンセス 牝3鹿 54 秋山真一郎�髙昭牧場 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 494＋ 21：13．1 5．0�
36 シゲルオワリ 牝3鹿 54 岩田 康誠森中 蕃氏 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 408－ 6 〃 クビ 17．5�
611 マ チ ル ダ 牝3栗 54 藤田 伸二萩 英男氏 飯田 雄三 日高 中川 哲也 462－ 21：13．2� 2．6�
510 スターペスユウコ 牝3鹿 54 小林 徹弥河野和香子氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 432＋ 41：13．62� 11．0�
713 サンレイフレンチ 牝3栗 54 幸 英明永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 410± 01：13．7� 12．1�
47 テイエムリヴィエラ 牝3鹿 54 小牧 太竹園 正繼氏 浜田多実雄 日高 テイエム牧場日高支場 B430－ 21：13．8� 3．3	
59 ゴールデンロッド 牝3栗 54 川須 栄彦 �サンデーレーシング 高野 友和 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 422＋ 81：14．22� 25．2

816 ノーザンチェリー 牝3栗 54

53 ☆中井 裕二松岡 隆雄氏 庄野 靖志 新冠 若林牧場 472＋ 41：15．05 421．2�
714 モントランブラン 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 梅田 智之 新ひだか 服部 牧場 504 ―1：15．1� 32．0

35 ルナレインボー 牝3鹿 54 酒井 学�日進牧場 柴田 政見 浦河 日進牧場 434－ 61：15．2� 248．9�
24 ナ ジ ェ ー ナ 牝3黒鹿54 国分 恭介エデンアソシエーション 浜田多実雄 新ひだか 西村 和夫 438 ― 〃 クビ 170．4�
48 パ ト カ ー 牝3栗 54

51 ▲岩崎 翼西山 茂行氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 414－ 81：15．3� 157．8�
815 ワンダーベレーザ 牝3鹿 54 和田 竜二山本 信行氏 今野 貞一 浦河 永田 克之 380＋ 4 〃 アタマ 160．4�
12 マイスクエアワン 牝3黒鹿54 太宰 啓介五影 隆則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 450 ―1：16．36 111．3�
612 チ ク タ ク 牝3鹿 54

51 ▲松若 風馬小田切有一氏 田中 章博 浦河 木村牧場 426 ―1：16．72� 244．1�
11 サチノクイーン 牝3鹿 54 畑端 省吾佐藤 幸彦氏 服部 利之 浦河トラストスリーファーム 472＋181：17．12� 37．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，453，000円 複勝： 38，836，400円 枠連： 9，606，600円
馬連： 38，477，200円 馬単： 28，573，200円 ワイド： 21，869，600円
3連複： 63，050，100円 3連単： 96，470，600円 計： 316，336，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 140円 � 340円 � 130円 枠 連（2－3） 3，250円

馬 連 �� 2，700円 馬 単 �� 4，910円

ワ イ ド �� 790円 �� 300円 �� 780円

3 連 複 ��� 2，430円 3 連 単 ��� 18，370円

票 数

単勝票数 計 194530 的中 � 30696（3番人気）
複勝票数 計 388364 的中 � 82635（2番人気）� 20004（6番人気）� 102692（1番人気）
枠連票数 計 96066 的中 （2－3） 2184（13番人気）
馬連票数 計 384772 的中 �� 10543（12番人気）
馬単票数 計 285732 的中 �� 4298（21番人気）
ワイド票数 計 218696 的中 �� 6381（12番人気）�� 20189（2番人気）�� 6510（11番人気）
3連複票数 計 630501 的中 ��� 19224（9番人気）
3連単票数 計 964706 的中 ��� 3877（59番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―12．0―12．0―12．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．7―35．7―47．7―1：00．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ルスナイプリンセス �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 Broken Vow デビュー 2013．11．2 京都4着

2011．4．30生 牝3鹿 母 ダノンエトランゼル 母母 Legion Etrangere 7戦1勝 賞金 10，400，000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。
（非抽選馬） 1頭 フミキュン号

10026 4月5日 晴 良 （26阪神2）第3日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時25分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

48 エクストラゴールド 牡3栗 56 福永 祐一前原 敏行氏 千田 輝彦 日高 チャンピオン
ズファーム 510＋121：55．1 3．9�

714 センターポイント 牡3鹿 56 浜中 俊 H.H．シェイク・モハメド 荒川 義之 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 486－ 41：55．84 12．6�

35 サウザンドエース 牡3芦 56 岩田 康誠吉岡 泰治氏 浜田多実雄 新ひだか 増本牧場 506－ 2 〃 クビ 19．0�
59 アラートミノル 牡3鹿 56 和田 竜二吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 470－ 2 〃 アタマ 2．9�
47 キーアシスト 牡3鹿 56 秋山真一郎北前孔一郎氏 田所 秀孝 新冠 高瀬 敦 494＋ 81：56．33 6．7�
36 ワンダーアジル 牡3青鹿56 武 豊山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 450＋ 41：56．4クビ 4．2�
611 ジョウイチロウ 牡3鹿 56 武 幸四郎泉 一郎氏 西橋 豊治 浦河 高昭牧場 518＋ 21：56．82� 21．6	
23 フ ド ー シ ン 牡3黒鹿56 藤岡 佑介林 正道氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 482－ 21：56．9クビ 41．4

612 モズノハナミチ 牡3鹿 56

53 ▲松若 風馬北側 雅司氏 中尾 秀正 浦河 谷川牧場 466－ 61：57．43 83．4�
815 サンライズジャパン 牡3鹿 56 北村 友一松岡 隆雄氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 512＋161：57．82� 36．8�
11 ヤマニンアルブル 牡3黒鹿 56

53 ▲岩崎 翼土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 434＋ 21：58．54 143．1
816 エイシンボン 牝3鹿 54 太宰 啓介�栄進堂 坂口 正則 浦河 榊原 敏明 436＋ 41：59．24 279．5�
24 キングウイン 牡3鹿 56 小牧 太伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 小松 隆弘 446－ 21：59．3� 340．1�
12 キ ラ リ ル イ 牝3鹿 54 �島 良太神田 通博氏 境 直行 鹿児島 神田 通博 434－122：00．36 591．2�
713 テイエムスイフト 牡3鹿 56 竹之下智昭竹園 正繼氏 木原 一良 日高 テイエム牧場日高支場 478－ 42：01．79 598．3�
510 クラウンマリリン 牝3栗 54 古川 吉洋�クラウン 中竹 和也 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 436－ 62：02．23 439．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 18，903，300円 複勝： 38，196，200円 枠連： 11，633，600円
馬連： 38，821，100円 馬単： 26，958，300円 ワイド： 22，562，200円
3連複： 62，067，900円 3連単： 96，663，700円 計： 315，806，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 180円 � 360円 � 480円 枠 連（4－7） 2，070円

