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10049 4月12日 晴 良 （26阪神2）第5日 第1競走 ��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

47 メイショウブーケ 牝3栗 54 幸 英明松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 456＋ 61：54．6 1．9�
611 アルマミーア 牝3黒鹿54 岩田 康誠前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460± 01：55．23� 5．2�
12 アイディアバイオ 牝3鹿 54 国分 優作バイオ� 西浦 勝一 平取 清水牧場 462 ―1：55．41 146．0�
59 ナリタモード 牝3栗 54 秋山真一郎�オースミ 藤沢 則雄 浦河 江渡 繁治 448－ 41：55．61� 12．5�
612 サンエルピス 牝3栗 54 和田 竜二三田 昌宏氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 458－ 61：55．7� 7．0�
24 ムーントラベラー 牝3鹿 54

51 ▲義 英真吉田 勝己氏 宮本 博 安平 ノーザンファーム 440± 01：56．01� 72．6	
816 マサノジュエリー 牝3鹿 54 武 豊猪野毛雅人氏 加藤 敬二 浦河 馬道 繁樹 462－ 2 〃 ハナ 14．4

23 シゲルクシロ 牝3鹿 54 武 幸四郎森中 蕃氏 飯田 祐史 平取 赤石牧場 462－ 61：57．17 217．1�
713 ラドンナデルラーゴ 牝3栗 54 浜中 俊山本 英俊氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 472－ 6 〃 クビ 8．7�
11 クレスコポッケ 牝3黒鹿 54

51 ▲岩崎 翼堀川 三郎氏 石坂 正 千歳 社台ファーム 422 ―1：57．2クビ 265．1
48 ツルミユニコーン 牝3鹿 54 太宰 啓介�鶴見ホース 柴田 光陽 日高 田端牧場 474＋ 61：57．41� 215．7�
510 ゴールドスパイラル 牝3鹿 54 福永 祐一杉山 忠国氏 友道 康夫 新ひだか 明治牧場 442＋ 21：57．93 26．3�
714 ミナスジェライス 牝3鹿 54 北村 友一 �キャロットファーム 北出 成人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490 ―1：58．0クビ 80．6�
35 ビービーゲラン 牝3鹿 54 A．シュタルケ�坂東牧場 吉村 圭司 日高 白井牧場 478 ―1：58．21� 36．8�

（独）

36 アグネスカクシン 牝3鹿 54 松山 弘平渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 中神牧場 392－181：59．26 218．3�
815 クールアンジュ 牝3芦 54 国分 恭介 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中村 均 新ひだか 岡田スタツド 458－ 41：59．94 121．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 15，978，800円 複勝： 43，549，900円 枠連： 10，018，300円
馬連： 32，411，000円 馬単： 23，284，300円 ワイド： 17，695，100円
3連複： 50，314，200円 3連単： 86，467，800円 計： 279，719，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 160円 � 2，280円 枠 連（4－6） 220円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 680円

ワ イ ド �� 220円 �� 3，480円 �� 9，120円

3 連 複 ��� 22，400円 3 連 単 ��� 53，540円

票 数

単勝票数 計 159788 的中 � 68169（1番人気）
複勝票数 計 435499 的中 � 222497（1番人気）� 55624（2番人気）� 2065（12番人気）
枠連票数 計 100183 的中 （4－6） 34387（1番人気）
馬連票数 計 324110 的中 �� 50799（1番人気）
馬単票数 計 232843 的中 �� 25304（1番人気）
ワイド票数 計 176951 的中 �� 26219（1番人気）�� 1079（28番人気）�� 406（48番人気）
3連複票数 計 503142 的中 ��� 1658（45番人気）
3連単票数 計 864678 的中 ��� 1192（141番人気）

ハロンタイム 12．9―11．1―13．4―13．0―13．7―13．1―12．8―12．3―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．0―37．4―50．4―1：04．1―1：17．2―1：30．0―1：42．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウブーケ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．11．16 京都11着

2011．4．30生 牝3栗 母 アドマイヤベリー 母母 ブリリアントベリー 6戦1勝 賞金 9，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クールアンジュ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年5月12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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 パラディドル号
（非抽選馬） 1頭 メイショウネフェル号
※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。

10050 4月12日 晴 良 （26阪神2）第5日 第2競走 ��
��1，400�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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

12 ガートルード 牝3黒鹿54 A．シュタルケ �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 464± 01：25．9 7．8�
（独）

59 エイシンペペラッツ 牡3栗 56 武 豊�栄進堂 田所 秀孝 浦河 栄進牧場 476＋ 81：26．21� 21．3�
611 サダムアリガトウ 牝3鹿 54 川田 将雅大西 定氏 西園 正都 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476± 01：26．41� 22．1�
815 クリアザコースト 牡3鹿 56 松山 弘平谷掛 龍夫氏 加用 正 千歳 社台ファーム 528± 0 〃 ハナ 13．3�
24 ディオレサンス 牝3栗 54 浜中 俊�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 442－101：26．5クビ 39．1	
713 ウォーターショパン 牡3黒鹿56 福永 祐一山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 478＋ 81：26．6� 1．7

816	 ハタノデバット 牡3鹿 56 四位 洋文 �グッドラック・ファーム 昆 貢 米 SF Blood-

stock LLC 482－ 21：26．81
 15．0�
36 エンジェルミディ 牝3栗 54 岩田 康誠�G1レーシング 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 496－ 6 〃 ハナ 11．7�
35 ダンツトゥルース 牡3鹿 56 池添 謙一山元 哲二氏 池添 兼雄 新ひだか 土田農場 B476＋ 6 〃 アタマ 7．6
23 テイエムジャバラ 牝3栗 54 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 420－ 6 〃 ハナ 531．1�
47 オンワードアーサー 牡3芦 56 幸 英明樫山 章子氏 柴田 政見 浦河 オンワード牧場 476＋ 8 〃 アタマ 333．5�
510 ダンツゴールド 牡3鹿 56 酒井 学山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 岡田スタツド 486± 01：27．01
 224．6�
48 サ ッ ト ー 牝3芦 54 小牧 太佐藤 恭永氏 高橋 義忠 新ひだか 千代田牧場 450－ 41：27．31� 40．0�
11 メイショウゲキテキ 牡3栗 56 和田 竜二松本 好雄氏 白井 寿昭 新ひだか 折手牧場 450± 01：28．04 104．3�
612	 サトノネビュラ 牝3鹿 54 秋山真一郎里見 治氏 村山 明 米 Colts Neck

