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10073 4月19日 晴 良 （26阪神2）第7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

48 メイショウアズミノ 牝3鹿 54 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 富田牧場 444± 01：13．0 4．7�
714 クレアドール 牝3青鹿54 武 豊 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 480＋ 4 〃 アタマ 1．8�
713 エスペランサナナ 牝3鹿 54 藤田 伸二江上 幸�氏 飯田 雄三 浦河 杵臼牧場 466＋ 21：14．17 19．2�
612 サンバレッスン 牝3栗 54 水口 優也�下河辺牧場 佐々木晶三 日高 下河辺牧場 502 ―1：14．2� 73．6�
12 イ ロ リ 牝3鹿 54

51 ▲義 英真小田切有一氏 佐々木晶三 新ひだか 田中 裕之 460－ 2 〃 ハナ 5．6	
11 コウザンバニー 牝3栗 54 酒井 学山下 良子氏 田所 秀孝 浦河 大柳ファーム B456－ 41：14．62� 16．8

35 ディープハマー 牝3栗 54 幸 英明深見 敏男氏 五十嵐忠男 新ひだか 猪野毛牧場 488 ― 〃 ハナ 18．4�
611 サンアルバカーキ 牝3青鹿54 浜中 俊加藤 信之氏 田中 章博 日高 ホースヒルマネジメント 438 ―1：14．91� 29．0�
47 メイショウパラオ 牝3栗 54 秋山真一郎松本 好雄氏 飯田 祐史 様似 中脇 一幸 436± 0 〃 クビ 85．2
59 ヒミノマンサク 牝3栗 54 北村 友一佐々木八郎氏 川村 禎彦 日高 若林 武雄 452＋121：15．43 169．6�
24 アグネスアミニソル 牝3鹿 54

51 ▲小崎 綾也渡辺 孝男氏 森 秀行 浦河 高松牧場 438－ 2 〃 ハナ 38．0�
23 マサノロマンス 牝3鹿 54 佐久間寛志猪野毛雅人氏 田所 秀孝 新ひだか 猪野毛牧場 438－ 2 〃 クビ 396．5�
510 クールルーシー 牝3黒鹿54 E．ペドロサ 川上 哲司氏 目野 哲也 新ひだか 久井牧場 470－101：15．61� 35．9�

（独）

815 ジ ャ コ ン ブ 牝3栗 54 岡田 祥嗣晴間 初栄氏 作田 誠二 日高 目黒牧場 474 ―1：15．7� 61．0�
36 フ ミ キ ュ ン 牝3鹿 54 松山 弘平大澤 利久氏 加用 正 浦河 松田 憲一 492＋ 51：16．12� 155．1�
816 エミネントフラワー 牝3鹿 54 国分 恭介�ターフ・スポート庄野 靖志 浦河 中島牧場 440＋181：16．73� 154．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 15，446，700円 複勝： 32，797，000円 枠連： 8，988，100円
馬連： 33，379，300円 馬単： 22，767，400円 ワイド： 17，441，200円
3連複： 49，050，500円 3連単： 77，791，300円 計： 257，661，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 130円 � 110円 � 330円 枠 連（4－7） 380円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 1，060円

ワ イ ド �� 180円 �� 760円 �� 450円

3 連 複 ��� 1，780円 3 連 単 ��� 8，060円

票 数

単勝票数 計 154467 的中 � 26032（2番人気）
複勝票数 計 327970 的中 � 58884（2番人気）� 147009（1番人気）� 12922（5番人気）
枠連票数 計 89881 的中 （4－7） 17611（1番人気）
馬連票数 計 333793 的中 �� 64713（1番人気）
馬単票数 計 227674 的中 �� 15927（3番人気）
ワイド票数 計 174412 的中 �� 31440（1番人気）�� 4713（8番人気）�� 8680（4番人気）
3連複票数 計 490505 的中 ��� 20425（3番人気）
3連単票数 計 777913 的中 ��� 7131（16番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―12．2―12．0―12．0―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．8―36．0―48．0―1：00．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウアズミノ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2013．9．7 阪神8着

2011．4．24生 牝3鹿 母 フレンチミステリー 母母 ミスティックアイズ 9戦1勝 賞金 10，700，000円
〔制裁〕 メイショウアズミノ号の騎手池添謙一は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番・5番・4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。

10074 4月19日 晴 良 （26阪神2）第7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

11 ヴ ィ ッ セ ン 牡3鹿 56 松山 弘平有限会社シルク石坂 正 日高（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 468＋ 61：55．1 13．1�

816 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 484－ 21：55．2� 6．3�

48 サンライズフレンチ 牡3栗 56
53 ▲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 482－ 81：55．41� 27．3�
815 ティーエスハーツ 牡3黒鹿56 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 526± 01：55．5	 1．9�
24 ブ レ ヴ ァ ン 牡3鹿 56 川田 将雅 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 472－121：55．6� 4．6�
35 
 ヴェントアウレオ 牡3栗 56 岩田 康誠藤田 孟司氏 吉村 圭司 米 Takeshi