馬 連 �� 2，640円 馬 単 �� 4，890円

ワ イ ド �� 960円 �� 1，200円 �� 2，270円

3 連 複 ��� 13，100円 3 連 単 ��� 48，240円

票 数

単勝票数 計 189033 的中 � 38637（2番人気）
複勝票数 計 381962 的中 � 71423（3番人気）� 26025（5番人気）� 17730（6番人気）
枠連票数 計 116336 的中 （4－7） 4155（6番人気）
馬連票数 計 388211 的中 �� 10892（8番人気）
馬単票数 計 269583 的中 �� 4072（15番人気）
ワイド票数 計 225622 的中 �� 5945（9番人気）�� 4656（11番人気）�� 2388（25番人気）
3連複票数 計 620679 的中 ��� 3498（39番人気）
3連単票数 計 966637 的中 ��� 1479（149番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．3―38．1―51．3―1：04．8―1：17．7―1：29．7―1：42．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エクストラゴールド �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Theatrical デビュー 2013．11．17 京都3着

2011．4．27生 牡3栗 母 キングスミール 母母 スルーオール 3戦1勝 賞金 8，100，000円
〔制裁〕 フドーシン号の騎手藤岡佑介は，3コーナー通過後に外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番・16番・15番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キラリルイ号・テイエムスイフト号・クラウンマリリン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成26年5月5日まで平地競走に出走できない。

第２回 阪神競馬 第３日



10027 4月5日 晴 良 （26阪神2）第3日 第3競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走10時55分 （芝・右・外）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：32．0
1：30．7

良
良

715 セウアズール 牝3鹿 54 川田 将雅吉田 照哉氏 松田 博資 千歳 社台ファーム 402 ―1：36．5 6．9�
713 インターンシップ 牡3鹿 56 浜中 俊近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 444－101：36．6� 1．4�
47 ランガージュ 牡3鹿 56 福永 祐一窪田 康志氏 高橋 亮 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484＋ 41：36．81� 12．8�
12 ミッキーラブソング 牡3黒鹿56 小牧 太野田みづき氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 450＋ 2 〃 クビ 10．9�
816 ファイアーシチー 牡3青鹿 56

53 ▲岩崎 翼 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 462＋ 21：36．9クビ 26．1�
48 ウィステリアメジロ 牝3黒鹿54 武 豊大迫 基弘氏 佐々木晶三 洞	湖 レイクヴィラファーム 494 ―1：37．11� 106．3	
23 タガノクルクス 牝3栗 54 松田 大作八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 432－ 8 〃 クビ 189．4

11 スズカグランデ 牡3栗 56 岩田 康誠永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 444－ 81：37．2クビ 14．8�
35 エイシンルフィー 牡3鹿 56 秋山真一郎�栄進堂 野中 賢二 浦河 栄進牧場 480－101：37．3
 38．1�
612 オーミバンビーナ 牝3黒鹿54 小坂 忠士岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 新冠 松木 加代 438± 0 〃 クビ 547．8
36 トウケイアロー 牡3鹿 56 松山 弘平木村 信彦氏 池添 兼雄 新ひだか 増本牧場 468± 01：37．51
 412．7�
24 モズワトウナイ 牡3鹿 56 高倉 稜北側 雅司氏 矢作 芳人 新ひだか 土田 扶美子 438－10 〃 クビ 120．2�
611 モンスターバローズ 牡3栗 56

55 ☆菱田 裕二猪熊 広次氏 清水 久詞 新冠 川島牧場 494＋10 〃 ハナ 41．1�
818 ワンダービゴローソ 牡3黒鹿56 藤岡 康太山本 信行氏 吉村 圭司 新ひだか 沼田 照秋 480 ―1：37．92
 228．5�
817 ナムラユリア 牝3青 54 国分 恭介奈村 信重氏 牧浦 充徳 日高 いとう牧場 450－ 81：38．22 35．9�
510 シ ャ ン テ ィ 牝3栗 54 太宰 啓介呂 朝子氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 452－ 81：38．94 576．2�
714 サマーヴィーナス 牝3鹿 54 岡田 祥嗣セゾンレースホース� 加用 正 むかわ 市川牧場 454 ―1：39．32
 191．4�
59 エスティーエース 牡3芦 56 和田 竜二田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 446 ―1：40．36 68．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 26，762，000円 複勝： 79，738，200円 枠連： 16，460，300円
馬連： 43，906，000円 馬単： 34，720，900円 ワイド： 25，161，100円
3連複： 62，145，400円 3連単： 116，192，100円 計： 405，086，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 190円 � 110円 � 190円 枠 連（7－7） 680円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 1，740円

ワ イ ド �� 260円 �� 1，030円 �� 260円

3 連 複 ��� 1，530円 3 連 単 ��� 11，220円

票 数

単勝票数 計 267620 的中 � 30723（2番人気）
複勝票数 計 797382 的中 � 50891（2番人気）� 519365（1番人気）� 50480（3番人気）
枠連票数 計 164603 的中 （7－7） 17971（3番人気）
馬連票数 計 439060 的中 �� 51117（3番人気）
馬単票数 計 347209 的中 �� 14775（5番人気）
ワイド票数 計 251611 的中 �� 26073（2番人気）�� 4992（13番人気）�� 26868（1番人気）
3連複票数 計 621454 的中 ��� 30012（5番人気）
3連単票数 計1161921 的中 ��� 7646（24番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．2―36．4―48．9―1：01．4―1：13．0―1：24．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セウアズール �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Kornado 初出走

2011．3．2生 牝3鹿 母 シ ャ ピ ー ラ 母母 Semplice 1戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走状況〕 モンスターバローズ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔制裁〕 モンスターバローズ号の騎手菱田裕二は，発馬機内での御法（くぐられた）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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ハクユウドルフィン号
（非抽選馬） 1頭 アユメライトアップ号

