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10061 4月13日 曇 良 （26阪神2）第6日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時05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
1：08．8
1：08．7

重
重

36 ローレルベローチェ 牡3栗 56 藤田 伸二 �ローレルレーシング 飯田 雄三 新冠 協和牧場 478＋ 21：13．2 5．0�
612 ポイントパイパー 牡3青鹿56 小牧 太 H.H．シェイク・モハメド 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 508－10 〃 クビ 7．2�
510 ユウキファイン 牝3栗 54 秋山真一郎ちきり組合 服部 利之 新ひだか 高橋フアーム B458＋ 81：13．94 12．1�
24 アワーズヒロイン 牝3鹿 54 蛯名 正義ザ・チャンピオンズ 牧浦 充徳 日高 チャンピオン

ズファーム 436－ 21：14．11� 25．2�
59 アイズユーニン 牝3栗 54 田辺 裕信江口雄一郎氏 梅内 忍 浦河 杵臼牧場 476＋ 21：14．41� 85．3�
48 マルカシグナス �3芦 56 戸崎 圭太河長産業� 羽月 友彦 浦河 杵臼牧場 464＋ 21：14．5� 5．5	
12 エキゾチックマター 牡3栗 56 武 豊西森 鶴氏 清水 久詞 新ひだか 土田農場 472－ 41：14．82 7．3

23 トーホウローツェ 牝3栗 54 和田 竜二東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 442－141：14．9クビ 68．2�
714 エンジェヌー 牝3青鹿54 岩田 康誠 H.H．シェイク・モハメド 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466± 01：15．11� 2．8�
47 エイシンホルン 牝3鹿 54 福永 祐一�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 416＋ 21：15．2� 45．5
35 シゲルミカワ 牡3栗 56 酒井 学森中 蕃氏 坂口 正則 浦河 ダイヤモンドファーム 494－ 21：15．3� 89．1�
11 ベストゴール 牝3鹿 54 国分 優作岡田 牧雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 412＋ 81：15．51� 35．3�
611 ドリームアチーブ 牡3黒鹿56 川島 信二セゾンレースホース� 南井 克巳 新冠 畔柳 作次 492＋ 61：15．71� 85．9�
713 テイエムマッチョ 牡3鹿 56

53 ▲義 英真竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 上井農場 490± 01：16．44 290．0�
815 ワンダートロワ 牝3鹿 54 水口 優也山本 能行氏 牧田 和弥 新ひだか フクダファーム 418＋ 61：17．14 464．7�
816 ハッピーシード 牝3栗 54 太宰 啓介石瀬 浩三氏 大根田裕之 新冠 三村 卓也 470± 0 〃 クビ 115．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，871，400円 複勝： 36，072，300円 枠連： 11，613，600円
馬連： 44，061，200円 馬単： 26，989，900円 ワイド： 23，048，300円
3連複： 66，550，700円 3連単： 95，959，800円 計： 324，167，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 180円 � 220円 � 290円 枠 連（3－6） 2，430円

馬 連 �� 2，380円 馬 単 �� 4，980円

ワ イ ド �� 860円 �� 960円 �� 1，610円

3 連 複 ��� 9，830円 3 連 単 ��� 61，750円

票 数

単勝票数 計 198714 的中 � 31667（2番人気）
複勝票数 計 360723 的中 � 60907（2番人気）� 43867（4番人気）� 28916（6番人気）
枠連票数 計 116136 的中 （3－6） 3540（10番人気）
馬連票数 計 440612 的中 �� 13675（10番人気）
馬単票数 計 269899 的中 �� 4005（20番人気）
ワイド票数 計 230483 的中 �� 6776（10番人気）�� 5964（11番人気）�� 3452（16番人気）
3連複票数 計 665507 的中 ��� 4997（30番人気）
3連単票数 計 959598 的中 ��� 1147（177番人気）

ハロンタイム 12．4―11．5―12．3―12．1―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．9―36．2―48．3―1：00．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．3―3F37．0
3 ・（6，10）（2，4，14，9）（3，12）7－（1，15）－（11，5）（8，13）－16 4 ・（6，10，14，9）（2，4，12）（3，7）（1，15）（5，8）11－13，16

勝馬の
紹 介

ローレルベローチェ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2013．12．22 阪神4着

2011．4．3生 牡3栗 母 ヘイローフジ 母母 ア サ カ フ ジ 4戦1勝 賞金 7，400，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の12頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）10頭 アサカファルコン号・カゼヲアツメテ号・カフジホーク号・ジャコカッテ号・シュバインハーベン号・

セルリアンシュロス号・ダノンブレイブ号・ディアメドゥーサ号・ドキドキマドンナ号・ミスズモンブラン号
（非抽選馬） 2頭 ハードモンラッシェ号・マヤステファニー号

10062 4月13日 曇 良 （26阪神2）第6日 第2競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走10時30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

612 アドマイヤカロ 牡3栗 56 小牧 太近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 538－121：55．1 135．1�
24 ヨヨギマック 牡3栗 56 幸 英明一村 哲也氏 岡田 稲男 新ひだか 荒木 貴宏 510± 01：55．2� 4．8�
48 リリーヒーロー 牡3栗 56 浜中 俊土井 孝夫氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 524＋ 21：55．41 6．6�
47 ケルンウィナー 牡3栗 56 福永 祐一谷和 光彦氏 松田 国英 浦河 ひるかわ育

成牧場 494± 01：55．61� 5．9�
12 メイショウシシマル 牡3鹿 56 太宰 啓介松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 村下 明博 470＋ 2 〃 クビ 13．1�
713 ジェットブラック 牡3青 56 戸崎 圭太 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 474－101：55．7クビ 9．0	
510 スカイノフーサン 牡3黒鹿56 藤岡 佑介江 賦晨氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 488＋ 61：55．8� 42．9

36 メイショウダンロ 牡3黒鹿56 蛯名 正義松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 436＋ 41：56．01� 39．3�
11 ミッキーサムソン 牡3鹿 56 和田 竜二野田みづき氏 高橋 康之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492－141：56．21	 28．7�
714
 ハナリュウセイ 牡3青鹿56 川田 将雅グリーンフィールズ 吉田 直弘 米 Joseph M.