Fujita 484＋121：55．7� 11．4	
714 オンワードハンター 牡3鹿 56

53 ▲小崎 綾也樫山 章子氏 村山 明 浦河 オンワード牧場 448± 01：55．91� 25．7

59 クインズパール 牡3鹿 56 幸 英明 �クイーンズ・ランチ 平田 修 新冠 隆栄牧場 534－ 61：56．0� 37．3�
713 メイショウキホーテ 牡3鹿 56 武 幸四郎松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 磯野牧場 438－ 81：56．63	 48．7
47 エアカーディナル 牡3鹿 56 福永 祐一 �ラッキーフィールド笹田 和秀 平取 稲原牧場 490± 01：56．7	 26．5�
36 メイショウクローバ 牝3鹿 54 �島 良太松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 B478－ 41：56．8	 302．6�
611 テイエムファラオ 牡3栗 56 国分 優作竹園 正繼氏 日吉 正和 日高 テイエム牧場日高支場 456＋ 21：57．33 535．6�
23 マイネルエアダクス 牡3芦 56 E．ペドロサ �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 平取 坂東牧場 500＋ 61：57．4	 128．8�
（独）

510
 ロ ア ジ ス 牝3鹿 54 藤岡 佑介�ノースヒルズ 矢作 芳人 米 North Hills
Management 482＋ 8 〃 アタマ 157．3�

612 ヤマニンカリヨン 牡3鹿 56 酒井 学土井 肇氏 西橋 豊治 新冠 錦岡牧場 472＋ 21：57．61� 289．6�
12 ベ イ ル 牡3鹿 56 水口 優也山上 和良氏 日吉 正和 新ひだか 折手牧場 458－ 31：59．3大差 307．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，390，600円 複勝： 46，684，700円 枠連： 12，378，700円
馬連： 36，219，200円 馬単： 26，161，800円 ワイド： 20，960，700円
3連複： 57，248，700円 3連単： 90，094，500円 計： 310，138，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，310円 複 勝 � 340円 � 260円 � 800円 枠 連（1－8） 730円

馬 連 �� 3，020円 馬 単 �� 6，300円

ワ イ ド �� 880円 �� 2，780円 �� 1，880円

3 連 複 ��� 20，170円 3 連 単 ��� 117，480円

票 数

単勝票数 計 203906 的中 � 12271（5番人気）
複勝票数 計 466847 的中 � 36655（4番人気）� 54797（3番人気）� 13407（8番人気）
枠連票数 計 123787 的中 （1－8） 12578（4番人気）
馬連票数 計 362192 的中 �� 8864（14番人気）
馬単票数 計 261618 的中 �� 3067（23番人気）
ワイド票数 計 209607 的中 �� 6095（9番人気）�� 1811（28番人気）�� 2716（18番人気）
3連複票数 計 572487 的中 ��� 2095（52番人気）
3連単票数 計 900945 的中 ��� 566（279番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―13．6―13．0―13．4―13．1―12．3―12．5―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．4―38．0―51．0―1：04．4―1：17．5―1：29．8―1：42．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴ ィ ッ セ ン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ピルサドスキー デビュー 2014．1．12 京都6着

2011．5．17生 牡3鹿 母 ダンツクレバー 母母 ダンツシュアー 5戦1勝 賞金 6，300，000円
〔制裁〕 ヴィッセン号の騎手松山弘平は，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。
※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） 1頭 リーブイットゥミー号
（非抽選馬） 2頭 キングウイン号・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。

第２回 阪神競馬 第７日



10075 4月19日 晴 良 （26阪神2）第7日 第3競走 ��1，400�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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

59 ロードヴォルケーノ 牡3鹿 56 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 468＋ 61：25．5 2．8�
815 メイショウホウトウ 牡3青鹿56 武 豊松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 488＋ 41：25．6� 2．5�
12 イルーシヴキャット 牝3栗 54 和田 竜二 �社台レースホース松元 茂樹 安平 追分ファーム 464－ 41：26．55 18．2�
612 バイザスターン 牡3鹿 56 福永 祐一 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム 478－ 41：26．6� 4．1�
36 サカジロビック 牡3栗 56 太宰 啓介ロイヤルパーク 大根田裕之 新ひだか 飯岡牧場 516－ 41：26．91� 36．2	
35 ワーズオデッセイ 牡3鹿 56 �島 良太吉田 照哉氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 482＋ 4 〃 アタマ 29．1

713 ライトニングロアー 牡3鹿 56 浜中 俊前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 492± 01：27．11 32．6�
816 オーディンバローズ 牡3青鹿56 高倉 稜猪熊 広次氏 武田 博 浦河 鎌田 正嗣 498＋ 8 〃 クビ 18．2�
48 ソルシエシチー 牡3栗 56 北村 友一 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 日高 日高大洋牧場 440± 0 〃 アタマ 137．2
714 タガノシュナイダー 牡3鹿 56 国分 恭介八木 良司氏 池添 兼雄 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 428＋ 21：27．3� 503．8�
23 アグネスユニコーン 牡3黒鹿 56

53 ▲小崎 綾也渡辺 孝男氏 村山 明 千歳 社台ファーム 482－ 6 〃 アタマ 280．1�
47 ジューンブライトン 牡3鹿 56 松山 弘平吉川 潤氏 今野 貞一 日高 正和山本牧場 460± 0 〃 クビ 164．0�
11 クレスコマグヌス 牡3栗 56 秋山真一郎堀川 三郎氏 石坂 正 千歳 社台ファーム B468＋101：27．51� 97．6�
510 ネオマイスター 牡3青鹿56 幸 英明久保 博文氏 飯田 祐史 新冠 北星村田牧場 496＋161：28．24 41．5�
611 ジョーリブラン 牝3鹿 54