Stables LLC 484＋ 81：28．1クビ 261．9�
714 トーアコシタンタン 牡3栗 56 森 一馬高山ランド� 松永 昌博 豊浦トーア牧場 436－121：28．95 670．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，990，900円 複勝： 62，797，200円 枠連： 12，450，700円
馬連： 40，169，600円 馬単： 29，457，800円 ワイド： 22，778，400円
3連複： 58，790，200円 3連単： 95，322，400円 計： 345，757，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 290円 � 740円 � 550円 枠 連（1－5） 8，260円

馬 連 �� 6，970円 馬 単 �� 16，510円

ワ イ ド �� 2，010円 �� 1，770円 �� 4，040円

3 連 複 ��� 39，700円 3 連 単 ��� 237，670円

票 数

単勝票数 計 239909 的中 � 24392（3番人気）
複勝票数 計 627972 的中 � 63517（2番人気）� 20655（8番人気）� 29016（6番人気）
枠連票数 計 124507 的中 （1－5） 1113（21番人気）
馬連票数 計 401696 的中 �� 4258（22番人気）
馬単票数 計 294578 的中 �� 1317（41番人気）
ワイド票数 計 227784 的中 �� 2812（23番人気）�� 3210（21番人気）�� 1370（37番人気）
3連複票数 計 587902 的中 ��� 1093（88番人気）
3連単票数 計 953224 的中 ��� 296（498番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―12．2―12．8―12．5―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―35．5―48．3―1：00．8―1：13．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ガートルード �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2013．8．18 函館5着

2011．3．16生 牝3黒鹿 母 アンブロワーズ 母母 フサイチミニヨン 6戦1勝 賞金 9，700，000円
〔発走状況〕 ディオレサンス号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
※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 エスペランサナナ号
※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。

第２回 阪神競馬 第５日



10051 4月12日 晴 良 （26阪神2）第5日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時55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

510 アダムズアップル 牡3鹿 56 小牧 太吉田 照哉氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 500－261：54．4 6．1�
35 ダノンロンシャン 牡3芦 56 岩田 康誠�ダノックス 松田 国英 千歳 社台ファーム 464± 01：55．25 1．6�
48 シゲルエッチュウ 牡3鹿 56 国分 優作森中 蕃氏 福島 信晴 新ひだか 藤沢牧場 B438＋ 21：55．3� 141．7�
714 スリーマキシマム 牡3鹿 56 和田 竜二永井商事� 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 482＋121：55．4� 10．2�
23 ペプチドキングモア 牡3栗 56 A．シュタルケ 沼川 一彦氏 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 B484－10 〃 アタマ 9．3�

（独）

11 タガノトラベラー 牝3鹿 54 松山 弘平八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 444－ 41：55．6� 59．0	

36 クイズリングテラス 牝3鹿 54
51 ▲義 英真要海 伸治氏 崎山 博樹 浦河 高野牧場 438＋ 81：55．91� 48．2


24 ピースメーカー 牡3鹿 56 国分 恭介小川 勲氏 宮 徹 日高（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 478± 01：56．21� 59．1�

612 ランドスター 牡3栗 56 北村 友一木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 486＋ 21：56．3� 13．6�
815 クロニクルスカイ 牡3鹿 56 田中 健 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 白井 寿昭 新ひだか 岡田スタツド 524＋161：56．51 24．7
59 キョウワマロン 牝3栗 54 古川 吉洋�協和牧場 木原 一良 新冠 協和牧場 458－ 2 〃 クビ 177．9�
611 ビバヤングメン 牡3鹿 56 酒井 学池住 節子氏 日吉 正和 新ひだか 森 政巳 514± 01：57．35 413．8�
12 タイキイルソーレ 牡3黒鹿56 池添 謙一�大樹ファーム 羽月 友彦 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 424－ 81：57．51� 25．4�
47 ツルミプラチーター 牡3栗 56 柴山 雄一�鶴見ホース 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 520＋ 41：57．82 310．7�
816 スマッシュヒット 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣山田 貞蔵氏 山内 研二 浦河 猿橋 義昭 476－ 41：58．33 326．8�
713 マッシヴロード 牡3栗 56

53 ▲岩崎 翼小川 勲氏 大橋 勇樹 新ひだか 畠山牧場 430＋ 41：58．4� 318．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 22，474，200円 複勝： 59，144，600円 枠連： 10，247，700円
馬連： 36，118，400円 馬単： 28，738，800円 ワイド： 20，632，900円
3連複： 52，783，900円 3連単： 92，661，700円 計： 322，802，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 190円 � 110円 � 1，240円 枠 連（3－5） 530円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 1，690円

ワ イ ド �� 250円 �� 6，560円 �� 1，700円

3 連 複 ��� 11，400円 3 連 単 ��� 69，220円

票 数

単勝票数 計 224742 的中 � 29331（2番人気）
複勝票数 計 591446 的中 � 48799（2番人気）� 361075（1番人気）� 4598（11番人気）
枠連票数 計 102477 的中 （3－5） 14333（3番人気）
馬連票数 計 361184 的中 �� 46350（2番人気）
馬単票数 計 287388 的中 �� 12605（5番人気）
ワイド票数 計 206329 的中 �� 24927（1番人気）�� 676（46番人気）�� 2697（19番人気）
3連複票数 計 527839 的中 ��� 3418（35番人気）
3連単票数 計 926617 的中 ��� 988（177番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―13．6―13．4―12．5―12．8―13．0―12．8―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．5―37．1―50．5―1：03．0―1：15．8―1：28．8―1：41．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F38．6
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

アダムズアップル �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2014．1．12 京都10着

2011．2．27生 牡3鹿 母 スワンキーポーチ 母母 チャッターボックス 3戦1勝 賞金 5，500，000円
〔発走状況〕 ツルミプラチーター号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ツルミプラチーター号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 オブシディアン号・ショウナンサンタ号・スプルス号・タマモホルン号
（非抽選馬） 3頭 エーデルグランツ号・オンワードハンター号・モズノハナミチ号
※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。

10052 4月12日 晴 良 （26阪神2）第5日 第4競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走11時25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
1：44．5
1：44．1