10028 4月5日 曇 良 （26阪神2）第3日 第4競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走11時25分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

47 ファーガソン 牡3鹿 56 岩田 康誠林 正道氏 松田 国英 新ひだか 橋本牧場 B500－102：02．1 6．5�
816 メドウラーク 牡3鹿 56 小牧 太吉田 勝己氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 492－ 42：02．52� 2．0�
24 マイネルプレッジ 牡3鹿 56 A．シュタルケ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 426＋ 22：02．82 9．4�

（独）

611 マイネボニータ 牝3栗 54 和田 竜二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 コスモヴューファーム 406－ 22：03．01� 23．9�

612 グロリアスカフェ 牡3黒鹿56 藤田 伸二西川 光一氏 昆 貢 新ひだか 三石橋本牧場 B490＋ 4 〃 ハナ 6．8�
36 エリタージュゲラン 牡3鹿 56 川島 信二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 野中 賢二 日高 白井牧場 452＋ 82：03．21� 24．4	
23 グレンガイル 牡3鹿 56 浜中 俊 
キャロットファーム 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 484－262：03．51	 9．0�
714 フミノスナイパー 牡3栗 56 藤岡 佑介谷 二氏 本田 優 日高 春木 昭雄 488＋ 62：03．6� 26．5�
11 リリカルホイッスル 牝3黒鹿54 古川 吉洋有限会社シルク宮 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 428－ 62：03．7クビ 24．1
59 ホクセツヒーロー 牡3栗 56

53 ▲城戸 義政平島 尚武氏 白井 寿昭 新ひだか 前田 宗将 450－ 62：03．91� 344．6�
48 ソネットライター 牝3黒鹿54 松山 弘平 �グリーンファーム角田 晃一 千歳 社台ファーム 416－10 〃 アタマ 252．1�
815 バターカップ 牝3鹿 54 武 幸四郎泉 一郎氏 西橋 豊治 新ひだか 幌村牧場 416＋ 22：04．11� 244．6�
12 リーサムケンケン 牡3鹿 56 武 豊平田 修氏 田所 秀孝 新ひだか 井高牧場 504 ―2：04．73� 23．7�
35 スカラブルー 牝3栗 54

51 ▲義 英真 �ブルーマネジメント森 秀行 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 400－ 22：05．44 272．8�

713 ニホンピロエアー 牡3黒鹿56 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 442＋ 22：05．93 499．4�
510 シェーンブリッツ 牝3芦 54 高倉 稜橋場 勇二氏 宮 徹 新冠 新冠橋本牧場 490－122：06．43 433．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，932，900円 複勝： 54，111，900円 枠連： 15，862，600円
馬連： 48，795，300円 馬単： 32，763，800円 ワイド： 26，771，900円
3連複： 69，738，400円 3連単： 112，410，000円 計： 387，386，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 170円 � 120円 � 220円 枠 連（4－8） 590円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 1，680円

ワ イ ド �� 300円 �� 680円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，320円 3 連 単 ��� 7，630円

票 数

単勝票数 計 269329 的中 � 32771（2番人気）
複勝票数 計 541119 的中 � 76938（3番人気）� 177764（1番人気）� 48883（4番人気）
枠連票数 計 158626 的中 （4－8） 20160（3番人気）
馬連票数 計 487953 的中 �� 61098（1番人気）
馬単票数 計 327638 的中 �� 14474（5番人気）
ワイド票数 計 267719 的中 �� 23979（2番人気）�� 8801（9番人気）�� 18739（3番人気）
3連複票数 計 697384 的中 ��� 39004（2番人気）
3連単票数 計1124100 的中 ��� 10882（11番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―13．0―13．3―12．5―12．6―12．1―11．3―11．9―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．4―36．4―49．7―1：02．2―1：14．8―1：26．9―1：38．2―1：50．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ファーガソン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2014．2．23 東京7着

2011．5．12生 牡3鹿 母 シェアエレガンス 母母 メアリーリノア 3戦1勝 賞金 5，500，000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 アレクサンドル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



10029 4月5日 曇 良 （26阪神2）第3日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時15分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

35 フジインザスカイ 牝3鹿 54 川島 信二藤澤眞佐子氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 446－ 81：54．7 109．9�
59 アカリロンドン 牡3鹿 56 松山 弘平小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 服部 牧場 454＋ 4 〃 アタマ 48．6�
47 テーオーイージス 牡3黒鹿56 A．シュタルケ 小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 488－ 4 〃 ハナ 13．9�

（独）

11 ローレルストーム 牡3青鹿56 小牧 太 �ローレルレーシング 中竹 和也 新冠 川島牧場 494± 01：54．91� 2．6�
713 パッシングブリーズ 牡3鹿 56 岩田 康誠三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 472－ 81：55．0� 8．7�
22 ハナズリベンジ 牝3黒鹿54 川須 栄彦M．タバート氏 牧田 和弥 新冠 カミイスタット 478－ 41：55．21� 6．2	
712 レッドロンメル 牡3栗 56 福永 祐一 �東京ホースレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 480－ 8 〃 ハナ 8．7

46 ダンツキャッチ 牡3鹿 56 和田 竜二山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 492－ 61：55．3� 31．3�
814 エイシンソニック 牡3青鹿56 太宰 啓介�栄進堂 坂口 正則 新ひだか 土田 扶美子 498± 01：55．61	 32．1�
58 ケンブリッジベスト 牡3黒鹿 56

53 ▲義 英真中西 宏彰氏 森 秀行 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 458－ 41：56．02� 33．2

610 ウォーターフレアー 牝3黒鹿54 武 幸四郎山岡 良一氏 河内 洋 浦河 伏木田牧場 476－ 61：56．1クビ 48．4�
23 サンレイデジタル 牡3黒鹿56 難波 剛健永井 啓弍氏 西橋 豊治 浦河 高昭牧場 482－121：56．2	 14．5�
34 キーストライプ 牡3黒鹿56 藤岡 康太北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 高瀬 敦 468－ 61：56．62� 187．9�
815 マッサローザ 牝3青鹿 54