51 ▲義 英真上田けい子氏 柴田 光陽 浦河 大北牧場 416± 0 〃 アタマ 193．6�
（15頭）

24 リ ノ リ オ 牡3黒鹿56 酒井 学�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 22，248，200円 複勝： 38，724，400円 枠連： 11，587，800円
馬連： 38，638，000円 馬単： 27，697，200円 ワイド： 21，458，300円
3連複： 56，764，000円 3連単： 94，665，000円 計： 311，782，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 130円 � 250円 枠 連（5－8） 350円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 790円

ワ イ ド �� 190円 �� 540円 �� 610円

3 連 複 ��� 1，600円 3 連 単 ��� 5，720円

票 数

単勝票数 差引計 222482（返還計 244） 的中 � 62937（2番人気）
複勝票数 差引計 387244（返還計 335） 的中 � 85804（2番人気）� 94989（1番人気）� 29610（5番人気）
枠連票数 差引計 115878（返還計 1 ） 的中 （5－8） 24892（1番人気）
馬連票数 差引計 386380（返還計 765） 的中 �� 75748（1番人気）
馬単票数 差引計 276972（返還計 427） 的中 �� 26185（2番人気）
ワイド票数 差引計 214583（返還計 346） 的中 �� 35374（1番人気）�� 8773（4番人気）�� 7492（6番人気）
3連複票数 差引計 567640（返還計 3116） 的中 ��� 26287（3番人気）
3連単票数 差引計 946650（返還計 4654） 的中 ��� 12218（10番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―12．4―12．5―12．3―12．3―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．5―35．9―48．4―1：00．7―1：13．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロードヴォルケーノ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Storm Cat デビュー 2013．11．9 京都4着

2011．3．22生 牡3鹿 母 ジャズキャット 母母 Barbicue Sauce 5戦1勝 賞金 8，100，000円
〔出走取消〕 リノリオ号は，疾病〔右前挫跖〕のため出走取消。
※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。
（非抽選馬） 4頭 シュンブレイン号・ストレイトウェザー号・ヒロキセキ号・ルヴァンカー号

10076 4月19日 晴 良 （26阪神2）第7日 第4競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走11時25分 （芝・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
1：57．8
1：56．1

良
良

815 アドマイヤシーマ 牝3鹿 54 福永 祐一近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 426＋ 22：02．7 1．8�
48 コスモミレディー 牝3栗 54 和田 竜二 �ビッグレッドファーム 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 412－ 22：03．12� 37．8�
47 リリコイパイ 牝3鹿 54 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 日高 日高大洋牧場 452＋142：03．2� 9．1�
59 エアマチュール 牝3青鹿54 川田 将雅 �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム 452＋ 82：03．51� 6．4�
714 メイショウヤエ 牝3栗 54 武 豊松本 好雄氏 中村 均 新ひだか マークリ牧場 434＋ 2 〃 ハナ 8．6	
36 デンコウガイア 牝3鹿 54 酒井 学田中 康弘氏 坂口 正則 新ひだか 見上牧場 456＋ 8 〃 クビ 128．2

35 ストライキングアイ 牝3鹿 54 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 464－ 62：03．6クビ 7．0�
24 ウエスタンマンデラ 牝3黒鹿54 A．シュタルケ �ウエスタンファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 444＋ 2 〃 クビ 30．4�

（独）

23 テイエムステータス 牝3鹿 54 藤岡 佑介竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 480－ 42：03．81� 23．2
12 ショウナンバレッタ 牝3鹿 54 秋山真一郎�湘南 吉村 圭司 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 524 ―2：04．01� 205．0�
510 シ ゲ ル ノ ト 牝3鹿 54 北村 友一森中 蕃氏 武田 博 新冠 中央牧場 414± 02：04．1クビ 462．9�
713 ジューンヴィエナ 牝3鹿 54

51 ▲義 英真吉川 潤氏 崎山 博樹 新ひだか 西村 和夫 412－ 22：04．52� 62．5�
612 ムスカバード 牝3青 54 小牧 太 �グリーンファーム千田 輝彦 千歳 社台ファーム 450－ 22：04．82 173．4�
611 ヤマノペガサス 牝3芦 54 高倉 稜澤村 敏雄氏 崎山 博樹 新ひだか 前川 正美 416± 02：05．11� 70．4�
816 クニサキオペラ 牝3鹿 54 花田 大昂國島 周夫氏 西橋 豊治 新冠 川上 悦夫 446± 02：05．95 606．2�
11 ファイナルプレイ 牝3鹿 54 幸 英明松本 肇氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 434 ―2：06．85 283．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，075，800円 複勝： 47，529，900円 枠連： 12，337，600円
馬連： 40，999，600円 馬単： 32，813，600円 ワイド： 24，937，600円
3連複： 63，173，500円 3連単： 106，154，400円 計： 355，022，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 120円 � 440円 � 200円 枠 連（4－8） 440円

馬 連 �� 1，820円 馬 単 �� 2，320円

ワ イ ド �� 620円 �� 280円 �� 1，180円

3 連 複 ��� 2，800円 3 連 単 ��� 11，950円

票 数

単勝票数 計 270758 的中 � 124333（1番人気）
複勝票数 計 475299 的中 � 165120（1番人気）� 18443（6番人気）� 55788（4番人気）
枠連票数 計 123376 的中 （4－8） 20835（1番人気）
馬連票数 計 409996 的中 �� 16666（5番人気）
馬単票数 計 328136 的中 �� 10480（9番人気）
ワイド票数 計 249376 的中 �� 9626（5番人気）�� 25059（2番人気）�� 4679（14番人気）
3連複票数 計 631735 的中 ��� 16681（7番人気）
3連単票数 計1061544 的中 ��� 6560（35番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．1―37．5―50．7―1：03．3―1：16．2―1：28．1―1：39．7―1：51．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤシーマ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Acatenango デビュー 2013．10．5 新潟7着