Perrotta Sr. 498＋ 41：56．94 3．4�
35 
 アイルビーホーム 牡3鹿 56 A．シュタルケ 金子真人ホールディングス 池江 泰寿 米 SF Blood-

stock LLC 506 ―1：57．0	 12．8�
（独）

23 オウケングレイ 牡3鹿 56 田辺 裕信福井 明氏 牧浦 充徳 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 452＋ 8 〃 クビ 249．7�

815 ルールウイニング 牡3鹿 56
53 ▲義 英真杉元 四男氏 福島 信晴 日高 春木 昭雄 B488－ 61：58．06 101．8�

611 エンジェルスピン 牝3黒鹿54 藤田 伸二飯田 正剛氏 高橋 康之 新ひだか 千代田牧場 494－ 81：58．63	 238．4�
816
 ボ ラ ー レ 牡3黒鹿56 岩田 康誠谷水 雄三氏 角居 勝彦 愛 Yuzo Tani-

mizu 580± 02：00．4大差 18．5�
59 エネミーゼロ 牡3鹿 56 松山 弘平前田 葉子氏 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 476＋ 42：01．14 109．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 22，838，300円 複勝： 41，944，800円 枠連： 14，174，200円
馬連： 43，059，400円 馬単： 24，324，200円 ワイド： 22，085，000円
3連複： 64，147，300円 3連単： 86，635，900円 計： 319，209，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 13，510円 複 勝 � 1，700円 � 180円 � 240円 枠 連（2－6） 13，920円

馬 連 �� 20，320円 馬 単 �� 80，870円

ワ イ ド �� 6，550円 �� 7，520円 �� 690円

3 連 複 ��� 51，070円 3 連 単 ��� 639，380円

票 数

単勝票数 計 228383 的中 � 1333（14番人気）
複勝票数 計 419448 的中 � 4836（13番人気）� 75851（2番人気）� 48435（4番人気）
枠連票数 計 141742 的中 （2－6） 752（26番人気）
馬連票数 計 430594 的中 �� 1564（48番人気）
馬単票数 計 243242 的中 �� 222（135番人気）
ワイド票数 計 220850 的中 �� 801（57番人気）�� 697（63番人気）�� 8523（5番人気）
3連複票数 計 641473 的中 ��� 927（124番人気）
3連単票数 計 866359 的中 ��� 100（1091番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―13．7―13．1―13．3―12．8―12．8―12．7―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．8―37．5―50．6―1：03．9―1：16．7―1：29．5―1：42．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤカロ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 スターオブコジーン デビュー 2014．3．23 阪神12着

2011．4．24生 牡3栗 母 エンゼルカロ 母母 ヤマフノーザリー 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走状況〕 ミッキーサムソン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ボラーレ号・エネミーゼロ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年5月13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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 スリーケーザル号・テイエムファラオ号・ベイル号・リーブイットゥミー号・ロアジス号
※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６日



10063 4月13日 曇 良 （26阪神2）第6日 第3競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走11時00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 1，025，000
1，025，000

円
円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．9
1：19．0

良
良

36 メイショウネブタ 牡3鹿 56 武 幸四郎松本 好雄氏 石橋 守 新冠 秋田牧場 472－ 81：21．7 4．2�
59 キングスバローズ 牡3鹿 56 岩田 康誠猪熊 広次氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 462＋ 2 〃 アタマ 3．6�
35 ヤマカツゴーゴー 牡3黒鹿56 太宰 啓介山田 和夫氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム 466＋ 81：21．91� 4．6�
47 ベルリネッタ 牡3鹿 56

53 ▲義 英真大久保和夫氏 田中 章博 新冠 八木農場 444＋10 〃 同着 145．0�
12 モズハナニカゼ 牡3黒鹿56 小牧 太北側 雅司氏 牧浦 充徳 新ひだか 折手牧場 472－ 21：22．11� 12．5�
11 キエレメムーチョ �3青鹿56 A．シュタルケ 吉田 勝己氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 460－12 〃 アタマ 47．2�

（独）

24 ミヤセイリュー 牝3鹿 54 松田 大作宮原 廣伸氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 438＋ 21：22．2� 10．7	
48 ジョーエクスカリバ 牡3鹿 56 田辺 裕信上田けい子氏 中竹 和也 浦河 斉藤 政志 494－ 6 〃 クビ 87．4

713 ピ ノ 牝3鹿 54 幸 英明廣崎 玲子氏 梅田 智之 新冠 川上牧場 486＋ 41：22．3クビ 9．7�
612 セ フ ィ ー ロ 牡3鹿 56 蛯名 正義 �グリーンファーム荒川 義之 千歳 社台ファーム 470＋161：22．62 16．3
510 ダンスールクレール 牡3鹿 56 森 一馬有限会社シルク松永 昌博 安平 ノーザンファーム 484－ 61：22．81� 19．4�
611 タガノハンター 牡3黒鹿56 藤岡 佑介八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 446＋ 81：23．22� 121．9�
816 アプリカーレ 牝3鹿 54 秋山真一郎水上 行雄氏 平田 修 浦河 笠松牧場 492－14 〃 クビ 20．6�
715 シゲルネムロ 牡3青鹿56 松山 弘平森中 蕃氏 高橋 康之 新冠 奥山 博 444 ―1：23．3クビ 180．2�
817 メ ネ ス 牝3黒鹿54 和田 竜二寺田 寿男氏 鈴木 孝志 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462＋101：24．15 134．7�
714 ナチュラライズ 牝3鹿 54 川島 信二�髙昭牧場 高橋 亮 浦河 高昭牧場 404＋ 81：25．05 154．8�
818 ヒアーズトウショウ 牝3栗 54 池添 謙一トウショウ産業� 池添 兼雄 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 476 ―1：25．21� 75．0�
23 パフュームスター 牝3栗 54 藤田 伸二松岡 謙氏 千田 輝彦 浦河 辻 牧場 480－ 61：26．58 107．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 22，308，500円 複勝： 42，888，600円 枠連： 15，476，900円
馬連： 46，867，300円 馬単： 27，105，100円 ワイド： 25，043，700円
3連複： 67，905，000円 3連単： 96，071，700円 計： 343，666，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 140円 � 130円 �
�

140円
1，000円 枠 連（3－5） 370円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 1，660円

ワ イ ド �� 260円 ��
��

280円
4，270円

��
��

260円
4，000円

3 連 複 ���
���

670円
16，360円 3 連 単 ���

���
3，170円
66，270円

票 数

単勝票数 計 223085 的中 � 42640（2番人気）
複勝票数 計 428886 的中 �

�
64467
4568
（3番人気）
（12番人気）

� 87928（1番人気）� 72091（2番人気）

枠連票数 計 154769 的中 （3－5） 31658（1番人気）
馬連票数 計 468673 的中 �� 37464（1番人気）
馬単票数 計 271051 的中 �� 12075（2番人気）
ワイド票数 計 250437 的中 ��

��
16545
16207

（1番人気）
（2番人気）

��
��

14947
758
（3番人気）
（54番人気）

�� 709（58番人気）

3連複票数 計 679050 的中 ��� 39746（1番人気）��� 1446（89番人気）
3連単票数 計 960717 的中 ��� 11338（3番人気）��� 529（369番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―34．5―46．3―58．2―1：09．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウネブタ �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 エーピーダンサー デビュー 2014．2．9 京都3着

2011．3．11生 牡3鹿 母 エーピーサルート 母母 エーエージェント 4戦1勝 賞金 9，000，000円
〔制裁〕 ベルリネッタ号の騎手義英真は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：4番・8番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 パフュームスター号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年5月13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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 リベリオン号
（非抽選馬） 5頭 アルリネージ号・コウユーユメノホシ号・ダイシンウィン号・ヤマカゲ号・ワンダーバイファル号
※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。

10064 4月13日 曇 良 （26阪神2）第6日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時30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

810 トラキチシャチョウ 牡3鹿 56 福永 祐一 �ミキハウスHKサービス 目野 哲也 新冠 村上 欽哉 486＋ 81：54．9 11．8�
78 マサノグリンベレー 牡3青 56 田辺 裕信中村 時子氏 小島 茂之 日高 道見牧場 498± 0 〃 ハナ 18．4�
55 アドマイヤヤング 牡3青鹿56 岩田 康誠近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 508± 01：55．0� 7．2�
89 タガノエッヴィーバ 牡3鹿 56 松山 弘平八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 486＋ 4 〃 クビ 10．4�
44 キングオブタイム 牡3黒鹿56 小牧 太有限会社シルク加用 正 新冠 樋渡 信義 490＋ 21：55．21� 6．2�
33 タマモネイヴィー 牡3鹿 56 幸 英明タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 480＋ 4 〃 ハナ 5．0	
77 メイショウゼロセン 牡3黒鹿56 武 幸四郎松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 482± 01：55．3� 98．9

11 スマートダイバー 牡3栗 56 武 豊大川 徹氏 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 478＋ 21：55．51� 11．5�
22 ゼンノスサノヲ 牡3栗 56

53 ▲義 英真大迫久美子氏 日吉 正和 新冠 村上 欽哉 472－ 21：55．6� 59．7�
66 ネオジェネシス 牡3鹿 56 浜中 俊有限会社シルク大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 522－ 41：55．7クビ 2．5
（10頭）

売 得 金
単勝： 29，714，100円 複勝： 49，457，400円 枠連： 9，790，500円
馬連： 46，663，900円 馬単： 31，149，900円 ワイド： 23，683，100円
3連複： 64，325，000円 3連単： 126，590，300円 計： 381，374，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，180円 複 勝 � 280円 � 570円 � 300円 枠 連（7－8） 2，490円

馬 連 �� 7，210円 馬 単 �� 12，640円

ワ イ ド �� 1，280円 �� 1，540円 �� 3，250円

3 連 複 ��� 22，110円 3 連 単 ��� 141，560円

票 数

単勝票数 計 297141 的中 � 19948（7番人気）
複勝票数 計 494574 的中 � 49786（5番人気）� 20637（8番人気）� 45003（6番人気）
枠連票数 計 97905 的中 （7－8） 2902（14番人気）
馬連票数 計 466639 的中 �� 4782（27番人気）
馬単票数 計 311499 的中 �� 1820（51番人気）
ワイド票数 計 236831 的中 �� 4655（19番人気）�� 3813（21番人気）�� 1757（30番人気）
3連複票数 計 643250 的中 ��� 2148（63番人気）
3連単票数 計1265903 的中 ��� 660（368番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―14．0―13．5―14．0―12．8―12．3―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．6―37．6―51．1―1：05．1―1：17．9―1：30．2―1：42．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．8―3F37．0
1
3
7－2，5，4，6，1－（8，10）3，9
7（5，9）2（4，6，10）（1，3）8

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

勝馬の
紹 介

トラキチシャチョウ �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 Cozzene デビュー 2013．12．7 阪神6着

2011．5．18生 牡3鹿 母 タイキプレリュード 母母 Private Encore 6戦2勝 賞金 15，500，000円



10065 4月13日 曇 良 （26阪神2）第6日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系4歳以上

発走12時20分（番組第6競走を順序変更） （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
2：01．0
2：01．0

不良
不良

77 ワースムーン 牡4鹿 57 浜中 俊橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 514＋ 22：05．9 2．0�
55 � ビーチブレイブ 牡4芦 57 松山 弘平谷掛 龍夫氏 加用 正 千歳 社台ファーム 506＋ 42：06．11	 5．6�
44 トウケイウイン 牡4黒鹿57 川島 信二木村 信彦氏 飯田 祐史 新ひだか 中村 和夫 434－ 42：06．73
 4．1�
11 スズカアドニス 牡4栗 57

54 ▲義 英真永井 啓弍氏 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 482＋ 42：06．8� 25．4�
22 シェイクザバーレイ 牡4鹿 57 小牧 太 �サンデーレーシング 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 520－ 42：07．43
 8．1�
66 スズカキングダム 牡5鹿 57 松田 大作永井 啓弍氏 石橋 守 平取 稲原牧場 506＋10 〃 クビ 11．5	
88 � ヤマカツティラノ 牡5鹿 57 藤田 伸二山田 和夫氏 高橋 康之 新ひだか 岡田牧場 480＋ 22：07．5
 77．5

33 � クリノコトノオー 牡4鹿 57 幸 英明栗本 守氏 谷 潔 日高 春木 昭雄 476＋ 22：07．81� 23．0�
89 ペガサスフラッシュ 牡6栗 57 国分 優作松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 420± 02：08．33 63．4�

（9頭）

売 得 金
単勝： 22，910，700円 複勝： 27，386，400円 枠連： 8，044，400円
馬連： 35，551，400円 馬単： 27，277，400円 ワイド： 17，903，200円
3連複： 52，231，800円 3連単： 119，214，600円 計： 310，519，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 140円 � 130円 枠 連（5－7） 530円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 780円