51 ▲岩崎 翼赤沼 秀典氏 森 秀行 様似 富田 恭司 426＋101：57．66 140．7�
611 サトノキングベル 牡3鹿 56 浜中 俊里見 治氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 506－ 61：58．45 5．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 24，098，600円 複勝： 48，347，200円 枠連： 14，952，400円
馬連： 48，149，500円 馬単： 30，742，200円 ワイド： 28，597，200円
3連複： 74，223，500円 3連単： 108，690，200円 計： 377，800，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 10，990円 複 勝 � 2，260円 � 1，400円 � 400円 枠 連（3－5） 24，470円

馬 連 �� 179，470円 馬 単 �� 310，800円

ワ イ ド �� 32，140円 �� 14，200円 �� 6，170円

3 連 複 ��� 480，500円 3 連 単 ��� 2，864，770円

票 数

単勝票数 計 240986 的中 � 1729（13番人気）
複勝票数 計 483472 的中 � 5257（13番人気）� 8716（11番人気）� 35361（6番人気）
枠連票数 計 149524 的中 （3－5） 451（31番人気）
馬連票数 計 481495 的中 �� 198（99番人気）
馬単票数 計 307422 的中 �� 73（191番人気）
ワイド票数 計 285972 的中 �� 218（97番人気）�� 495（77番人気）�� 1147（54番人気）
3連複票数 計 742235 的中 ��� 114（361番人気）
3連単票数 計1086902 的中 ��� 28（2094番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―13．1―12．8―13．0―12．5―12．7―13．1―14．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．5―36．6―49．4―1：02．4―1：14．9―1：27．6―1：40．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．3―3F39．8
1
3
1，10（2，3，14）15（7，11）12（8，4）－13，6，5，9
1（10，13）2，14，3（12，11）7（8，5，15）6，4，9

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

勝馬の
紹 介

フジインザスカイ �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 ジョリーズヘイロー デビュー 2014．1．11 京都13着

2011．2．12生 牝3鹿 母 ホーマンキュート 母母 ホーマンレッド 6戦2勝 賞金 12，700，000円
〔制裁〕 フジインザスカイ号の騎手川島信二は，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。
※ケンブリッジベスト号・サンレイデジタル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

10030 4月5日 曇 良 （26阪神2）第3日 第6競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走12時45分 （芝・右）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
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
1：19．9
1：19．0

良
良

68 メイショウライナー 牡4鹿 57 岩田 康誠松本 好�氏 高橋 義忠 浦河 小島牧場 476－ 21：22．9 3．7�
811 ハギノブシドウ 牡4栗 57 松山 弘平日隈 良江氏 松田 国英 平取 坂東牧場 502± 0 〃 ハナ 66．3�
812 タガノリバレンス 牡5鹿 57 酒井 学八木 良司氏 中尾 秀正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 484－ 81：23．21� 5．4�
44 ディープサウス 牝4青 55 浜中 俊窪田 康志氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 452＋ 2 〃 ハナ 2．2�
11 ベアトリッツ 牝4鹿 55 福永 祐一 �グリーンファーム音無 秀孝 千歳 社台ファーム 426± 01：23．3� 8．7	
22 � レーヴドプランス 牡4鹿 57 幸 英明岡田 牧雄氏 森田 直行 浦河 ガーベラパー

クスタツド 490＋ 2 〃 クビ 69．0

710 トップルビー 牝6黒鹿 55

54 ☆菱田 裕二�宮内牧場 浜田多実雄 浦河 宮内牧場 454± 01：23．4� 43．5�
55 ノ ー ブ リ ー 牡5鹿 57 藤岡 康太ニットー商事� 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 476＋ 2 〃 クビ 72．8
56 ニシノモンクス 牝4鹿 55 小牧 太西山 茂行氏 宮本 博 日高 メイプルファーム 442－ 21：23．5クビ 9．2�
67 � ケージーサクランボ 牝4黒鹿55 和田 竜二川井 五郎氏 飯田 雄三 新冠 岩見牧場 420＋ 21：23．6� 114．8�
79 メイショウムロト 牡5鹿 57 藤田 伸二松本 和子氏 白井 寿昭 浦河 本巣 敦 476＋ 41：23．7� 50．9�
33 ビーマイラブ 牝4鹿 55 A．シュタルケ�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム 484＋ 21：24．44 33．7�

（独）

（12頭）

売 得 金
単勝： 28，684，300円 複勝： 50，365，000円 枠連： 12，671，500円
馬連： 49，652，300円 馬単： 35，467，900円 ワイド： 26，437，800円
3連複： 70，281，800円 3連単： 132，416，700円 計： 405，977，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 160円 � 1，340円 � 190円 枠 連（6－8） 910円

馬 連 �� 9，940円 馬 単 �� 13，590円

ワ イ ド �� 3，040円 �� 380円 �� 3，660円

3 連 複 ��� 14，780円 3 連 単 ��� 82，890円

票 数

単勝票数 計 286843 的中 � 61965（2番人気）
複勝票数 計 503650 的中 � 107402（2番人気）� 6755（10番人気）� 76383（3番人気）
枠連票数 計 126715 的中 （6－8） 10349（4番人気）
馬連票数 計 496523 的中 �� 3689（26番人気）
馬単票数 計 354679 的中 �� 1927（38番人気）
ワイド票数 計 264378 的中 �� 2003（29番人気）�� 19527（4番人気）�� 1656（34番人気）
3連複票数 計 702818 的中 ��� 3510（47番人気）
3連単票数 計1324167 的中 ��� 1179（220番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．9―36．1―48．3―59．9―1：11．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウライナー �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2012．10．20 京都2着

2010．4．16生 牡4鹿 母 ナナヨーティアラ 母母 ナナヨーストーム 15戦2勝 賞金 29，192，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



10031 4月5日 曇 良 （26阪神2）第3日 第7競走 ��
��1，400�サラブレッド系4歳以上

発走13時15分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

34 � チュウワワンダー 牡4鹿 57 川島 信二中西 忍氏 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 478± 01：25．5 50．2�
610 ドニカナルボーイ 牡4黒鹿57 岩田 康誠廣崎 利洋氏 中内田充正 日高 下河辺牧場 460＋12 〃 クビ 11．9�
11 	 エ ク チ ュ ア 牡5鹿 57 福永 祐一前田 幸治氏 鈴木 孝志 英 Value