良
良

36 フロリダパンサー 牡3青鹿56 A．シュタルケ 吉田 照哉氏 宮本 博 千歳 社台ファーム B480＋ 21：47．8 5．7�
（独）

11 ドラゴンストリート 牡3鹿 56 福永 祐一窪田 芳郎氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 468＋10 〃 クビ 2．4�
715 シ ホ ウ 牡3鹿 56 浜中 俊�協和牧場 笹田 和秀 新冠 協和牧場 508－101：48．43� 16．9�
818 コスモカパルア 牝3栗 54 岩田 康誠 �ビッグレッドファーム 森田 直行 日高 北田 剛 456＋ 61：48．5� 3．3�
816 ナイトジャスミン 牝3黒鹿54 国分 恭介金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 386± 0 〃 クビ 33．0	
59 アグネスヴェルテュ 牡3鹿 56 池添 謙一渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 464－ 61：48．71� 20．4

24 アグリナデシコ 牝3黒鹿 54

51 ▲岩崎 翼アグリRC 柴田 光陽 浦河 グランデファーム 446＋ 21：48．91 168．6�
12 ブルーダイアモンド 牝3黒鹿54 北村 友一近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 434－ 61：49．32� 38．1�
35 ダノンサイクロン 牝3青鹿54 小牧 太�ダノックス 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 434＋ 81：49．61	 18．5
612 マイネシェルブール 牝3鹿 54 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 392＋ 4 〃 ハナ 116．9�
611 ファーマフレア 牝3芦 54

51 ▲義 英真中西 功氏 日吉 正和 新ひだか タガミファーム 380－ 91：49．92 198．1�
817 ハクユウドルフィン 牡3青鹿56 武 幸四郎 �H.Iコーポレーション 加藤 敬二 新冠 川上牧場 440± 01：50．22 120．6�
510 マコトヴォカシオン 牡3鹿 56 秋山真一郎�ディアマント 矢作 芳人 様似 出口 繁夫 466 ―1：50．41� 40．5�
23 テイエムステルス 牡3鹿 56 松山 弘平竹園 正繼氏 鈴木 孝志 新ひだか 千代田牧場 508＋ 41：50．72 277．9�
713 カシノリデル 牝3栗 54 岡田 祥嗣柏木 務氏 谷 潔 熊本 吉村 功 446＋101：51．55 672．2�
48 メモリーファクト 牝3鹿 54 古川 吉洋�シンザンクラブ 武田 博 浦河 成隆牧場 430＋ 21：51．82 475．0�
47 アクアブルーキング 牡3黒鹿56 国分 優作佐野 清氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 490 ―1：52．11	 197．8�
714 ミリノペガサス 牡3黒鹿56 武 豊榮 義則氏 森 秀行 浦河 有限会社

吉田ファーム 482 ―1：53．69 13．2�
（18頭）

売 得 金
単勝： 20，130，300円 複勝： 32，443，300円 枠連： 14，163，600円
馬連： 37，537，300円 馬単： 25，019，900円 ワイド： 19，709，000円
3連複： 54，282，500円 3連単： 79，391，600円 計： 282，677，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 170円 � 140円 � 280円 枠 連（1－3） 570円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 2，180円

ワ イ ド �� 420円 �� 1，360円 �� 710円

3 連 複 ��� 3，330円 3 連 単 ��� 21，750円

票 数

単勝票数 計 201303 的中 � 28250（3番人気）
複勝票数 計 324433 的中 � 50527（3番人気）� 79759（1番人気）� 23377（4番人気）
枠連票数 計 141636 的中 （1－3） 18549（2番人気）
馬連票数 計 375373 的中 �� 33441（2番人気）
馬単票数 計 250199 的中 �� 8492（5番人気）
ワイド票数 計 197090 的中 �� 12605（3番人気）�� 3358（18番人気）�� 6822（6番人気）
3連複票数 計 542825 的中 ��� 12050（8番人気）
3連単票数 計 793916 的中 ��� 2694（55番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．1―36．2―48．4―1：00．8―1：13．3―1：24．8―1：36．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F34．5
3 8，6（1，13）（2，18）（4，16，15）11，14（3，9）17（12，5）－（7，10） 4 8（6，13）1（18，15）2，16，4－（3，11，14）（9，17）5，12－10－7

勝馬の
紹 介

フロリダパンサー �
�
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 2014．1．12 京都7着

2011．5．9生 牡3青鹿 母 ピューマカフェ 母母 セトフローリアンⅡ 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ファーマフレア号の騎手義英真は，3コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：3番）

カシノリデル号の騎手岡田祥嗣は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：18番・15番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アクアブルーキング号・ミリノペガサス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年

5月12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4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
（非抽選馬） 3頭 アカネイロ号・ティーエスネオ号・ビキニスタイル号
※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。



10053 4月12日 晴 良 （26阪神2）第5日 第5競走 ��
��1，200�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
1：08．8
1：08．7

重
重

36 ク ー ゲ ル 牡3栗 56 武 豊幅田 昌伸氏 加用 正 浦河 岡本牧場 506－ 41：12．5 1．8�
815 デンコウヒノマル 牡3栗 56 福永 祐一田中 康弘氏 坂口 正則 浦河 大島牧場 498± 01：12．82 11．4�
816 ハニードント 牝3栗 54 酒井 学薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 446＋ 21：13．01 55．5�
611 エンドレスシャイン 牡3鹿 56 松山 弘平岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 日高 白井牧場 432＋ 21：13．21� 156．6�
24 トリックデック 牡3栗 56

53 ▲岩崎 翼前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 株式会社
ノースヒルズ 446－ 2 〃 アタマ 24．3�

48 サカジロヴィグラス 牝3黒鹿 54
51 ▲義 英真ロイヤルパーク 崎山 博樹 むかわ 宇南山牧場 488＋ 41：13．3� 35．4�

713 アイムユアドリーム 牝3栗 54 岩田 康誠ユアストーリー 安田 隆行 平取 坂東牧場 454± 01：13．4	 10．8	
612 ヒカリセット 牡3青鹿56 森 一馬
ヒカリクラブ 松永 昌博 日高 ヤナガワ牧場 460－ 21：13．61� 46．9�
35 シゲルビッチュウ 
3青鹿56 和田 竜二森中 蕃氏 川村 禎彦 新ひだか 出羽牧場 426－ 2 〃 クビ 90．7�
23 キネオキャノン 牡3鹿 56 国分 恭介吉田 千津氏 西園 正都 千歳 社台ファーム 474－ 21：13．91	 30．5
12 メモリーレーン 牝3栗 54 浜中 俊有限会社シルク荒川 義之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462－121：14．11� 7．1�
510� ウインゴスペル 牡3栗 56 A．シュタルケ
ウイン 西園 正都 英 Cheveley Park