ワ イ ド �� 220円 �� 160円 �� 270円

3 連 複 ��� 480円 3 連 単 ��� 1，690円

票 数

単勝票数 計 229107 的中 � 93959（1番人気）
複勝票数 計 273864 的中 � 81141（1番人気）� 44628（3番人気）� 56405（2番人気）
枠連票数 計 80444 的中 （5－7） 11276（2番人気）
馬連票数 計 355514 的中 �� 49757（2番人気）
馬単票数 計 272774 的中 �� 25962（2番人気）
ワイド票数 計 179032 的中 �� 19476（2番人気）�� 33653（1番人気）�� 14223（3番人気）
3連複票数 計 522318 的中 ��� 81227（1番人気）
3連単票数 計1192146 的中 ��� 52068（2番人気）

ハロンタイム 12．2―11．9―11．7―13．7―12．9―13．3―12．5―12．4―12．0―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―24．1―35．8―49．5―1：02．4―1：15．7―1：28．2―1：40．6―1：52．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ワースムーン 
�
父 アドマイヤムーン 

�
母父 Exploit デビュー 2013．6．2 阪神3着

2010．4．9生 牡4鹿 母 キミーズキッド 母母 Klassy Kim 7戦2勝 賞金 20，500，000円

10066 4月13日 曇 良 （26阪神2）第6日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走12時50分（番組第5競走を順序変更） （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
1：08．8
1：08．7

重
重

11 アスコットシチー 牡5栗 57 藤岡 佑介 �友駿ホースクラブ 作田 誠二 日高 幾千世牧場 474－ 41：12．0 24．6�
815 グランプリナイト 牡4黒鹿57 川田 将雅�グランプリ �島 一歩 新ひだか 川端 英幸 506－ 81：12．1� 6．4�
59 アスターサンダー 牡5栗 57 武 豊加藤 久枝氏 加藤 敬二 新ひだか 上村 清志 518＋ 21：12．52� 11．0�
12 コ ラ ン ダ ム 牡5栗 57 浜中 俊山上 和良氏 牧田 和弥 日高 千葉飯田牧場 504－ 6 〃 クビ 2．5�
48 エーシングランダム 牝5黒鹿55 A．シュタルケ�栄進堂 小崎 憲 浦河 多田 善弘 494± 01：12．71� 18．1�

（独）

47 オリエンタルサン 牡4鹿 57 岩田 康誠下井 道博氏 高橋 義忠 浦河 東栄牧場 470－ 61：12．8クビ 16．7	
23 イ キ 	4栗 57 川島 信二前田 幸治氏 北出 成人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 472－ 4 〃 ハナ 60．3

35 レガリアシチー 牡4鹿 57

54 ▲義 英真 �友駿ホースクラブ 宮本 博 日高 下河辺牧場 492－101：12．9� 60．2�
612 キョウワアーサー 牡4栗 57 福永 祐一�協和牧場 五十嵐忠男 新冠 協和牧場 454－ 21：13．11
 43．5
24 テイエムキュウベエ 牡5栗 57 藤田 伸二竹園 正繼氏 柴田 政見 鹿児島 テイエム牧場 512－ 6 〃 ハナ 248．5�
714 ヴァルナビット 牡5栗 57 小牧 太田中 充氏 藤沢 則雄 新ひだか 伊藤 敏明 480－ 61：13．63 78．9�
816 キングソング 牡4鹿 57 秋山真一郎松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 434－ 81：13．81 3．7�
36 グレイングロース 牡4鹿 57 戸崎 圭太 �社台レースホース高野 友和 千歳 社台ファーム 518＋ 41：13．9� 13．8�
611 サクラフェリース 牝4栗 55 蛯名 正義�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 新和牧場 498－ 41：14．0� 55．4�
713 ア サ ケ ゴ マ 牝4芦 55 熊沢 重文大橋 堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 480－ 2 〃 ハナ 79．5�
510 シ ゲ ル ユ ズ 牡5鹿 57 和田 竜二森中 蕃氏 柴田 光陽 新ひだか 友田牧場 476－121：14．53 126．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，201，700円 複勝： 52，123，500円 枠連： 20，818，600円
馬連： 60，813，600円 馬単： 35，054，200円 ワイド： 30，972，200円
3連複： 86，688，000円 3連単： 133，471，500円 計： 449，143，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，460円 複 勝 � 420円 � 260円 � 340円 枠 連（1－8） 270円

馬 連 �� 7，980円 馬 単 �� 21，850円

ワ イ ド �� 2，420円 �� 2，980円 �� 1，250円

3 連 複 ��� 25，520円 3 連 単 ��� 230，150円

票 数

単勝票数 計 292017 的中 � 9369（8番人気）
複勝票数 計 521235 的中 � 30598（7番人気）� 57196（3番人気）� 40775（4番人気）
枠連票数 計 208186 的中 （1－8） 58104（1番人気）
馬連票数 計 608136 的中 �� 5629（25番人気）
馬単票数 計 350542 的中 �� 1184（61番人気）
ワイド票数 計 309722 的中 �� 3124（28番人気）�� 2528（32番人気）�� 6270（12番人気）
3連複票数 計 866880 的中 ��� 2507（72番人気）
3連単票数 計1334715 的中 ��� 428（552番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．6―12．0―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．7―35．3―47．3―59．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アスコットシチー �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．7．10 函館8着

2009．3．12生 牡5栗 母 リボンシチー 母母 リボーンガーネット 17戦2勝 賞金 24，920，000円
［他本会外：1戦1勝］

※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 ワンダーゴヴェルノ号
※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。



10067 4月13日 曇 良 （26阪神2）第6日 第7競走 ��
��1，600�サラブレッド系4歳以上

発走13時20分 （芝・右・外）
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
1：32．0
1：30．7

良
良

814 ケイティープライド 牡4鹿 57 蛯名 正義�G1レーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 482± 01：34．3 6．3�
34 リグヴェーダ 牡4鹿 57 A．シュタルケ �社台レースホース池江 泰寿 安平 追分ファーム 452－ 21：34．4� 7．0�

（独）

610 タガノルミナーレ 牝5黒鹿55 松山 弘平八木 良司氏 池添 兼雄 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 472＋10 〃 クビ 138．1�

611 タ マ ラ マ 	5黒鹿57 川田 将雅 H.H．シェイク・モハメド 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 498－ 21：34．5
 3．8�

47 ダンツクロノス 牡4鹿 57 和田 竜二山元 哲二氏 山内 研二 新冠 細川農場 506± 01：34．6� 11．8	
23 ウォーターサムデイ 牡8鹿 57 幸 英明山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 484＋ 81：34．7クビ 312．5