Bloodstock 452－ 21：25．71
 7．0�
711� サトノユニコーン 牡4鹿 57 小牧 太里見 治氏 橋口弘次郎 新ひだか グランド牧場 484＋101：25．91
 3．5�
57 サーシスリーフ 牡4鹿 57 川須 栄彦 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高野 友和 日高 豊洋牧場 488－ 61：26．11
 20．3�
45 	� ウ タ ヒ メ 牝4鹿 55

52 ▲松若 風馬シンボリ牧場 荒川 義之 米 Takahiro
Wada 470± 01：26．31
 160．5	

814 スズカアルファ 牡4栗 57 花田 大昂永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新冠 芳住 革二 468－ 2 〃 クビ 41．0

33 スリーフォスター 牡4黒鹿57 難波 剛健永井商事� 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 B462＋ 6 〃 アタマ 230．2�
22 メイショウダビンチ 牡5鹿 57 森 一馬松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 466＋ 21：26．61� 110．1�
46 デアリングプライド 牝5鹿 55 浜中 俊 社台レースホース森田 直行 千歳 社台ファーム 498－ 61：27．02� 1．7�
69 � トゥイードルダム 4鹿 57 北村 友一栗本 博晴氏 作田 誠二 日高 日高大洋牧場 B468＋ 41：27．1� 251．3�
813� ク ー デ タ ー 牡5黒鹿57 和田 竜二杉立 恭平氏 川村 禎彦 平取 二風谷ファーム 462－ 2 〃 クビ 41．6�
712	� ム ニ ン 牝5鹿 55

52 ▲岩崎 翼一村 哲也氏 森 秀行 豪 Mr C An-
derson 436± 01：27．2クビ 61．7�

58 � ネオジェネラル 牡4鹿 57
54 ▲城戸 義政西浦 和男氏 目野 哲也 浦河 宮内牧場 456－22 〃 クビ 443．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 29，904，200円 複勝： 65，198，700円 枠連： 14，149，200円
馬連： 53，045，900円 馬単： 44，108，600円 ワイド： 29，699，300円
3連複： 82，689，200円 3連単： 174，721，900円 計： 493，517，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，020円 複 勝 � 1，330円 � 410円 � 300円 枠 連（3－6） 13，910円

馬 連 �� 17，280円 馬 単 �� 46，510円

ワ イ ド �� 4，470円 �� 2，350円 �� 880円

3 連 複 ��� 31，960円 3 連 単 ��� 273，190円

票 数

単勝票数 計 299042 的中 � 4701（8番人気）
複勝票数 計 651987 的中 � 11346（8番人気）� 42434（4番人気）� 63807（3番人気）
枠連票数 計 141492 的中 （3－6） 751（22番人気）
馬連票数 計 530459 的中 �� 2266（29番人気）
馬単票数 計 441086 的中 �� 700（65番人気）
ワイド票数 計 296993 的中 �� 1588（30番人気）�� 3067（21番人気）�� 8658（8番人気）
3連複票数 計 826892 的中 ��� 1910（64番人気）
3連単票数 計1747219 的中 ��� 472（403番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―12．0―12．2―12．1―12．7―13．4

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�チュウワワンダー �
�
父 デュランダル �

�
母父 グラスワンダー

2010．2．24生 牡4鹿 母 ソーマサイト 母母 ニーニャデガルチ 4戦1勝 賞金 8，100，000円
初出走 JRA

10032 4月5日 曇 良 （26阪神2）第3日 第8競走 ��3，140�三木ホースランドパークジャンプステークス
発走13時50分 （ 芝 ）

4歳以上；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金700万円毎1�増
（公財）三木山人と馬とのふれあいの森協会理事長賞（1着）

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード3：24．8良

610 マーリンシチー 牡8鹿 60 植野 貴也 �友駿ホースクラブ 作田 誠二 日高 幾千世牧場 472－ 23：31．8 70．5�
711 ショウナンカミング 牡6栗 60 R．エノン 国本 哲秀氏 田中 剛 浦河 金石牧場 470－103：32．54 15．7�

（豪）

712 シゲルキョクチョウ 牡6鹿 62 草野 太郎森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新ひだか 武 牧場 486－ 83：32．6� 23．6�
45 ヴィーヴァギブソン �7鹿 60 西谷 誠芹澤 精一氏 作田 誠二 平取 スガタ牧場 524＋103：32．81� 29．9�
22 ニジブルーム 牡6芦 60 小坂 忠士横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム 496＋ 63：32．9クビ 5．3�
11 オンワードデューク 牝6栗 59 難波 剛健樫山 章子氏 柴田 政見 浦河 オンワード牧場 464＋ 43：33．1� 22．6	
34 アドマイヤツバサ 牡7青鹿61 横山 義行近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 472－ 63：33．31� 5．0

69 トウシンボルト 牡7黒鹿60 中村 将之�サトー 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 498± 03：34．89 41．9�
57 シュンケイリ 牡4鹿 59 平沢 健治石川 博氏 安達 昭夫 新ひだか 千代田牧場 466± 03：35．43� 46．7�
814 マッキーバッハ 牡9鹿 60 高田 潤薪浦 亨氏 牧田 和弥 門別 浜本牧場 490＋ 23：35．5� 18．5
33 ルールプロスパー 牡9青鹿63 白浜 雄造儀賀 好子氏 北出 成人 浦河 岡崎牧場 472－ 83：36．67 41．0�
58 テイエムブユウデン 牡7鹿 61 林 満明竹園 正繼氏 岩元 市三 新冠 競優牧場 484± 03：37．23� 53．1�
46 	 トーコーレガーロ 牡5鹿 61 北沢 伸也森田 藤治氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 486－ 6 （競走中止） 1．9�
813 ビービーラッシュ 牡4芦 59 山本 康志�坂東牧場 田中 剛 新冠 中本牧場 474－10 （競走中止） 181．0�
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売 得 金
単勝： 27，122，500円 複勝： 41，226，500円 枠連： 17，466，500円
馬連： 56，094，400円 馬単： 36，862，500円 ワイド： 27，899，700円
3連複： 80，720，700円 3連単： 137，094，500円 計： 424，487，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，050円 複 勝 � 1，540円 � 550円 � 570円 枠 連（6－7） 4，690円