Stud Ltd 510－ 61：14．2� 7．0�
（独）

714 トラストフェアリー 牝3栗 54 幸 英明菅波 雅巳氏 羽月 友彦 浦河 梅田牧場 428＋ 61：14．3クビ 36．8�
11 タガノエークラス 牡3栗 56 小牧 太八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 476± 01：14．4� 43．3�
59 テイエムナデューラ 牝3栗 54 太宰 啓介竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 タニグチ牧場 428－ 21：14．93 249．9�
47 ウインエフォート 牡3栗 56 国分 優作
ウイン 奥村 武 青森 青南ムラカミ

ファーム 478－ 41：17．1大差 114．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，492，900円 複勝： 44，930，900円 枠連： 13，049，000円
馬連： 51，132，000円 馬単： 33，403，600円 ワイド： 27，882，700円
3連複： 71，725，800円 3連単： 114，593，400円 計： 382，210，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 120円 � 260円 � 900円 枠 連（3－8） 660円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 1，260円

ワ イ ド �� 500円 �� 1，080円 �� 4，390円

3 連 複 ��� 8，350円 3 連 単 ��� 20，880円

票 数

単勝票数 計 254929 的中 � 116399（1番人気）
複勝票数 計 449309 的中 � 162268（1番人気）� 36209（4番人気）� 8170（12番人気）
枠連票数 計 130490 的中 （3－8） 14665（2番人気）
馬連票数 計 511320 的中 �� 37977（3番人気）
馬単票数 計 334036 的中 �� 19601（3番人気）
ワイド票数 計 278827 的中 �� 14850（4番人気）�� 6312（11番人気）�� 1462（44番人気）
3連複票数 計 717258 的中 ��� 6342（30番人気）
3連単票数 計1145934 的中 ��� 4051（53番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―12．0―12．1―12．5―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―35．2―47．3―59．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ク ー ゲ ル �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 デ イ ン ヒ ル デビュー 2013．11．2 京都3着

2011．3．27生 牡3栗 母 フューチャハッピー 母母 タイセイカグラ 8戦2勝 賞金 25，658，000円
〔制裁〕 ウインエフォート号の騎手国分優作は，3コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番・14番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウインエフォート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年5月12日まで平地競

走に出走できない。
※ウインエフォート号は，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。

10054 4月12日 晴 良 （26阪神2）第5日 第6競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走12時50分 （芝・右・外）
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
1：32．0
1：30．7

良
良

816 ワードイズボンド 牡3青 56
53 ▲義 英真宮田 守氏 崎山 博樹 浦河 バンブー牧場 520－101：33．9 7．4�

35 ガリバルディ 牡3鹿 56 福永 祐一 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 494＋181：34．11� 3．0�
23 ブレイヴリー 牡3鹿 56 古川 吉洋岡田 牧雄氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 476－ 21：34．41� 15．3�
11 ブルーフラッシュ 牡3芦 56 岩田 康誠桜井 欣吾氏 松田 国英 新ひだか 飛野牧場 444－ 2 〃 クビ 8．9�
817 ブロンクスステップ 牝3鹿 54 A．シュタルケ 金子真人ホールディングス� 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 468＋ 41：34．5� 43．8	

（独）

611 ア ル テ 牡3栗 56 浜中 俊 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 464± 0 〃 ハナ 13．3

47 ラ イ ザ ン 牡3青鹿56 北村 友一林 正道氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 454－ 6 〃 クビ 25．4�
12 カバーストーリー 牡3栗 56 内田 博幸前田 晋二氏 清水 久詞 新ひだか 土居 忠吉 472＋ 61：34．6� 29．3�
818 ザ マ ン ダ 牝3青鹿54 池添 謙一 H.H．シェイク・モハメド 角居 勝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 490－ 41：34．7クビ 65．4
48 サフランスカイ 牡3鹿 56 幸 英明海原 聖一氏 松元 茂樹 平取 高橋 啓 458＋ 21：34．91� 155．7�
510 フェルメッツァ 牡3鹿 56 武 豊 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 432± 0 〃 アタマ 2．7�
24 ワクワクキリシマ 牝3鹿 54 国分 優作西村新一郎氏 梅内 忍 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 438＋ 61：35．0� 115．7�
36 	 キ ン コ バ ン 牡3栗 56 酒井 学熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 中原牧場 468＋ 41：35．21
 182．7�
612 レ ガ リ ア 牡3鹿 56 柴山 雄一杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 496－121：35．41
 160．1�
715 タガノアップ 牝3鹿 54 国分 恭介八木 良司氏 河内 洋 新ひだか 岡田スタツド 410－ 41：35．61� 135．5�
713 ベラフォレスタ 牝3黒鹿54 松山 弘平 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 460－ 41：36．02� 222．0�
59 シンゼンタイガ 牡3栗 56 武 幸四郎原 司郎氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 496＋ 41：36．42� 72．0�
714� キャニオンシャイン 牝3鹿 54 筒井 勇介小栗 孝一氏 山中 輝久 浦河 谷川牧場 462－ 41：36．5� 806．5�

（笠松） （笠松）

（18頭）

売 得 金
単勝： 33，774，400円 複勝： 53，039，600円 枠連： 15，883，600円
馬連： 60，899，100円 馬単： 36，512，400円 ワイド： 32，093，200円
3連複： 82，867，100円 3連単： 128，424，100円 計： 443，493，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 290円 � 150円 � 390円 枠 連（3－8） 1，160円

馬 連 �� 1，370円 馬 単 �� 2，890円

ワ イ ド �� 670円 �� 1，870円 �� 920円

3 連 複 ��� 6，170円 3 連 単 ��� 30，000円

票 数

単勝票数 計 337744 的中 � 36371（3番人気）
複勝票数 計 530396 的中 � 43002（4番人気）� 123533（2番人気）� 29565（6番人気）
枠連票数 計 158836 的中 （3－8） 10177（6番人気）
馬連票数 計 608991 的中 �� 33014（6番人気）
馬単票数 計 365124 的中 �� 9350（9番人気）
ワイド票数 計 320932 的中 �� 12379（6番人気）�� 4056（21番人気）�� 8675（8番人気）
3連複票数 計 828671 的中 ��� 9921（14番人気）
3連単票数 計1284241 的中 ��� 3160（83番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．8―11．9―12．0―11．6―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．4―35．2―47．1―59．1―1：10．7―1：22．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワードイズボンド �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．9．21 阪神6着