35 アドマイヤオウジャ 牡4鹿 57 岩田 康誠近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 468－ 21：34．8
 9．1�
22 カイシュウタビビト 牡5芦 57 武 幸四郎飯村 孝男氏 石橋 守 新冠 秋田牧場 518＋ 6 〃 クビ 69．6�
815 タマモトッププレイ 牡5黒鹿57 池添 謙一タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 502＋121：34．9クビ 14．2
59 ウィザーズポケット 牡5鹿 57 松田 大作�ターフ・スポート昆 貢 新冠 村田牧場 452± 0 〃 ハナ 49．7�
58 オーキッドレイ 牝4鹿 55 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 村山 明 安平 ノーザンファーム 468＋ 2 〃 アタマ 10．4�
712 キネオピューマ 牡5鹿 57 四位 洋文吉田 千津氏 清水 久詞 新冠 パカパカ

ファーム 454＋12 〃 クビ 6．5�
713 ゴットラウディー 牡6鹿 57 藤田 伸二後藤 進氏 木原 一良 浦河 赤田牧場 464± 0 〃 ハナ 31．4�
11 アーマークラッド 牡4栗 57 戸崎 圭太吉田 和子氏 武井 亮 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496－ 61：35．11 10．3�
46 � リアリーサムシング 牡6栗 57 国分 優作吉田 修氏 坪 憲章 新ひだか タガミファーム 478± 01：35．2
 212．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 31，319，700円 複勝： 56，497，700円 枠連： 18，782，500円
馬連： 75，015，700円 馬単： 38，046，300円 ワイド： 33，925，600円
3連複： 105，290，100円 3連単： 150，155，200円 計： 509，032，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 240円 � 300円 � 2，860円 枠 連（3－8） 900円

馬 連 �� 2，210円 馬 単 �� 4，770円

ワ イ ド �� 890円 �� 11，430円 �� 17，660円

3 連 複 ��� 102，790円 3 連 単 ��� 362，140円

票 数

単勝票数 計 313197 的中 � 39186（2番人気）
複勝票数 計 564977 的中 � 72191（2番人気）� 52502（4番人気）� 4201（13番人気）
枠連票数 計 187825 的中 （3－8） 15525（2番人気）
馬連票数 計 750157 的中 �� 25051（7番人気）
馬単票数 計 380463 的中 �� 5889（17番人気）
ワイド票数 計 339256 的中 �� 10007（6番人気）�� 711（66番人気）�� 459（76番人気）
3連複票数 計1052901 的中 ��� 756（193番人気）
3連単票数 計1501552 的中 ��� 306（882番人気）

ハロンタイム 12．6―11．6―12．2―12．1―12．0―10．9―11．4―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．2―36．4―48．5―1：00．5―1：11．4―1：22．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F33．8
3 10，14（3，15）4（2，9）（1，5）11（8，6）12，13，7 4 ・（10，14）（3，15）4，9（2，5，11）（1，12）（8，6）13，7

勝馬の
紹 介

ケイティープライド �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2012．12．16 阪神1着

2010．3．19生 牡4鹿 母 ケイティーズギフト 母母 ケイティーズファースト 11戦3勝 賞金 33，750，000円
※タガノルミナーレ号は，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。

10068 4月13日 曇 良 （26阪神2）第6日 第8競走 ��1，400�
て ん の う じ

天 王 寺 特 別
発走13時50分 （ダート・右）

牝，4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，55�
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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

47 タガノミューチャン 牝4鹿 55 福永 祐一八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 508－ 21：24．6 3．9�

510 オメガセニョリーナ 牝5鹿 55 浜中 俊原 �子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 472－ 2 〃 クビ 4．7�
713 メイショウユメゴゼ 牝5栃栗55 武 豊松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 466＋201：24．8� 6．0�
35 モズマッテタワ 牝4黒鹿55 田辺 裕信北側 雅司氏 牧浦 充徳 浦河 山口 義彦 482＋ 41：25．11� 12．8�
23 アグネスダリム 牝5栗 55 藤田 伸二渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 462± 0 〃 アタマ 32．1�
59 トップオブザヘヴン 牝7黒鹿55 藤岡 佑介�グランド牧場 本田 優 新ひだか グランド牧場 478± 01：25．2� 12．6	
816 ヴァレンティーネ 牝4鹿 55 秋山真一郎佐々木雄二氏 武藤 善則 新冠 的場牧場 458－ 21：25．3� 74．4

24 ケイティーズハート 牝5鹿 55 A．シュタルケ �キャロットファーム 宮本 博 安平 ノーザンファーム 484＋14 〃 クビ 10．4�

（独）

11 クリノアマダブラム 牝4栗 55 和田 竜二栗本 博晴氏 谷 潔 浦河 駿河牧場 440＋ 61：25．4� 71．1�
36 カシノインカローズ 牝5鹿 55 酒井 学柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 454＋ 2 〃 アタマ 8．4
48 エターナルスター 牝4栗 55 横山 和生下河�行雄氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 470－ 2 〃 クビ 74．0�
12 ボストンビリーヴ 牝4栗 55 国分 優作ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 470± 0 〃 ハナ 106．9�
612 アーベントロート 牝5黒鹿55 松山 弘平 �社台レースホース笹田 和秀 千歳 社台ファーム 456＋ 81：25．93 70．2�
611 ラブリースター 牝5栃栗55 太宰 啓介長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム B462－ 6 〃 ハナ 43．1�
714	 タンスチョキン 牝4鹿 55 幸 英明栗本 博晴氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 472＋ 6 〃 クビ 77．9�
815 ミッキーアップル 牝4鹿 55 小牧 太野田みづき氏 音無 秀孝 えりも エクセルマネジメント 472± 01：26．0クビ 8．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，391，200円 複勝： 60，762，300円 枠連： 21，176，100円
馬連： 78，909，800円 馬単： 40，989，700円 ワイド： 37，278，600円
3連複： 109，546，400円 3連単： 161，943，900円 計： 541，998，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 180円 � 180円 � 270円 枠 連（4－5） 700円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 2，070円

ワ イ ド �� 420円 �� 710円 �� 690円

3 連 複 ��� 2，550円 3 連 単 ��� 10，050円

票 数

単勝票数 計 313912 的中 � 63459（1番人気）
複勝票数 計 607623 的中 � 97802（2番人気）� 99097（1番人気）� 52707（7番人気）
枠連票数 計 211761 的中 （4－5） 22337（1番人気）
馬連票数 計 789098 的中 �� 53386（1番人気）
馬単票数 計 409897 的中 �� 14655（1番人気）
ワイド票数 計 372786 的中 �� 23615（1番人気）�� 12680（5番人気）�� 13074（4番人気）
3連複票数 計1095464 的中 ��� 31713（2番人気）
3連単票数 計1619439 的中 ��� 11900（1番人気）