2011．5．1生 牝3鹿 母 シ ョ ア ー 母母 So Sedulous 6戦1勝 賞金 10，250，000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 アカネイロ号・ニューティアラ号
（非抽選馬） 1頭 オンマイラブ号
※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。



10077 4月19日 晴 良 （26阪神2）第7日 第5競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走12時15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
1：19．9
1：19．0

良
良

35 タガノレベッカ 牝3栗 54 E．ペドロサ 八木 良司氏 吉村 圭司 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 432 ―1：22．5 45．8�

（独）

23 � エイシンソルティー 牝3芦 54 秋山真一郎�栄進堂 西園 正都 米 Redmon
Farm, LLC 468－ 21：22．6� 3．0�

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 480－ 41：22．81	 3．6�

818 タイガークラウン 牡3黒鹿56 小林 徹弥伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム 478 ―1：22．9� 41．8�
714 ジェットセッター 牡3青鹿56 幸 英明下河�美智子氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 460－ 61：23．21
 32．9	
24 クレインテオドーラ 牝3鹿 54 太宰 啓介
ターフ・スポート橋口弘次郎 浦河 市川牧場 474＋ 41：23．41	 67．6�
816 ワンダーバイファル 牡3鹿 56 浜中 俊山本 信行氏 牧田 和弥 浦河 大島牧場 474－ 21：23．5� 4．8�
817 ホワイトブルグ 牝3芦 54 和田 竜二
髙昭牧場 高橋 康之 浦河 高昭牧場 446 ― 〃 ハナ 73．9
510 メイショウロッソ 牝3栗 54 武 幸四郎松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 454－12 〃 クビ 30．0�
48 リ ベ リ オ ン 牡3青鹿56 国分 恭介市川 義美氏 安達 昭夫 新ひだか 金 宏二 470－141：23．6クビ 264．8�
11 アルリネージ 牝3鹿 54 池添 謙一
エーティー 昆 貢 新冠 北星村田牧場 462－ 61：23．7� 14．0�
12 サーレムフォレスト 牝3鹿 54 小牧 太 
社台レースホース橋口弘次郎 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 418＋ 2 〃 クビ 59．5�
612 キクノユニゾン 牡3鹿 56 岩田 康誠菊池 五郎氏 野中 賢二 浦河 松田 憲一 442－10 〃 ハナ 10．1�
715 ヤ マ カ ゲ 牡3栗 56 藤田 伸二諸江 幸祐氏 加用 正 千歳 社台ファーム 456－ 21：23．8
 10．8�
611 ダイシンウィン 牡3鹿 56 北村 友一大八木信行氏 庄野 靖志 新ひだか グランド牧場 490－ 41：23．9
 283．0�
59 オグリキセキ 牝3黒鹿 54

51 ▲義 英真小栗 孝一氏 中内田充正 浦河 鵜木 唯義 394－121：24．11 302．3�
713 カ リ ス 牝3黒鹿54 松山 弘平杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 日高 坂 牧場 454＋ 41：25．48 262．7�

（17頭）
36 メイショウライウン 牡3鹿 56 高倉 稜松本 好雄氏 沖 芳夫 日高 日西牧場 436－ 6 （競走除外）

売 得 金
単勝： 20，863，600円 複勝： 37，975，600円 枠連： 12，861，000円
馬連： 41，226，500円 馬単： 26，712，100円 ワイド： 22，623，300円
3連複： 58，669，300円 3連単： 87，310，800円 計： 308，242，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，580円 複 勝 � 870円 � 140円 � 140円 枠 連（2－3） 4，670円

馬 連 �� 5，450円 馬 単 �� 15，830円

ワ イ ド �� 1，730円 �� 1，850円 �� 230円

3 連 複 ��� 4，830円 3 連 単 ��� 51，840円

票 数

単勝票数 差引計 208636（返還計 430） 的中 � 3596（10番人気）
複勝票数 差引計 379756（返還計 942） 的中 � 7066（10番人気）� 88498（1番人気）� 83969（2番人気）
枠連票数 差引計 128610（返還計 32） 的中 （2－3） 2034（17番人気）
馬連票数 差引計 412265（返還計 3069） 的中 �� 5583（19番人気）
馬単票数 差引計 267121（返還計 1869） 的中 �� 1246（48番人気）
ワイド票数 差引計 226233（返還計 2086） 的中 �� 2826（19番人気）�� 2632（22番人気）�� 31180（1番人気）
3連複票数 差引計 586693（返還計 7902） 的中 ��� 8981（13番人気）
3連単票数 差引計 873108（返還計 10371） 的中 ��� 1243（148番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．7―11．6―11．2―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．5―35．2―46．8―58．0―1：10．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノレベッカ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 フレンチデピュティ 初出走

2011．4．11生 牝3栗 母 タイニーシャイナー 母母 シャイニンググラス 1戦1勝 賞金 5，000，000円
〔競走除外〕 メイショウライウン号は，装鞍所で疾病〔左前肢挫創〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 ジェットセッター号の騎手幸英明は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：3番・16

番・7番・15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） 1頭 ワンダールミノーザ号
（非抽選馬） 1頭 ナリタメロディ号
※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。

10078 4月19日 晴 良 （26阪神2）第7日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時45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