馬 連 �� 37，230円 馬 単 �� 106，270円

ワ イ ド �� 7，090円 �� 7，560円 �� 2，560円

3 連 複 ��� 130，070円 3 連 単 ��� 1，043，050円

票 数

単勝票数 計 271225 的中 � 3034（13番人気）
複勝票数 計 412265 的中 � 6623（13番人気）� 20743（5番人気）� 19543（6番人気）
枠連票数 計 174665 的中 （6－7） 2749（17番人気）
馬連票数 計 560944 的中 �� 1112（68番人気）
馬単票数 計 368625 的中 �� 256（145番人気）
ワイド票数 計 278997 的中 �� 963（62番人気）�� 902（67番人気）�� 2723（28番人気）
3連複票数 計 807207 的中 ��� 458（216番人気）
3連単票数 計1370945 的中 ��� 97（1342番人気）
上り 1マイル 1：45．5 4F 51．0－3F 37．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→
→�→�」
�
�
2－（14，5）7（10，6，11）－（3，12）（13，9，4）8，1
5（2，11）（10，7，12）－4－（14，1）－9－3，8

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

勝馬の
紹 介

マーリンシチー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2008．7．20 新潟14着

2006．4．12生 牡8鹿 母 ナンバーワンシチー 母母 ヘップバーンシチー 障害：5戦2勝 賞金 26，929，000円
〔競走中止〕 トーコーレガーロ号は，2周目8号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。

ビービーラッシュ号は，2周目8号障害〔いけ垣〕飛越後に，転倒した「トーコーレガーロ」号に触れてつまずき，騎手が落
馬したため競走中止。

※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。
（非抽選馬） 6頭 クリノメダリスト号・コスモソユーズ号・サンレイランキング号・シシャモフレンド号・フリーダムシチー号・

ボストンプラチナ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



10033 4月5日 曇 良 （26阪神2）第3日 第9競走 ��
��2，400�ア ザ レ ア 賞

発走14時25分 （芝・右・外）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 9，800，000円 3，900，000円 2，500，000円 1，500，000円 980，000円
付 加 賞 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．2
2：22．1

良
良

89 ダンディーズムーン 牡3鹿 56 川田 将雅田島 大史氏 中村 均 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 472－ 22：28．1 19．5�

33 コ ル サ ー レ 牡3黒鹿56 菱田 裕二 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 484＋ 42：28．31� 9．4�
77 デルカイザー 牡3黒鹿56 四位 洋文山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 476－ 62：28．51� 9．4�
44 オリハルコン 牡3黒鹿56 A．シュタルケ �G1レーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 518± 0 〃 クビ 3．1�

（独）

22 マテンロウボス 牡3黒鹿56 松田 大作寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 上村 清志 468＋ 42：28．6	 62．0	
66 アルティメイタム 牡3鹿 56 福永 祐一 H.H．シェイク・モハメド 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492－ 62：28．91	 21．4

55 モンドシャルナ 牡3鹿 56 浜中 俊山本 英俊氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 436－ 4 〃 クビ 2．5�
88 ウイントゥモロー 牡3黒鹿56 和田 竜二�ウイン 西園 正都 新ひだか 本桐牧場 488± 02：29．1	 19．2�
11 トウキョウタフガイ 牡3鹿 56 岩田 康誠市川 義美氏 松田 博資 安平 追分ファーム 462－ 42：29．42 7．0

（9頭）

売 得 金
単勝： 56，120，800円 複勝： 86，738，700円 枠連： 19，183，900円
馬連： 101，362，600円 馬単： 67，169，600円 ワイド： 47，508，300円
3連複： 129，311，400円 3連単： 293，739，400円 計： 801，134，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，950円 複 勝 � 410円 � 280円 � 300円 枠 連（3－8） 2，220円

馬 連 �� 5，320円 馬 単 �� 14，880円

ワ イ ド �� 1，480円 �� 1，390円 �� 980円

3 連 複 ��� 10，860円 3 連 単 ��� 94，050円

票 数

単勝票数 計 561208 的中 � 22739（7番人気）
複勝票数 計 867387 的中 � 52388（6番人気）� 87277（4番人気）� 77958（5番人気）
枠連票数 計 191839 的中 （3－8） 6382（11番人気）
馬連票数 計1013626 的中 �� 14081（20番人気）
馬単票数 計 671696 的中 �� 3332（49番人気）
ワイド票数 計 475083 的中 �� 7828（19番人気）�� 8368（18番人気）�� 12211（10番人気）
3連複票数 計1293114 的中 ��� 8793（39番人気）
3連単票数 計2937394 的中 ��� 2305（278番人気）

ハロンタイム 12．9―11．4―12．5―12．4―12．0―13．3―13．3―12．8―12．2―11．4―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．9―24．3―36．8―49．2―1：01．2―1：14．5―1：27．8―1：40．6―1：52．8―2：04．2―2：15．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダンディーズムーン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2013．7．6 函館3着

2011．2．20生 牡3鹿 母 アドマイヤダンサー 母母 キャサリーンパー 10戦2勝 賞金 20，817，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

10034 4月5日 曇 良 （26阪神2）第3日 第10競走 ��
��2，000�

ちゅうしゅん

ラジオ関西賞仲春特別
発走15時00分 （芝・右）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

ラジオ関西賞（1着）
賞 品

本 賞 14，800，000円 4，800，000
4，800，000

円
円 2，200，000円 1，480，000円

付 加 賞 217，000円 47，000
47，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

78 � スミデロキャニオン 牡5鹿 57 川田 将雅吉田 和美氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 456－ 62：01．5 3．5�
22 テイエムダイパワー 牡4栗 57 松田 大作竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 多田 善弘 484± 02：01．71	 1．8�
33 サンライズタイセイ 牡4鹿 57 武 豊松岡 隆雄氏 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 458－ 2 〃 同着 5．6�
44 ヴァリアシオン 牡5鹿 57 古川 吉洋 �サンデーレーシング 西園 正都 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502－ 22：01．8
 27．6�
810 ベルウッドテラス 牡4鹿 57 浜中 俊鈴木 照雄氏 二ノ宮敬宇 日高 オリオンファーム 500－ 22：02．54 11．4�
66 ハギノサキガチ 牡4鹿 57 高倉 稜日隈 良江氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 458＋ 4 〃 クビ 140．3	
55 ロードエフォール 牡6黒鹿57 池添 謙一 
ロードホースクラブ 菊川 正達 浦河 成隆牧場 480－102：03．03 21．5�
77 スリーロブロイ 牡5鹿 57 藤田 伸二永井商事
 石橋 守 浦河 杵臼斉藤牧場 448＋ 22：03．95 68．7�
89 サンライズマルス 牡6栗 57 川須 栄彦松岡 隆雄氏 羽月 友彦 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452－102：04．11	 40．9
（9頭）