ハロンタイム 12．3―10．5―12．2―12．5―12．3―11．7―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―22．8―35．0―47．5―59．8―1：11．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノミューチャン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 スピニングワールド デビュー 2012．9．17 阪神1着

2010．4．13生 牝4鹿 母 エイシンミュー 母母 エイシンブライドル 14戦3勝 賞金 48，511，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アーバンレジェンド号・タガノルミナーレ号
（非抽選馬） 1頭 ケイティバローズ号
※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。



10069 4月13日 曇 良 （26阪神2）第6日 第9競走 ��
��2，000�

わす ぐさ

忘 れ な 草 賞
発走14時25分 （芝・右）
牝，3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量，収得賞金1，150万円毎
1�増

賞 品
本 賞 19，000，000円 7，600，000円 4，800，000円 2，900，000円 1，900，000円
付 加 賞 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

11 � デ ィ ル ガ 牝3栗 54 浜中 俊前田 葉子氏 矢作 芳人 米 CASA Farms
I, LLC 444＋ 42：00．9 7．9�

44 タガノベルーガ 牝3鹿 54 藤岡 佑介八木 良司氏 宮 徹 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 508－ 42：01．0	 55．3�

77 ヤマニンアリエッタ 牝3黒鹿54 和田 竜二土井 肇氏 山内 研二 新冠 錦岡牧場 502－ 42：01．21 6．0�
66 エリーザベスト 牝3黒鹿54 川島 信二佐々木政充氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 502－ 42：01．52 20．8�
33 ダンスアミーガ 牝3栗 54 岩田 康誠 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 460－ 82：01．6クビ 3．5�
22 アイスブレイク 牝3青鹿54 松山 弘平安原 浩司氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 B460－ 62：01．92 3．6	
55 レッドオーラム 牝3鹿 54 小牧 太 
東京ホースレーシング 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 470－ 22：02．43 5．6�
89 ミューラルクラウン 牝3黒鹿54 戸崎 圭太 
グリーンファーム音無 秀孝 千歳 社台ファーム 464－ 22：02．6	 9．4�
88 ウォーターワルツ 牝3栗 54 武 豊山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 502＋ 22：03．45 19．4

（9頭）

売 得 金
単勝： 34，987，300円 複勝： 52，711，100円 枠連： 15，924，100円
馬連： 91，652，300円 馬単： 54，171，300円 ワイド： 32，390，800円
3連複： 107，864，800円 3連単： 241，774，100円 計： 631，475，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 240円 � 1，180円 � 210円 枠 連（1－4） 13，340円

馬 連 �� 15，810円 馬 単 �� 24，670円

ワ イ ド �� 4，270円 �� 750円 �� 3，410円

3 連 複 ��� 25，890円 3 連 単 ��� 210，910円

票 数

単勝票数 計 349873 的中 � 35163（5番人気）
複勝票数 計 527111 的中 � 63977（5番人気）� 9125（9番人気）� 79671（3番人気）
枠連票数 計 159241 的中 （1－4） 881（28番人気）
馬連票数 計 916523 的中 �� 4279（33番人気）
馬単票数 計 541713 的中 �� 1621（57番人気）
ワイド票数 計 323908 的中 �� 1812（32番人気）�� 11323（10番人気）�� 2279（30番人気）
3連複票数 計1078648 的中 ��� 3075（63番人気）
3連単票数 計2417741 的中 ��� 846（374番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―12．7―12．7―12．4―12．5―12．2―11．6―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―22．9―35．6―48．3―1：00．7―1：13．2―1：25．4―1：37．0―1：48．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�デ ィ ル ガ �
�
父 Curlin �

�
母父 Royal Academy デビュー 2013．8．25 新潟2着

2011．3．17生 牝3栗 母 Baghdaria 母母 Oatsee 8戦2勝 賞金 32，324，000円

10070 4月13日 曇 良 （26阪神2）第6日 第10競走 ��
��2，400�大阪―ハンブルクカップ

発走15時00分 （芝・右・外）
4歳以上，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

ハンブルク競馬場賞（1着）
賞 品

本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 420，000円 120，000円 60，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．2
2：22．1

良
良

11 タニノエポレット 牡7鹿 55 福永 祐一谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか カントリー牧場 508± 02：24．2 17．7�
816 マジェスティハーツ 牡4鹿 55 森 一馬 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 504＋18 〃 アタマ 13．7�
714� バ ン デ 牡4鹿 56 A．シュタルケ 林 正道氏 矢作 芳人 愛 Kildaragh

Stud B502＋ 4 〃 クビ 1．6�
（独）

12 マイネルメダリスト 牡6鹿 54 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田中 清隆 新冠 新冠伊藤牧場 B490－10 〃 アタマ 16．9�

510 エックスマーク 牡5鹿 55 浜中 俊金子真人ホール
ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 480－ 82：24．3� 8．6�

817 コスモロビン 牡6鹿 56 和田 竜二 	ビッグレッドファーム 清水 英克 様似 中村 俊紀 526－ 62：24．51 52．5

611 コウエイオトメ 牝6鹿 52 池添 謙一西岡 静男氏 松元 茂樹 新冠 石郷岡 雅樹 484＋ 22：24．6� 26．3�
47 サトノシュレン 牡6黒鹿54 幸 英明里見 治氏 村山 明 浦河 昭和牧場 480± 02：24．7� 162．0�
36 サクラアルディート 牡6鹿 56 川田 将雅�さくらコマース岡田 稲男 新ひだか 谷岡牧場 486＋ 62：24．91	 8．8
715 ミキノバンジョー 牡7鹿 56 太宰 啓介谷口 久和氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 522－102：25．21
 331．3�
48 ラウンドワールド 牡4鹿 55 岩田 康誠�G1レーシング 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456－ 2 〃 クビ 15．4�
713 メイショウウズシオ 牡7黒鹿55 四位 洋文松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 480－ 22：25．3
 101．7�
24 ミッキーパンプキン 牡8鹿 55 松田 大作野田みづき氏 牧田 和弥 追分 追分ファーム 458－ 42：25．4� 176．7�
23 ダノンスパシーバ 牡7鹿 54 藤岡 佑介�ダノックス 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント 506－ 22：25．5� 258．2�
818 コアレスドラード 牡6栗 54 武 豊小林 昌志氏 五十嵐忠男 日高 原田牧場 460＋ 22：26．03 35．4�
35 � メイショウサミット 牡8鹿 52 秋山真一郎松本 好雄氏 高橋 義忠 門別 日西牧場 530－ 42：26．31
 276．2�
59 キ ラ ウ エ ア 牡7黒鹿53 小牧 太金子真人ホール