78 � アムールブリエ 牝3鹿 54 岩田 康誠前田 幸治氏 松永 幹夫 米 North Hills
Co. Ltd. 470＋ 61：53．2 5．8�

810 タガノゴールド 牡3栗 56 太宰 啓介八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 464－ 41：53．51� 7．9�

55 メイショウスミトモ 牡3鹿 56 武 豊松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 468＋ 61：54．03 8．1�
66 ハナズリベンジ 牝3黒鹿54 浜中 俊M．タバート氏 牧田 和弥 新冠 カミイスタット 478± 01：54．32 9．1�
67 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± 01：54．4� 4．4�

（独）

44 メイショウウタゲ 牡3栗 56 小林 徹弥松本 好雄氏 安達 昭夫 新冠 隆栄牧場 504＋ 21：54．6� 30．2�
33 タマモセナター 牡3栗 56 	島 良太タマモ	 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 B470± 01：55．02
 50．2

79 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± 01：55．21
 5．4�
11 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 498＋ 61：55．73 32．7�
22 エイシンフランキー 牡3芦 56 酒井 学	栄進堂 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 490± 01：58．1大差 4．5
811� チョウエンペラー 牡3栗 56 藤田 伸二丸山 隆雄氏 日吉 正和 新ひだか 森 政巳 454＋ 42：05．2大差 110．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 24，051，500円 複勝： 45，564，100円 枠連： 13，455，400円
馬連： 49，246，400円 馬単： 29，638，600円 ワイド： 24，816，800円
3連複： 67，982，800円 3連単： 112，506，200円 計： 367，261，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 220円 � 250円 � 230円 枠 連（7－8） 900円

馬 連 �� 2，970円 馬 単 �� 5，230円

ワ イ ド �� 990円 �� 670円 �� 880円

3 連 複 ��� 3，650円 3 連 単 ��� 21，930円

票 数

単勝票数 計 240515 的中 � 32822（4番人気）
複勝票数 計 455641 的中 � 56056（4番人気）� 46798（7番人気）� 52612（5番人気）
枠連票数 計 134554 的中 （7－8） 11074（4番人気）
馬連票数 計 492464 的中 �� 12241（19番人気）
馬単票数 計 296386 的中 �� 4188（34番人気）
ワイド票数 計 248168 的中 �� 6101（20番人気）�� 9394（9番人気）�� 6968（15番人気）
3連複票数 計 679828 的中 ��� 13752（17番人気）
3連単票数 計1125062 的中 ��� 3787（101番人気）

ハロンタイム 13．0―11．6―13．7―12．7―12．6―12．1―12．0―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．6―38．3―51．0―1：03．6―1：15．7―1：27．7―1：40．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�アムールブリエ �
�
父 Smart Strike �

�
母父 Sunday Silence デビュー 2013．9．28 阪神9着

2011．5．21生 牝3鹿 母 Heavenly Romance 母母 First Act 4戦2勝 賞金 12，920，000円
〔発走状況〕 ローレルストーム号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 チョウエンペラー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年5月19日まで平地

競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



10079 4月19日 晴 良 （26阪神2）第7日 第7競走 ��
��1，600�サラブレッド系4歳以上

発走13時15分 （芝・右・外）
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
1：32．0
1：30．7

良
良

817 ケルンフォーティー 牡5栗 57
54 ▲小崎 綾也谷和 光彦氏 小崎 憲 浦河 ひるかわ育

成牧場 458＋ 81：33．4 56．0�
713 グ ラ ー ネ 牡5鹿 57 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 462－ 61：33．5� 22．4�
12 ディープウェーブ 牡4青鹿57 川田 将雅万波 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 440＋ 41：33．6� 2．6�
24 ラッキーマンボ 牝4鹿 55 国分 優作 �三石川上牧場 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 498± 01：33．7� 10．7�
35 ニシノモンクス 牝4鹿 55 熊沢 重文西山 茂行氏 宮本 博 日高 メイプルファーム 438－ 4 〃 クビ 58．6�
715 メイショウヤマホコ 牡4黒鹿57 幸 英明松本 好雄氏 藤沢 則雄 日高 天羽牧場 460＋ 41：33．8クビ 13．9	
48 サンマルホーム 牡4栗 57 太宰 啓介相馬 勇氏 山内 研二 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 B432± 0 〃 アタマ 242．5

714 プリンシペアスール 牡5鹿 57 高倉 稜吉田 照哉氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 478± 01：33．9	 76．1�
47 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± 01：34．0� 19．1�
23 ノ ー ブ リ ー 牡5鹿 57 藤岡 佑介ニットー商事 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 480＋ 4 〃 ハナ 157．7�
612 ラストタキオン 牡4栗 57 岩田 康誠山住 勲氏 矢作 芳人 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム 470－ 81：34．1� 6．0�
818 サトノプレステージ 牡4鹿 57 A．シュタルケ 里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 502＋ 2 〃 クビ 4．9�

（独）

816 ヨドノグレイス 牝5鹿 55 北村 友一海原 聖一氏 松元 茂樹 平取 二風谷ファーム 428－ 41：34．2クビ 90．8�
611 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 478－ 61：34．41
 9．6�
11 デインツリー 牡4青鹿57 藤田 伸二 �社台レースホース長浜 博之 安平 追分ファーム 498－ 6 〃 アタマ 92．4�
510 リスヴェリアート 牡4鹿 57 E．ペドロサ G1レーシング 松元 茂樹 安平 追分ファーム 434± 01：34．5� 53．8�

（独）

59 コスモルーシー 牝5黒鹿55 和田 竜二 �ビッグレッドファーム 高野 友和 浦河 惣田 英幸 468－ 41：34．6� 61．2�
36 メイショウオオゼキ �4鹿 57 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 486± 01：34．92 49．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 29，873，800円 複勝： 54，524，400円 枠連： 18，830，900円
馬連： 63，664，300円 馬単： 37，449，200円 ワイド： 34，282，900円
3連複： 86，309，300円 3連単： 128，571，100円 計： 453，505，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，600円 複 勝 � 1，050円 � 630円 � 150円 枠 連（7－8） 1，450円

馬 連 �� 32，700円 馬 単 �� 70，690円

ワ イ ド �� 8，530円 �� 2，650円 �� 1，540円

3 連 複 ��� 37，630円 3 連 単 ��� 499，400円

票 数

単勝票数 計 298738 的中 � 4206（11番人気）
複勝票数 計 545244 的中 � 10532（9番人気）� 18668（8番人気）� 137642（1番人気）
枠連票数 計 188309 的中 （7－8） 9608（6番人気）
馬連票数 計 636643 的中 �� 1437（73番人気）
馬単票数 計 374492 的中 �� 391（142番人気）
ワイド票数 計 342829 的中 �� 969（81番人気）�� 3192（27番人気）�� 5609（15番人気）
3連複票数 計 863093 的中 ��� 1693（103番人気）
3連単票数 計1285711 的中 ��� 190（1121番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―11．7―11．5―11．5―10．6―12．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．8―35．5―47．0―58．5―1：09．1―1：21．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケルンフォーティー �
�
父 フォーティナイナーズサン �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2011．11．27 京都4着

2009．3．30生 牡5栗 母 ケルンアリュール 母母 リンデンルレーブ 20戦2勝 賞金 39，175，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走状況〕 ヨドノグレイス号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔調教再審査〕 ヨドノグレイス号は，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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 レーヴドプランス号
※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。

10080 4月19日 晴 良 （26阪神2）第7日 第8競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走13時45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
1：48．5
1：47．8

重
重

44 プラチナグロース �4芦 57 藤田 伸二 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 昆 貢 新ひだか グランド牧場 482＋ 61：54．3 5．9�

11 スズカルパン 牡5鹿 57 武 豊永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 466－ 2 〃 クビ 2．1�
22 コウエイアース 牡4鹿 57 和田 竜二西岡 静男氏 川村 禎彦 新ひだか グランド牧場 462± 01：54．4クビ 10．1�
711 スマートラファエル 牡5黒鹿57 岩田 康誠大川 徹氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 470＋101：54．61	 4．7�
812
 エーシンエポナ 牝4鹿 55 熊沢 重文�栄進堂 沖 芳夫 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

484± 01：54．7� 10．4�
710 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 444－ 21：54．8� 68．1	
56 ローレルレジェンド 牡5鹿 57 太宰 啓介 �ローレルレーシング 吉村 圭司 新冠 協和牧場 486＋121：54．9� 11．2

68 プラネットスコア 牡4黒鹿57 小坂 忠士岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 新冠 坂元牧場 474＋ 2 〃 ハナ 256．4�
69 シゲルラシンバンザ 牡4鹿 57

54 ▲義 英真森中 蕃氏 福島 信晴 新ひだか 神垣 道弘 476± 0 〃 ハナ 20．0�
813 ブラックブッシュ 牡4黒鹿57 高倉 稜小林 秀樹氏 高橋 亮 新ひだか 山本 昇寿 466－ 2 〃 クビ 100．0
45 ショウナンアンカー �4栗 57 北村 友一国本 哲秀氏 北出 成人 新ひだか 静内フアーム 450－ 61：55．1� 110．0�
57 
 サダルメリク 牡7鹿 57 幸 英明前田 幸治氏 武田 博 米 Marianne

C Chess 486＋ 21：55．42 87．2�
33  ウォーターレオ �5鹿 57 佐久間寛志山岡 正人氏 田所 秀孝 浦河 伏木田牧場 468－171：58．3大差 307．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 29，763，800円 複勝： 45，094，400円 枠連： 12，679，200円
馬連： 54，952，200円 馬単： 37，114，400円 ワイド： 26，987，900円
3連複： 71，329，500円 3連単： 136，237，300円 計： 414，158，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 160円 � 120円 � 190円 枠 連（1－4） 530円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 1，460円

ワ イ ド �� 260円 �� 590円 �� 320円

3 連 複 ��� 1，210円 3 連 単 ��� 6，530円

票 数

単勝票数 計 297638 的中 � 40103（3番人気）
複勝票数 計 450944 的中 � 68064（3番人気）� 126508（1番人気）� 51319（4番人気）
枠連票数 計 126792 的中 （1－4） 17667（2番人気）
馬連票数 計 549522 的中 �� 72451（2番人気）
馬単票数 計 371144 的中 �� 18824（5番人気）
ワイド票数 計 269879 的中 �� 28163（2番人気）�� 10082（8番人気）�� 21647（3番人気）
3連複票数 計 713295 的中 ��� 43507（2番人気）
3連単票数 計1362373 的中 ��� 15409（11番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―38．0―51．1―1：04．5―1：17．3―1：29．3―1：41．6

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

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

勝馬の
紹 介

プラチナグロース �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ア サ テ ィ ス デビュー 2013．1．14 京都2着

2010．4．22生 �4芦 母 スズカミンクス 母母 ミンデンローズ 10戦2勝 賞金 23，300，000円



10081 4月19日 晴 良 （26阪神2）第7日 第9競走 ��
��2，000�は な み ず き 賞

発走14時15分 （芝・右）
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 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