2011．3．7生 牡3青 母 トロピカルナイト 母母 ウインドフレスカ 7戦2勝 賞金 13，500，000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 カワカミマゴコロ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



10055 4月12日 晴 良 （26阪神2）第5日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時20分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

712 デ コ レ イ ト 牝5鹿 55 岩田 康誠吉田 正志氏 松田 国英 日高 追分ファーム 468± 01：53．2 9．0�
813 サンレイフローラ 牝4鹿 55 酒井 学永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 440＋ 21：53．52 24．7�
58 � シンワウォッカ 牝5鹿 55 福永 祐一ロイヤルパーク 白井 寿昭 むかわ 安田 幸子 486＋14 〃 クビ 6．3�
69 � フェリーチェレガロ 牝4黒鹿55 和田 竜二平井 裕氏 友道 康夫 千歳 社台ファーム 484± 01：53．71� 1．7�
33 エーシンウェンディ 牝4栗 55 浜中 俊�栄進堂 川村 禎彦 浦河 有限会社

吉田ファーム 488± 01：54．23 24．2�
610 キャニオンバレー 牝4青鹿55 川田 将雅松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 506＋ 4 〃 クビ 9．7	
34 ストレートラブ 牝5青鹿55 松山 弘平万波 健二氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446＋161：54．3� 119．0

711� ホッコーアムール 牝4青 55 秋山真一郎矢部 道晃氏 飯田 祐史 日高 川端 正博 448＋101：54．4クビ 69．6�
22 クロカミノオトメ 牝4青 55 池添 謙一 �サンデーレーシング 羽月 友彦 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470± 0 〃 ハナ 23．7
57 ティボリハーモニー 牝4栗 55

52 ▲義 英真松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 504＋20 〃 ハナ 131．3�

11 ホワイトアルバム 牝6芦 55 小林 徹弥薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 514－ 61：55．35 18．2�
45 ミノディエール 牝4黒鹿55 幸 英明�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 446－ 2 〃 クビ 104．1�
814 サンマルリジイ 牝5黒鹿 55

52 ▲岩崎 翼相馬 勇氏 山内 研二 浦河 アイオイファーム 502＋ 41：55．51� 397．0�
46 テイエムライオネス 牝4青鹿55 竹之下智昭竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 478＋ 41：58．0大差 16．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 28，357，600円 複勝： 59，450，000円 枠連： 12，215，900円
馬連： 52，935，300円 馬単： 34，841，200円 ワイド： 27，793，300円
3連複： 77，265，000円 3連単： 124，603，400円 計： 417，461，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 300円 � 550円 � 240円 枠 連（7－8） 3，940円

馬 連 �� 6，900円 馬 単 �� 13，740円

ワ イ ド �� 1，550円 �� 670円 �� 1，240円

3 連 複 ��� 9，270円 3 連 単 ��� 65，320円

票 数

単勝票数 計 283576 的中 � 25085（3番人気）
複勝票数 計 594500 的中 � 54818（3番人気）� 25401（8番人気）� 72646（2番人気）
枠連票数 計 122159 的中 （7－8） 2289（13番人気）
馬連票数 計 529353 的中 �� 5666（19番人気）
馬単票数 計 348412 的中 �� 1872（35番人気）
ワイド票数 計 277933 的中 �� 4297（17番人気）�� 10741（8番人気）�� 5437（13番人気）
3連複票数 計 772650 的中 ��� 6152（34番人気）
3連単票数 計1246034 的中 ��� 1408（187番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．0―35．6―48．3―1：01．0―1：13．8―1：27．1―1：40．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

デ コ レ イ ト �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 De Niro デビュー 2012．3．4 阪神1着

2009．4．8生 牝5鹿 母 デゴッドドーター 母母 Say Forever 17戦2勝 賞金 24，920，000円
〔制裁〕 フェリーチェレガロ号の騎手和田竜二は，3コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：10番）

10056 4月12日 晴 良 （26阪神2）第5日 第8競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走13時50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

48 メイショウマルマル 牡4芦 57 川田 将雅松本 和子氏 白井 寿昭 浦河 日の出牧場 498± 01：25．5 2．3�
612� キママホウダイ 牡5栗 57 浜中 俊小田切有一氏 佐々木晶三 新ひだか 田中 裕之 490－ 41：25．6� 15．4�
11 ウォーシップマーチ 牡4黒鹿57 四位 洋文谷掛 龍夫氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 466＋ 21：25．91� 4．2�
23 ケ ッ キ セ ヨ 牡4鹿 57 岩田 康誠一村 哲也氏 岡田 稲男 平取 有限会社中

田牧場 474± 01：26．0� 4．0�
24 ラヴァズアゲイン 牝5栗 55 武 豊岡 浩二氏 大久保龍志 えりも エクセルマネジメント 464＋ 41：26．21	 13．0�
12 ティマイドリーム 牡4鹿 57 
島 良太田畑 利彦氏 境 直行 浦河 鎌田 正嗣 510＋ 2 〃 ハナ 87．3�
35 ヒシアメジスト 牝4鹿 55 国分 優作阿部 雅英氏 河内 洋 浦河 中村 雅明 446± 01：26．3� 33．9	
714� エルフショット �4青鹿 57

54 ▲岩崎 翼 
ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 日高 槇本牧場 464－ 41：26．61� 43．7�

713 アドマイヤスパーズ 牡4鹿 57 小牧 太近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 480－ 41：26．7� 40．3�
59 スイートドーナッツ 牡4黒鹿57 和田 竜二岡 浩二氏 鈴木 孝志 日高 シンボリ牧場 464－ 21：27．01� 63．7
47 アスターフレンチ 牡4栗 57 古川 吉洋加藤 久枝氏 南井 克巳 新冠 村田牧場 506－ 2 〃 ハナ 119．1�
611� ジ パ ン グ 牡4栗 57