ディングス� 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 470＋ 42：27．36 261．1�
612 エーシンミラージュ 牡6鹿 55 田辺 裕信�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 532＋ 22：27．51	 44．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 70，163，800円 複勝： 108，365，600円 枠連： 40，224，900円
馬連： 172，098，700円 馬単： 100，688，700円 ワイド： 71，413，200円
3連複： 235，422，200円 3連単： 438，850，300円 計： 1，237，227，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，770円 複 勝 � 300円 � 330円 � 110円 枠 連（1－8） 1，740円

馬 連 �� 8，110円 馬 単 �� 21，610円

ワ イ ド �� 1，900円 �� 440円 �� 470円

3 連 複 ��� 3，660円 3 連 単 ��� 44，230円

票 数

単勝票数 計 701638 的中 � 31375（7番人気）
複勝票数 計1083656 的中 � 68080（5番人気）� 59261（6番人気）� 425149（1番人気）
枠連票数 計 402249 的中 （1－8） 17142（7番人気）
馬連票数 計1720987 的中 �� 15671（26番人気）
馬単票数 計1006887 的中 �� 3440（56番人気）
ワイド票数 計 714132 的中 �� 8415（24番人気）�� 42014（4番人気）�� 39355（5番人気）
3連複票数 計2354222 的中 ��� 47567（12番人気）
3連単票数 計4388503 的中 ��� 7324（136番人気）

ハロンタイム 12．4―11．5―12．8―12．7―11．7―12．0―12．1―11．9―12．0―11．3―11．3―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．4―23．9―36．7―49．4―1：01．1―1：13．1―1：25．2―1：37．1―1：49．1―2：00．4―2：11．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．1―3F35．1
1
3

5，7，14，4－（15，16）（2，6）（1，9）－（3，10）13（8，11）18，12，17
5－7（4，14）－（15，16）－（6，10）－2，9，1，13－3（11，12）8（17，18）

2
4
5，7（4，14）16，15，6，2，9，1（3，10）13，8，11（17，18）12・（5，7）14（4，16）10（15，6）2（1，13）（3，9，11）（17，12）8－18

勝馬の
紹 介

タニノエポレット �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー 2009．8．23 小倉8着

2007．2．6生 牡7鹿 母 タニノカリス 母母 タニノクリスタル 45戦6勝 賞金 171，417，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 マイネルメダリスト号の騎手蛯名正義は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。

マジェスティハーツ号の騎手森一馬は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：14
番）

※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。
（非抽選馬） 2頭 アドマイヤバラード号・トウカイオーロラ号
※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。

２レース目



10071 4月13日 曇 良 （26阪神2）第6日 第11競走 ��
��1，600�第74回桜 花 賞（ＧⅠ）

発走15時40分 （芝・右・外）
牝，3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，55�

内閣総理大臣賞・日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 89，000，000円 36，000，000円 22，000，000円 13，000，000円 8，900，000円
付 加 賞 28，763，000円 8，218，000円 4，109，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

1：32．0
1：30．7
1：33．3

良
良
良

818 ハープスター 牝3鹿 55 川田 将雅 �キャロットファーム 松田 博資 安平 ノーザンファーム 478＋ 21：33．3 1．2�
612 レッドリヴェール 牝3黒鹿55 戸崎 圭太 �東京ホースレーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 418± 0 〃 クビ 7．4�
510 ヌーヴォレコルト 牝3栗 55 岩田 康誠原 �子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 438± 01：33．4	 30．9�
715 ホウライアキコ 牝3鹿 55 和田 竜二橋元 幸平氏 南井 克巳 日高 ナカノファーム 442－ 41：33．61
 34．7�
36 レーヴデトワール 牝3黒鹿55 福永 祐一 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 464＋ 2 〃 アタマ 47．0	
713 アドマイヤビジン 牝3芦 55 四位 洋文近藤 利一氏 梅田 智之 新ひだか 三石橋本牧場 478± 01：33．7クビ 69．1

714 マーブルカテドラル 牝3鹿 55 田辺 裕信 �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム 434－ 61：33．8
 85．7�
59 フォーエバーモア 牝3栗 55 蛯名 正義 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 456－ 41：33．9	 12．6�
816 リラヴァティ 牝3黒鹿55 松山 弘平 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 436－ 21：34．0
 128．0
817 ベ ル カ ン ト 牝3栗 55 武 豊前田 幸治氏 角田 晃一 新ひだか 土居 忠吉 472＋ 21：34．21� 22．3�
24 ペイシャフェリス 牝3鹿 55 川島 信二北所 直人氏 高市 圭二 新ひだか 友田牧場 422－101：34．3
 155．7�
12 ニシノミチシルベ 牝3鹿 55 A．シュタルケ 西山 茂行氏 手塚 貴久 新冠 川上牧場 446－101：34．51
 145．9�

（独）

48 シャイニーガール 牝3鹿 55 幸 英明小林 昌志氏 湯窪 幸雄 平取 雅 牧場 464＋ 2 〃 アタマ 191．4�
35 モズハツコイ 牝3芦 55 浜中 俊北側 雅司氏 牧田 和弥 浦河 上山牧場 450－ 41：34．71� 246．8�
611 フクノドリーム 牝3栗 55 横山 和生福島 実氏 杉浦 宏昭 浦河 谷川牧場 472－ 21：34．91� 277．0�
11 カウニスクッカ 牝3鹿 55 松田 大作大谷 正嗣氏 尾形 和幸 日高 オリオンファーム 448－ 61：35．0
 211．8�
47 ニホンピロアンバー 牝3青鹿55 秋山真一郎小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 友田牧場 438－ 61：35．74 156．3�
23 コーリンベリー 牝3栗 55 藤田 伸二伊藤 恵子氏 柴田 政見 日高 今井牧場 460＋ 21：37．6大差 149．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 647，373，500円 複勝： 1，245，474，600円 枠連： 509，265，800円 馬連： 1，566，089，700円 馬単： 1，323，155，300円
ワイド： 599，764，300円 3連複： 2，192，549，100円 3連単： 7，201，565，900円 5重勝： 789，211，700円 計： 16，074，449，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 110円 � 170円 � 270円 枠 連（6－8） 370円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 450円