33 サウンズオブアース 牡3黒鹿56 福永 祐一吉田 照哉氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 498－ 62：03．0 1．5�
44 ストロベリーキング 牡3黒鹿56 義 英真田頭 勇貴氏 崎山 博樹 浦河 杵臼牧場 474± 0 〃 ハナ 21．6�
22 ブラックカイト 牡3黒鹿56 幸 英明三宅 勝俊氏 境 直行 新ひだか 友田牧場 466＋102：03．1� 18．1�
55 メイクアップ 牡3栗 56 酒井 学岡 浩二氏 谷 潔 新ひだか タイヘイ牧場 454－ 4 〃 ハナ 12．3�
11 � サトノフラクタル 牡3青鹿56 和田 竜二里見 治氏 池江 泰寿 米 WinStar

Farm, LLC 478＋ 22：03．2� 3．2�
77 アグネスミニッツ 牡3栗 56 藤田 伸二渡辺 孝男氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 470－ 62：03．41	 20．9�
88 スリーカラーナンゴ 牡3鹿 56 国分 優作永井商事	 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 444－ 22：03．61 37．7

66 キーストライプ 牡3黒鹿56 小林 徹弥北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 高瀬 敦 464－ 42：04．98 137．3�

（8頭）

売 得 金
単勝： 37，774，400円 複勝： 110，565，200円 枠連： 発売なし
馬連： 68，120，900円 馬単： 55，957，300円 ワイド： 23，490，500円
3連複： 77，201，100円 3連単： 269，569，000円 計： 642，678，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 270円 � 260円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，430円 馬 単 �� 1，870円

ワ イ ド �� 460円 �� 330円 �� 1，860円

3 連 複 ��� 3，460円 3 連 単 ��� 11，120円

票 数

単勝票数 計 377744 的中 � 205234（1番人気）
複勝票数 計1105652 的中 � 801300（1番人気）� 37980（5番人気）� 41269（4番人気）
馬連票数 計 681209 的中 �� 35317（5番人気）
馬単票数 計 559573 的中 �� 22194（6番人気）
ワイド票数 計 234905 的中 �� 12984（6番人気）�� 19361（3番人気）�� 2764（17番人気）
3連複票数 計 772011 的中 ��� 16508（11番人気）
3連単票数 計2695690 的中 ��� 17892（33番人気）

ハロンタイム 12．9―11．4―13．4―13．4―12．8―12．8―12．0―11．0―11．6―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．3―37．7―51．1―1：03．9―1：16．7―1：28．7―1：39．7―1：51．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サウンズオブアース �

父 ネオユニヴァース �


母父 Dixieland Band デビュー 2013．10．13 京都5着

2011．4．12生 牡3黒鹿 母 ファーストバイオリン 母母 Sunrise Symphony 6戦2勝 賞金 23，289，000円
〔制裁〕 ブラックカイト号の騎手幸英明は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：4番・7番）

10082 4月19日 晴 良 （26阪神2）第7日 第10競走 ��
��1，800�

ほ う ら い き ょ う

� � 峡 特 別
発走14時50分 （芝・右・外）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：44．1

良
良

11 � ビービートレイター 牡4黒鹿57 浜中 俊�坂東牧場 吉村 圭司 浦河 小倉牧場 486＋ 61：45．6 5．9�
33 サ ン グ ッ プ 牡6栗 57 池添 謙一加藤 信之氏 浜田多実雄 日高 加藤ステーブル 492－ 41：45．81	 40．5�
44 サトノキングリー 牡4鹿 57 岩田 康誠里見 治氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 490＋14 〃 ハナ 4．8�
812 カレンバッドボーイ 牡4鹿 57 武 豊鈴木 隆司氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 486＋ 21：46．01	 3．1�
79 ヴァリアシオン 牡5鹿 57 A．シュタルケ �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 498－ 4 〃 クビ 13．2�
（独）

710 ハッピーモーメント 牡4鹿 57 川田 将雅 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 488－ 2 〃 アタマ 3．4	
22 サトノジョリー 牝5青鹿55 福永 祐一里見 治氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 446－ 41：46．42
 29．9

68 レインフォール 牡5芦 57 太宰 啓介深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 下屋敷牧場 446± 01：46．61	 12．4�
55 タニノシュヴァリエ 牡5青 57 秋山真一郎谷水 雄三氏 岡田 稲男 新ひだか カントリー牧場 484＋121：46．7
 48．3�
67 ヒカルアカツキ �7青鹿57 和田 竜二髙橋 京子氏 栗田 博憲 登別 青藍牧場 450－ 21：46．91
 66．2
811 マルタカシクレノン 牡6青鹿57 藤田 伸二國立 治氏 山内 研二 浦河 細道牧場 504＋ 21：47．0� 143．7�
56 ヤマニンガーゴイル 牡7鹿 57 幸 英明土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 498± 01：47．21	 101．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 37，871，600円 複勝： 63，275，000円 枠連： 20，041，500円
馬連： 102，087，200円 馬単： 57，127，900円 ワイド： 40，953，200円
3連複： 127，983，600円 3連単： 239，747，900円 計： 689，087，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 230円 � 650円 � 180円 枠 連（1－3） 6，740円