54 ▲義 英真畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 B482－ 2 〃 アタマ 153．4�
36 � デンコウタフネス 牡5鹿 57 幸 英明田中 康弘氏 梅内 忍 浦河 日進牧場 442－ 21：27．1� 334．1�
816� イーグルカッター 牡4黒鹿57 内田 博幸杉山 忠国氏 飯田 雄三 新ひだか 中村 和夫 484＋ 21：27．31� 149．7�
815 シゲルリンゴ 牝5栗 55 柴山 雄一森中 蕃氏 田中 章博 新ひだか 前田 宗将 456＋ 21：27．4クビ 590．9�
510 エアーウェーブ 牡4鹿 57 国分 恭介小林竜太郎氏 梅田 智之 平取 船越 伸也 522＋101：27．82� 20．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，192，400円 複勝： 46，092，500円 枠連： 14，670，000円
馬連： 55，699，100円 馬単： 33，957，000円 ワイド： 28，900，100円
3連複： 78，593，400円 3連単： 126，826，600円 計： 412，931，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 260円 � 150円 枠 連（4－6） 1，530円

馬 連 �� 1，720円 馬 単 �� 2，590円

ワ イ ド �� 630円 �� 250円 �� 770円

3 連 複 ��� 1，870円 3 連 単 ��� 9，970円

票 数

単勝票数 計 281924 的中 � 100219（1番人気）
複勝票数 計 460925 的中 � 116103（1番人気）� 35413（4番人気）� 83763（3番人気）
枠連票数 計 146700 的中 （4－6） 7100（5番人気）
馬連票数 計 556991 的中 �� 24021（6番人気）
馬単票数 計 339570 的中 �� 9680（9番人気）
ワイド票数 計 289001 的中 �� 10519（6番人気）�� 34485（2番人気）�� 8340（8番人気）
3連複票数 計 785934 的中 ��� 31144（4番人気）
3連単票数 計1268266 的中 ��� 9397（20番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．7―35．7―48．2―1：00．7―1：12．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウマルマル �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2013．3．23 阪神5着

2010．4．20生 牡4芦 母 ニンナナンナ 母母 ナイスレイズ 12戦2勝 賞金 19，320，000円
〔制裁〕 ウォーシップマーチ号の騎手四位洋文は，最後の直線コースで急に内側に斜行したことについて平成26年4月19日から

平成26年4月27日まで騎乗停止。（被害馬：10番）



10057 4月12日 晴 良 （26阪神2）第5日 第9競走 ��
��2，400�

し ら さ ぎ

白 鷺 特 別
発走14時25分 （芝・右・外）
4歳以上，1，000万円以下，25．4．6以降26．4．6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 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000円
付 加 賞 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．2
2：22．1

良
良

46 シャイニーハーツ 牡4栗 55 A．シュタルケ 小林 昌志氏 佐々木晶三 平取 雅 牧場 464－ 42：27．1 9．4�
（独）

34 アドマイヤカーリン 牡6青鹿54 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 480± 02：27．2� 4．7�
711 ユキノサムライ 牡5栗 55 古川 吉洋村上 幸三氏 木原 一良 浦河 岡本 昌市 466± 02：27．41� 21．4�
22 プランスペスカ 牡4鹿 55 福永 祐一山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 456＋ 4 〃 ハナ 10．9�
58 エーシンデューク 牡5青鹿54 幸 英明�栄進堂 沖 芳夫 浦河 高野牧場 486＋ 6 〃 クビ 8．4�
814 ヴァーティカルサン 牡4青鹿54 浜中 俊 	キャロットファーム 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 548－ 82：27．5� 7．9

712 タイセイドリーム 牡4鹿 56 小牧 太田中 成奉氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 538－ 22：27．6クビ 2．9�
610 ランフォージン 牡5黒鹿54 岩田 康誠 	社台レースホース高橋 義忠 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454－ 4 〃 クビ 16．0�
33 	 ホーマンベルウィン 牡6黒鹿53 酒井 学久保 博文氏 西園 正都 平取 びらとり牧場 476± 02：27．91� 62．2
11 	 ファルスター 牡6鹿 56 内田 博幸佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 496－ 42：28．0� 11．9�
57 	 メイショウリョウマ 牡6黒鹿54 秋山真一郎松本 好雄氏 岡田 稲男 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 522＋ 2 〃 クビ 41．8�
69 シゲルジョウム 牡6鹿 53 北村 友一森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 小島牧場 482－ 22：28．1� 77．5�
813	 メイショウシレトコ 牡6鹿 52 国分 優作松本 好雄氏 梅内 忍 日高 日西牧場 470＋ 62：29．16 189．2�
45 スーパーオービット 牡8鹿 53 和田 竜二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 中竹 和也 静内 服部 牧場 464± 02：29．41� 201．8�
（14頭）

売 得 金
単勝： 32，569，500円 複勝： 64，475，200円 枠連： 17，764，600円
馬連： 89，679，200円 馬単： 47，846，900円 ワイド： 38，150，700円
3連複： 115，491，800円 3連単： 183，136，500円 計： 589，114，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 290円 � 200円 � 450円 枠 連（3－4） 3，110円

馬 連 �� 3，080円 馬 単 �� 7，500円

ワ イ ド �� 900円 �� 2，530円 �� 1，680円

3 連 複 ��� 17，260円 3 連 単 ��� 108，040円

票 数

単勝票数 計 325695 的中 � 27536（5番人気）
複勝票数 計 644752 的中 � 57786（3番人気）� 100681（2番人気）� 32597（9番人気）
枠連票数 計 177646 的中 （3－4） 4225（13番人気）
馬連票数 計 896792 的中 �� 21525（11番人気）
馬単票数 計 478469 的中 �� 4710（31番人気）
ワイド票数 計 381507 的中 �� 10857（10番人気）�� 3634（34番人気）�� 5565（27番人気）
3連複票数 計1154918 的中 ��� 4941（64番人気）
3連単票数 計1831365 的中 ��� 1251（393番人気）

ハロンタイム 13．0―11．2―12．9―13．3―12．5―12．4―13．1―13．1―11．8―10．8―11．2―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．0―24．2―37．1―50．4―1：02．9―1：15．3―1：28．4―1：41．5―1：53．3―2：04．1―2：15．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F45．6―3F33．8
1
3
9，14，7（4，6）12，2，1，8，3，11－10－13－5
9（7，14）6，4（2，12）（3，1，8）11－10，13－5

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

勝馬の
紹 介

シャイニーハーツ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 マヤノトップガン デビュー 2012．10．14 京都4着

2010．4．2生 牡4栗 母 ダイタクアズミット 母母 スプリングネヴァー 13戦3勝 賞金 38，607，000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。