11 ハッピーモーメント 牡4鹿 57 四位 洋文 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 47，052，100円 複勝： 84，083，300円 枠連： 16，921，200円
馬連： 83，356，600円 馬単： 63，993，400円 ワイド： 38，168，400円
3連複： 108，247，500円 3連単： 289，415，000円 計： 731，237，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 120円 �
�

110円
120円 枠 連（2－7）（3－7）

160円
350円

馬 連 ��
��

160円
340円 馬 単 ��

��
390円
710円

ワ イ ド ��
��

140円
230円 �� 170円

3 連 複 ��� 320円 3 連 単 ���
���

870円
1，380円

票 数

単勝票数 差引計 470521（返還計 848） 的中 � 107699（2番人気）
複勝票数 差引計 840833（返還計 1002） 的中 � 132025（2番人気）� 464233（1番人気）� 106106（3番人気）
枠連票数 差引計 169212（返還計 391） 的中 （2－7） 48948（1番人気）（3－7） 14296（4番人気）
馬連票数 差引計 833566（返還計 5227） 的中 �� 236951（1番人気）�� 74276（3番人気）
馬単票数 差引計 639934（返還計 3001） 的中 �� 65209（3番人気）�� 31967（5番人気）
ワイド票数 差引計 381684（返還計 1775） 的中 �� 88724（1番人気）�� 32636（3番人気）�� 55988（2番人気）
3連複票数 差引計1082475（返還計 9690） 的中 ��� 256685（1番人気）
3連単票数 差引計2894150（返還計 28209） 的中 ��� 126050（3番人気）��� 76437（6番人気）

ハロンタイム 12．9―10．9―13．3―12．7―12．4―12．4―11．6―11．3―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―23．8―37．1―49．8―1：02．2―1：14．6―1：26．2―1：37．5―1：49．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�スミデロキャニオン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Mtoto

2009．8．19生 牡5鹿 母 ダ フ ィ ー ナ 母母 Dafayna 10戦2勝 賞金 31，067，000円
初出走 JRA ［他本会外：1戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔出走取消〕 ハッピーモーメント号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
〔発走状況〕 ロードエフォール号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ロードエフォール号は，発走調教再審査。



10035 4月5日 曇 良 （26阪神2）第3日 第11競走 ��
��1，400�コーラルステークス

発走15時35分 （ダート・右）
4歳以上；負担重量は，日本馬：55�，牝馬2�減，収得賞金1，000万円超過馬は超過
額1，100万円毎1�増，�：55�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬6�増，GⅡ競走1着馬4�
増，GⅢ競走1着馬2�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 20，000，000円 8，000，000円 5，000，000円 3，000，000円 2，000，000円
付 加 賞 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

815	 エアハリファ 牡5鹿 55 福永 祐一 �ラッキーフィールド角居 勝彦 米 Winches-
ter Farm 482± 01：23．4 1．9�

47 ナガラオリオン 牡5鹿 56 四位 洋文長良レーシングクラブ 大根田裕之 浦河 大島牧場 462－ 81：23．61
 6．7�
24 エーシンビートロン 牡8黒鹿56 武 幸四郎�栄進堂 西園 正都 静内 服部 牧場 490－ 21：23．81� 16．8�
36 セイカプリコーン 牡6鹿 56 川須 栄彦金田 成基氏 服部 利之 新ひだか 三石橋本牧場 492－ 41：24．01� 26．5�
35 	 シゲルソウサイ 牡6鹿 56 幸 英明森中 蕃氏 湯窪 幸雄 米 F & F In-

vestments 518＋ 61：24．21� 82．5�
713 サンライズブレット 牡6栗 56 藤岡 康太松岡 隆雄氏 平田 修 千歳 社台ファーム 490＋161：24．41� 63．6	
714 ツクバコガネオー �6栗 56 古川 吉洋荻原 昭二氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 524± 0 〃 クビ 294．5

816 ネオザウイナー 牡6青鹿56 松山 弘平小林 仁幸氏 小崎 憲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498＋ 21：24．5クビ 42．6�
59 フィールドシャイン 牡7栗 56 酒井 学地田 勝三氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 486＋ 4 〃 アタマ 187．5�
12 レーザーバレット 牡6鹿 56 川田 将雅前田 葉子氏 萩原 清 新冠 ノースヒルズマネジメント 474－ 21：24．6
 10．6
11 	 エーシンレンジャー 牡4栗 56 秋山真一郎�栄進堂 中尾 秀正 米 Shirl Penney 502± 0 〃 クビ 6．6�
611 メテオロロジスト 牡7栗 56 A．シュタルケ 金子真人ホールディングス� 池江 泰寿 日高 日高大洋牧場 520－ 21：24．91 24．6�

（独）

23 クリーンエコロジー 牡6芦 56 岩田 康誠石橋 和夫氏 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 510＋ 6 〃 クビ 12．2�
48 ナリタスプリング 牡7青鹿56 高倉 稜�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 512＋ 41：25．0クビ 49．8�
510 ザ ラ ス ト ロ 牡4鹿 55 藤岡 佑介高橋 一恵氏 武藤 善則 新ひだか 松田牧場 472－10 〃 アタマ 63．9�
612	 アーリーデイズ �7鹿 56 小牧 太加藤 守氏 中竹 和也 米 George

Pruette 468－ 21：25．53 211．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 78，647，700円 複勝： 151，395，700円 枠連： 65，513，400円
馬連： 264，707，100円 馬単： 145，140，700円 ワイド： 111，827，500円
3連複： 395，719，200円 3連単： 716，439，800円 計： 1，929，391，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 190円 � 320円 枠 連（4－8） 690円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，120円