ワ イ ド �� 200円 �� 340円 �� 960円

3 連 複 ��� 1，310円 3 連 単 ��� 2，540円

5 重 勝
対象競走：中山10R／阪神10R／福島11R／中山11R／阪神11R

キャリーオーバー なし����� 854，020円

票 数

単勝票数 計6473735 的中 � 4324401（1番人気）
複勝票数 計12454746 的中 � 8966778（1番人気）� 862285（2番人気）� 404157（4番人気）
枠連票数 計5092658 的中 （6－8）1018858（2番人気）
馬連票数 計15660897 的中 �� 3162393（1番人気）
馬単票数 計13231553 的中 �� 2201556（1番人気）
ワイド票数 計5997643 的中 �� 894446（1番人気）�� 428164（3番人気）�� 126709（11番人気）
3連複票数 計21925491 的中 ���1237004（3番人気）
3連単票数 計72015659 的中 ���2095093（4番人気）
5重勝票数 計7892117 的中 ����� 682

ハロンタイム 11．9―10．5―11．4―11．5―11．7―11．4―12．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
11．9―22．4―33．8―45．3―57．0―1：08．4―1：21．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．3
3 11－7，3（1，4）5（2，16）9（8，15）10（12，13）－14，6，17－18 4 11＝7，3，4（1，5）（2，9，16）（8，15）10（6，13）（12，14）17，18

勝馬の
紹 介

ハープスター �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2013．7．14 中京1着

2011．4．24生 牝3鹿 母 ヒストリックスター 母母 ベ ガ 5戦4勝 賞金 216，242，000円
〔制裁〕 ハープスター号の騎手川田将雅は，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。

ペイシャフェリス号の騎手川島信二は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：2番）
※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） 2頭 ダンスアミーガ号・ブランネージュ号
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりハープスター号・レッドリヴェール号・ヌーヴォレコルト号・ホウライアキコ号は，優駿牝馬（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。

10072 4月13日 曇 良 （26阪神2）第6日 第12競走 ��
��1，800�

う め だ

梅田ステークス
発走16時25分 （ダート・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
1：48．5
1：47．8

重
重

36 グランプリブラッド 牡5鹿 57 松田 大作北側 雅司氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 440＋ 21：51．6 7．1�
713� ベルサリエーレ 牡4鹿 57 A．シュタルケ 藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 Takeshi

Fujita 480－ 61：51．7	 11．7�
（独）

24 ブルータンザナイト 牡5青鹿57 戸崎 圭太桜井 欣吾氏 吉田 直弘 新ひだか 飛野牧場 546－ 41：51．91
 7．4�
816 ハコダテナイト 牡4栗 57 岩田 康誠河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 500－ 41：52．0	 24．2�
35 � ダイヤノゲンセキ �6黒鹿57 田辺 裕信 �ダイヤモンドファーム 坂口 正則 浦河 ダイヤモンドファーム 518＋ 6 〃 クビ 48．9�
11 コウユーヒーロー 牡7青 57 幸 英明加治屋貞光氏 大根田裕之 熊本 村山 光弘 512－141：52．1クビ 106．3	
12 コ ル ー ジ ャ �6鹿 57 池添 謙一野島 春男氏 高橋 亮 日高 野島牧場 B494＋ 2 〃 アタマ 122．5

611 イースターパレード �5栗 57 荻野 琢真�G1レーシング 平田 修 新ひだか 追分ファーム 504± 01：52．31	 26．3�
23 キ ク ノ ソ ル 牡4鹿 57 和田 竜二菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム 500＋ 61：52．51 3．7
815 タイガーシード 牡5黒鹿57 熊沢 重文伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 浦河 桑田 正己 500－ 4 〃 ハナ 56．5�
714� グレイレジェンド 牡6芦 57 松山 弘平小野 博郷氏 松永 幹夫 新ひだか 稲葉牧場 460－ 81：52．6	 277．0�
48 � エーシンスピーダー 牡5栗 57 太宰 啓介�栄進堂 西園 正都 米 Colts Neck

Stables LLC 484± 0 〃 クビ 14．6�
59 サイモンガーランド 牝5鹿 55 酒井 学澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 484＋ 41：52．7	 41．6�
612 ハ リ ケ ー ン 牡6鹿 57 浜中 俊近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 522＋ 8 〃 アタマ 3．4�
510 フミノメモリー 牡4黒鹿57 国分 優作谷 二氏 西浦 勝一 新冠 須崎牧場 522－ 21：52．8クビ 12．8�
47 � マヤノクレド 牡6鹿 57 蛯名 正義田所 英子氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 B508＋ 21：53．97 48．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 82，004，400円 複勝： 141，415，700円 枠連： 63，581，300円
馬連： 253，188，300円 馬単： 123，124，400円 ワイド： 107，399，200円
3連複： 350，745，600円 3連単： 621，729，200円 計： 1，743，188，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 290円 � 380円 � 300円 枠 連（3－7） 4，540円

馬 連 �� 5，590円 馬 単 �� 10，440円

ワ イ ド �� 2，050円 �� 1，390円 �� 1，570円

3 連 複 ��� 14，890円 3 連 単 ��� 85，740円

票 数

単勝票数 計 820044 的中 � 91160（3番人気）
複勝票数 計1414157 的中 � 133989（3番人気）� 93236（6番人気）� 127265（4番人気）
枠連票数 計 635813 的中 （3－7） 10356（16番人気）
馬連票数 計2531883 的中 �� 33475（20番人気）
馬単票数 計1231244 的中 �� 8710（35番人気）
ワイド票数 計1073992 的中 �� 12808（21番人気）�� 19237（12番人気）�� 16913（14番人気）
3連複票数 計3507456 的中 ��� 17394（39番人気）
3連単票数 計6217292 的中 ��� 5352（235番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―12．9―11．9―12．1―12．5―12．7―12．2―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―37．0―48．9―1：01．0―1：13．5―1：26．2―1：38．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．6―3F38．1
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

グランプリブラッド �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2011．12．24 阪神3着

2009．4．21生 牡5鹿 母 シルクプリマドンナ 母母 バウンドトゥダンス 24戦5勝 賞金 71，658，000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。

５レース目



（26阪神2）第6日 4月13日（日曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 177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 手 当

399，360，000円
4，020，000円
43，010，000円
37，380，000円
70，236，000円
5，268，000円
1，699，200円

勝馬投票券売得金
1，044，084，600円
1，915，100，000円
748，872，900円
2，513，971，300円
1，852，076，400円
1，024，907，200円
3，503，266，000円
9，473，962，400円
789，211，700円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 22，865，452，500円

総入場人員 48，644名 （有料入場人員 46，457名）
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