10058 4月12日 晴 良 （26阪神2）第5日 第10競走 ��
��1，200�

よどやばし

淀屋橋ステークス
発走15時00分 （芝・右）
4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．1
1：06．5

良
良

816 ルナフォンターナ 牝5栗 55 岩田 康誠 H.H．シェイク・モハメド 池江 泰寿 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 470± 01：08．3 7．4�

59 アルマリンピア 牝6鹿 55 内田 博幸飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 476－ 41：08．4� 12．9�
36 メイショウツガル 牡6鹿 57 北村 友一松本 好雄氏 武田 博 浦河 太陽牧場 480＋ 61：08．61	 83．1�
23 シルヴァーグレイス 牝4鹿 55 秋山真一郎吉田 哲哉氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B454－ 21：08．7� 60．1�
612 メイショウヤタロウ 牡6鹿 57 浜中 俊松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 日の出牧場 486－ 21：08．8
 11．7�
713 アグネスウイッシュ 牡6黒鹿57 武 豊渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 508＋ 2 〃 クビ 6．5�
510 ビキニブロンド 牝5黒鹿55 川田 将雅金子真人ホール

ディングス	 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 450＋ 6 〃 ハナ 3．5

12 サカジロロイヤル 牡6黒鹿57 国分 優作ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 浦河 中島牧場 508－ 21：08．9
 29．1�
714 キングオブロー 牡5鹿 57 福永 祐一田畑 利彦氏 伊藤 伸一 新ひだか タガミファーム 484± 01：09．0
 23．7�
35 メイショウイザヨイ 牝5鹿 55 武 幸四郎松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 赤田牧場 510＋ 6 〃 アタマ 20．2
11 テイエムタイホー 牡5栗 57 松山 弘平竹園 正繼氏 鈴木 孝志 日高 若林 武雄 486＋ 61：09．1クビ 4．1�
24 � シゲルアセロラ 牡5黒鹿57 幸 英明森中 蕃氏 目野 哲也 米

Mr. & Mrs. Don K
Love &
Briggs/Cromartie

484＋ 21：09．2� 11．4�
815 ダノンウィスラー 牡6鹿 57 A．シュタルケ	ダノックス 池江 泰寿 新ひだか 折手牧場 470＋ 81：09．3クビ 81．4�

（独）

47 マッキーコバルト 牡8鹿 57 太宰 啓介薪浦 亨氏 角田 晃一 安平 吉田 三郎 B466＋ 41：09．4
 62．9�
48 サザンブレイズ 牡6栗 57 酒井 学南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 484＋ 4 〃 クビ 288．1�
611 ダイメイザクラ 牝7鹿 55 古川 吉洋宮本 孝一氏 佐藤 吉勝 新ひだか 中田 浩美 434－ 4 〃 アタマ 184．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，955，100円 複勝： 74，281，400円 枠連： 27，846，500円
馬連： 114，183，500円 馬単： 57，890，500円 ワイド： 47，162，300円
3連複： 151，240，000円 3連単： 234，959，600円 計： 744，518，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 340円 � 400円 � 1，460円 枠 連（5－8） 1，180円

馬 連 �� 5，990円 馬 単 �� 11，320円

ワ イ ド �� 2，120円 �� 8，720円 �� 9，800円

3 連 複 ��� 121，460円 3 連 単 ��� 510，010円

票 数

単勝票数 計 369551 的中 � 39728（4番人気）
複勝票数 計 742814 的中 � 63111（4番人気）� 51637（6番人気）� 11841（12番人気）
枠連票数 計 278465 的中 （5－8） 17428（4番人気）
馬連票数 計1141835 的中 �� 14082（24番人気）
馬単票数 計 578905 的中 �� 3777（46番人気）
ワイド票数 計 471623 的中 �� 5585（27番人気）�� 1320（69番人気）�� 1173（74番人気）
3連複票数 計1512400 的中 ��� 919（244番人気）
3連単票数 計2349596 的中 ��� 340（1104番人気）

ハロンタイム 11．8―10．8―11．2―11．4―11．5―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．6―33．8―45．2―56．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ルナフォンターナ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Mr. Prospector デビュー 2011．10．9 京都2着

2009．4．22生 牝5栗 母 フ ァ ー ザ 母母 Baya 19戦5勝 賞金 73，653，000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，主として騎乗中の国名を表示している。



10059 4月12日 晴 良 （26阪神2）第5日 第11競走 ��
��1，400�第57回サンケイスポーツ杯阪神牝馬ステークス（ＧⅡ）

発走15時35分 （芝・右）
牝，4歳以上；負担重量は，54�，25．4．6以降GⅠ競走1着馬2�増，GⅡ競走1着馬1�
増，25．4．5以前のGⅠ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

サンケイスポーツ賞（1着）
賞 品

本 賞 53，000，000円 21，000，000円 13，000，000円 8，000，000円 5，300，000円
付 加 賞 952，000円 272，000円 136，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．9
1：19．0

良
良

44 スマートレイアー 牝4芦 54 武 豊大川 徹氏 大久保龍志 新ひだか 岡田スタツド 464± 01：20．3 2．2�
56 ウ リ ウ リ 牝4青 54 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 462＋ 4 〃 ハナ 6．4�
710 ローブティサージュ 牝4青 54 A．シュタルケ 有限会社シルク須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 456－ 2 〃 クビ 24．6�

（独）

33 エピセアローム 牝5栃栗54 松山 弘平吉田 勝己氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 488＋ 21：20．4� 14．1�
813 アミカブルナンバー 牝5鹿 54 四位 洋文池谷 誠一氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム 452－181：20．5クビ 23．0�
69 サ マ ー ル ナ 牝5鹿 54 古川 吉洋セゾンレースホース� 木原 一良 新冠 松本 信行 466＋ 4 〃 ハナ 138．6	
812 プリンセスジャック 牝4栗 54 酒井 学�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 474－ 2 〃 クビ 64．2