ワ イ ド �� 330円 �� 600円 �� 1，280円

3 連 複 ��� 3，090円 3 連 単 ��� 9，520円

票 数

単勝票数 計 786477 的中 � 340467（1番人気）
複勝票数 計1513957 的中 � 519413（1番人気）� 183536（3番人気）� 85350（6番人気）
枠連票数 計 655134 的中 （4－8） 70421（3番人気）
馬連票数 計2647071 的中 �� 251539（2番人気）
馬単票数 計1451407 的中 �� 96151（2番人気）
ワイド票数 計1118275 的中 �� 93303（2番人気）�� 45676（5番人気）�� 19605（17番人気）
3連複票数 計3957192 的中 ��� 94594（7番人気）
3連単票数 計7164398 的中 ��� 55546（14番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．8―12．3―12．1―12．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．8―34．6―46．9―59．0―1：11．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

	エアハリファ �
�
父 Discreet Cat �

�
母父 Afternoon Deelites デビュー 2011．11．20 京都2着

2009．2．14生 牡5鹿 母 Chez La Femme 母母 She’s Ecstatic 14戦6勝 賞金 126，249，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の36頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）36頭 アイファーソング号・アウトクラトール号・アクションスター号・アフォード号・エピセアローム号・

エーシンミラージュ号・キングレオポルド号・グレイスフルリープ号・コレクターアイテム号・サトノシュレン号・
サムソンズプライド号・シゲルササグリ号・スギノエンデバー号・セイルラージ号・ゼロス号・
タニノエポレット号・ツインクルスター号・トウショウカズン号・トップカミング号・ニシオドリーム号・ニンジャ号・
ハノハノ号・ファリダット号・ヘニーハウンド号・マイネルメダリスト号・マルカバッケン号・ミエノワンダー号・
ミキノバンジョー号・ミヤジエムジェイ号・ムーンリットレイク号・メイショウウズシオ号・メイショウツチヤマ号・
ラブイズブーシェ号・レオンビスティー号・ローガンサファイア号・ワキノブレイブ号

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

10036 4月5日 曇 良 （26阪神2）第3日 第12競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走16時10分 （ダート・右）
1000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 10，200，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，020，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

815 ノボリドリーム 牡5鹿 57 高倉 稜原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 450－ 21：53．1 5．9�
47 � ダノンクリエーター 牡5栗 57 和田 竜二�ダノックス 村山 明 米 Waterford

Farm 526± 01：53．2	 12．9�
48 ブラインドサイド 牡5鹿 57 四位 洋文諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 498－121：53．3
 5．1�
36 ナムララオウ 牡4栗 57

54 ▲原田 敬伍奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 494－ 31：53．5
 137．8�
611 エイコーンパス 牡5栗 57 川田 将雅吉田 和子氏 松田 博資 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482± 0 〃 クビ 2．7�
11 マイネルハルカゼ 牡4鹿 57 A．シュタルケ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 カミイスタット 490± 01：53．71� 12．1	

（独）

23 カ ト ラ ス �4芦 57
54 ▲松若 風馬村上 稔氏 大橋 勇樹 小清水 千島北斗牧場 456＋ 21：53．91� 115．9


35 メイショウキラリ 牝5鹿 55 武 豊松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 松栄牧場 484－ 6 〃 ハナ 6．7�
24 バーチャルトラック 牡6鹿 57 藤岡 佑介宮﨑 冴子氏 藤原 辰雄 新冠 田上 光征 B454－ 41：54．0クビ 298．0�
510 タマモベルモット 牡4鹿 57

54 ▲岩崎 翼タマモ� 河内 洋 新冠 対馬 正 486＋ 41：54．32 44．2
713 マ ノ ワ ー ル 牡4鹿 57 小牧 太�ノースヒルズ 白井 寿昭 新冠 株式会社

ノースヒルズ 440± 01：54．51� 10．3�
714 キンショータイム 牡4栗 57

54 ▲義 英真礒野日出夫氏 中村 均 厚真 阿部 栄乃進 492－ 4 〃 ハナ 221．5�
12 タイキガラハッド 牡6栗 57

56 ☆菱田 裕二�大樹ファーム 松元 茂樹 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 508＋ 6 〃 ハナ 130．5�

612 コスモアケルナル 牡5栗 57 幸 英明 �ビッグレッドファーム 田所 秀孝 新冠 ビッグレッドファーム 494＋161：54．6クビ 58．3�
816 トゥルーフレンド 牡5鹿 57 国分 恭介武田 茂男氏 加藤 敬二 むかわ ヤマイチ牧場 482＋ 2 〃 クビ 30．2�
59 ライブリシーラ 牡7栗 57 松田 大作加藤 哲郎氏 森田 直行 厚真 大川牧場 518＋ 61：54．91
 102．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，896，900円 複勝： 88，962，100円 枠連： 32，561，100円
馬連： 143，585，600円 馬単： 72，115，100円 ワイド： 56，628，300円
3連複： 185，300，200円 3連単： 325，055，300円 計： 953，104，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 220円 � 350円 � 200円 枠 連（4－8） 1，050円

馬 連 �� 2，950円 馬 単 �� 5，700円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 790円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 7，180円 3 連 単 ��� 40，710円

票 数

単勝票数 計 488969 的中 � 66326（3番人気）
複勝票数 計 889621 的中 � 113017（3番人気）� 59315（7番人気）� 135266（2番人気）
枠連票数 計 325611 的中 （4－8） 23077（3番人気）
馬連票数 計1435856 的中 �� 35930（11番人気）
馬単票数 計 721151 的中 �� 9340（26番人気）
ワイド票数 計 566283 的中 �� 11846（17番人気）�� 18051（7番人気）�� 12583（13番人気）
3連複票数 計1853002 的中 ��� 19056（22番人気）
3連単票数 計3250553 的中 ��� 5893（126番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．8―37．0―49．8―1：02．9―1：15．5―1：27．7―1：40．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F37．6
1
3

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

勝馬の
紹 介

ノボリドリーム �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．12．17 阪神3着

2009．4．20生 牡5鹿 母 サンデーミッチー 母母 プレザントソーサリス 21戦4勝 賞金 56，738，000円
〔制裁〕 ブラインドサイド号の騎手四位洋文は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金70，000円。（被害馬：11番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（26阪神2）第3日 4月5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 171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 手 当

213，200，000円
2，080，000円
5，660，000円
1，631，000円
19，580，000円
66，840，000円
5，260，800円
1，641，600円

勝馬投票券売得金
432，578，300円
827，199，900円
246，982，300円
969，953，600円
618，616，200円
463，131，300円
1，383，495，300円
2，599，309，200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 7，541，266，100円

総入場人員 12，629名 （有料入場人員 11，692名）
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