711 クロフネサプライズ 牝4芦 54 柴山 雄一畑 清介氏 田所 秀孝 新ひだか 上村 清志 470＋10 〃 アタマ 15．9�
68 ウイングザムーン 牝5鹿 54 秋山真一郎�髙昭牧場 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 488－ 41：20．71	 9．0
11 トーホウアマポーラ 牝5栗 54 岩田 康誠東豊物産� 高橋 亮 日高 竹島 幸治 496＋ 4 〃 ハナ 5．7�
57 ヴィルシーナ 牝5青 56 内田 博幸佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 460＋ 41：20．8クビ 12．2�
22 ローガンサファイア 牝4鹿 54 北村 友一 �キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 442± 0 〃 アタマ 45．7�
45 ミ ナ レ ッ ト 牝4鹿 54 和田 竜二�ミルファーム 大和田 成 新ひだか キヨタケ牧場 462－ 61：21．43
 151．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 125，052，500円 複勝： 195，010，100円 枠連： 59，149，200円
馬連： 372，281，500円 馬単： 193，757，500円 ワイド： 143，706，000円
3連複： 547，110，800円 3連単： 1，026，212，200円 計： 2，662，279，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 180円 � 490円 枠 連（4－5） 420円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 870円

ワ イ ド �� 290円 �� 1，290円 �� 2，250円

3 連 複 ��� 4，850円 3 連 単 ��� 12，150円

票 数

単勝票数 計1250525 的中 � 463962（1番人気）
複勝票数 計1950101 的中 � 540838（1番人気）� 280496（3番人気）� 71097（9番人気）
枠連票数 計 591492 的中 （4－5） 104407（1番人気）
馬連票数 計3722815 的中 �� 438336（1番人気）
馬単票数 計1937575 的中 �� 165453（1番人気）
ワイド票数 計1437060 的中 �� 147633（1番人気）�� 25463（17番人気）�� 14154（30番人気）
3連複票数 計5471108 的中 ��� 83360（14番人気）
3連単票数 計10262122 的中 ��� 62370（24番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―22．7―34．0―45．5―57．2―1：08．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマートレイアー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2013．4．7 阪神1着

2010．5．15生 牝4芦 母 スノースタイル 母母 シャルムダンサー 8戦5勝 賞金 142，220，000円
〔発走状況〕 ミナレット号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりスマートレイアー号は，ヴィクトリアマイル（GⅠ）競走に優先出走できる。
※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。

10060 4月12日 晴 良 （26阪神2）第5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

58 タガノラルフ 牡4青鹿57 川田 将雅八木 良司氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 486± 01：52．3 24．7�

59 ランドマーキュリー 牡4栗 57 北村 友一木村 昌三氏 安達 昭夫 新冠 ハクツ牧場 514＋ 6 〃 アタマ 4．7�
46 カーティスバローズ 牡4鹿 57 岩田 康誠猪熊 広次氏 中竹 和也 浦河 大北牧場 490－ 2 〃 ハナ 2．9�
712 ラフィングインメイ 牡5黒鹿57 浜中 俊 �社台レースホース中内田充正 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B512－121：52．4� 5．0�
47 スズカウラノス 牡5鹿 57 幸 英明永井 啓弍氏 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 464＋ 21：52．5	 6．8�
610 サーランスロット 牡6鹿 57 柴山 雄一山本 英俊氏 松永 幹夫 日高 シンボリ牧場 484－ 21：52．6クビ 30．0	
611 タガノプリンス 牡6鹿 57

54 ▲岩崎 翼八木 良司氏 石橋 守 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 464－ 81：52．7	 174．7


22 ショウナンマオ 牝5鹿 55 和田 竜二国本 哲秀氏 須貝 尚介 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 520＋ 21：52．8� 16．1�

11 ディープルマン 牡6鹿 57 松山 弘平深見 敏男氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 506± 01：52．9� 202．8�
23 トゥヴァビエン 牡4黒鹿 57

54 ▲義 英真玉井 宏和氏 梅田 康雄 浦河 小倉牧場 534＋ 61：53．0	 11．5
814 メイショウオオカゼ 牡4黒鹿57 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 514－ 6 〃 ハナ 28．7�
713 ダイヴァーダウン 牡5栗 57 池添 謙一吉岡 泰治氏 松永 昌博 新ひだか 桑嶋 峰雄 468＋ 2 〃 ハナ 42．0�
35 コピーライター 牡4鹿 57 酒井 学グリーンスウォード境 直行 新ひだか 米田牧場 514＋ 41：53．63	 103．9�
815 イントレピッド 牡4鹿 57 太宰 啓介会田 満雄氏 高橋 義忠 日高 森永牧場 464＋24 〃 ハナ 82．3�
34 
 サンライズサルーテ 牡6鹿 57 小牧 太松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 454＋ 41：54．23	 29．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 34，329，000円 複勝： 68，170，800円 枠連： 27，933，100円
馬連： 104，933，600円 馬単： 52，724，200円 ワイド： 44，145，800円
3連複： 143，630，000円 3連単： 240，825，700円 計： 716，692，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，470円 複 勝 � 480円 � 150円 � 140円 枠 連（5－5） 6，680円

馬 連 �� 5，700円 馬 単 �� 14，790円

ワ イ ド �� 1，370円 �� 1，260円 �� 300円

3 連 複 ��� 5，100円 3 連 単 ��� 56，390円

票 数

単勝票数 計 343290 的中 � 10983（7番人気）
複勝票数 計 681708 的中 � 25150（7番人気）� 137623（2番人気）� 157101（1番人気）
枠連票数 計 279331 的中 （5－5） 3088（21番人気）
馬連票数 計1049336 的中 �� 13596（22番人気）
馬単票数 計 527242 的中 �� 2631（50番人気）
ワイド票数 計 441458 的中 �� 7296（16番人気）�� 8007（12番人気）�� 42633（1番人気）
3連複票数 計1436300 的中 ��� 20820（11番人気）
3連単票数 計2408257 的中 ��� 3152（168番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―13．5―12．6―12．6―12．6―12．3―12．1―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．5―37．0―49．6―1：02．2―1：14．8―1：27．1―1：39．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タガノラルフ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Alzao デビュー 2012．6．9 阪神5着

2010．1．21生 牡4青鹿 母 レディアップステージ 母母 She’s The Tops 17戦3勝 賞金 31，250，000円
※出走取消馬 チェスナットバロン号（疾病〔右肩跛行〕のため）



（26阪神2）第5日 4月12日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 188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

276，030，000円
2，080，000円
5，660，000円
2，290，000円
25，560，000円
72，716，500円
5，083，000円
1，804，800円

勝馬投票券売得金
427，297，600円
803，385，500円
235，392，200円
1，047，979，600円
597，434，100円
470，649，500円
1，484，094，700円
2，533，425，000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 7，599，658，200円

総入場人員 18，869名 （有料入場人員 17，762名）
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