馬 連 �� 7，540円 馬 単 �� 11，190円

ワ イ ド �� 2，030円 �� 630円 �� 1，720円

3 連 複 ��� 11，340円 3 連 単 ��� 83，390円

票 数

単勝票数 計 378716 的中 � 50760（4番人気）
複勝票数 計 632750 的中 � 76181（4番人気）� 19949（7番人気）� 113859（3番人気）
枠連票数 計 200415 的中 （1－3） 2197（20番人気）
馬連票数 計1020872 的中 �� 9997（24番人気）
馬単票数 計 571279 的中 �� 3769（38番人気）
ワイド票数 計 409532 的中 �� 4824（24番人気）�� 16919（7番人気）�� 5724（22番人気）
3連複票数 計1279836 的中 ��� 8336（38番人気）
3連単票数 計2397479 的中 ��� 2122（248番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．4―34．9―46．8―58．7―1：10．3―1：21．2―1：33．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ビービートレイター �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 サンデーウェル

2010．4．21生 牡4黒鹿 母 カタズオノンデ 母母 オグラトウシヨウ 5戦2勝 賞金 27，294，000円
初出走 JRA

※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。



10083 4月19日 晴 良 （26阪神2）第7日 第11競走 ��
��1，800�第19回アンタレスステークス（ＧⅢ）

発走15時30分 （ダート・右）
4歳以上；負担重量は，56�，牝馬2�減，25．4．13以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除
く）1着馬3�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，
牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増，25．4．12以前の
GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬
限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

地方競馬全国協会理事長賞（1着）
賞 品

本 賞 35，000，000円 14，000，000円 8，800，000円 5，300，000円 3，500，000円
付 加 賞 609，000円 174，000円 87，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

510 ナムラビクター 牡5鹿 56 小牧 太奈村 信重氏 福島 信晴 日高 いとう牧場 524－ 61：51．5 4．0�
11 トウショウフリーク 牡7鹿 56 武 豊トウショウ産業� 今野 貞一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 486＋ 4 〃 アタマ 17．9�
612 ニホンピロアワーズ 牡7青鹿58 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 片岡牧場 534＋ 7 〃 アタマ 1．8�
12 グレイスフルリープ 牡4栗 56 太宰 啓介前田 晋二氏 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 542± 0 〃 ハナ 138．1�
611 グランドシチー 牡7鹿 56 岩田 康誠 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 新ひだか 幌村牧場 486－121：51．81� 22．9�
48 	 エアハリファ 牡5鹿 56 福永 祐一 �ラッキーフィールド角居 勝彦 米 Winches-

ter Farm 480－ 21：51．9
 9．9	
36 クリソライト 牡4鹿 59 A．シュタルケ 
キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B494± 01：52．11� 65．1�

（独）

35 クリールパッション 牡9鹿 56 藤岡 佑介横山 修二氏 相沢 郁 静内 千代田牧場 B478－ 61：52．31� 432．5�
24 ナリタシルクロード 牡7鹿 56 高倉 稜�オースミ 崎山 博樹 浦河 杵臼牧場 538＋ 6 〃 クビ 437．2
816 ゴールスキー 牡7黒鹿57 浜中 俊 
社台レースホース池江 泰寿 安平 追分ファーム 492＋ 21：52．61� 19．5�
23 ミッキードリーム 牡7栗 56 和田 竜二野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 502＋ 8 〃 クビ 189．9�
713 ソ ロ ル 牡4黒鹿57 E．ペドロサ 
サンデーレーシング 中竹 和也 安平 追分ファーム 486＋121：52．81� 11．0�

（独）

47 グラッツィア 牡6鹿 56 藤田 伸二山本 英俊氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 490± 01：52．9
 302．0�
59 ダノンバラード 牡6黒鹿57 川田 将雅�ダノックス 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム 490＋ 81：53．0クビ 36．0�
714 グレートチャールズ 牡5栗 56 畑端 省吾吉田 和美氏 吉田 直弘 洞�湖 メジロ牧場 510± 0 〃 クビ 120．5�
815 クリノスターオー 牡4青 56 幸 英明栗本 守氏 高橋 義忠 日高 日西牧場 526－121：53．63
 54．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 130，985，100円 複勝： 255，722，100円 枠連： 66，325，400円
馬連： 372，575，300円 馬単： 217，857，000円 ワイド： 161，799，100円
3連複： 549，324，700円 3連単： 1，137，296，800円 計： 2，891，885，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 140円 � 280円 � 110円 枠 連（1－5） 2，480円

馬 連 �� 3，250円 馬 単 �� 5，640円

ワ イ ド �� 860円 �� 170円 �� 480円

3 連 複 ��� 1，490円 3 連 単 ��� 16，260円

票 数

単勝票数 計1309851 的中 � 259207（2番人気）
複勝票数 計2557221 的中 � 448404（2番人気）� 126497（5番人気）� 1095579（1番人気）
枠連票数 計 663254 的中 （1－5） 19788（10番人気）
馬連票数 計3725753 的中 �� 84654（10番人気）
馬単票数 計2178570 的中 �� 28536（17番人気）
ワイド票数 計1617991 的中 �� 37895（10番人気）�� 309797（1番人気）�� 73853（6番人気）
3連複票数 計5493247 的中 ��� 273869（3番人気）
3連単票数 計11372968 的中 ��� 51631（43番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―13．1―12．5―12．7―12．5―12．1―11．9―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．7―36．8―49．3―1：02．0―1：14．5―1：26．6―1：38．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ナムラビクター �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2012．4．15 阪神16着

2009．5．16生 牡5鹿 母 ナムラシゲコ 母母 ケイジヨイナー 15戦7勝 賞金 153，737，000円
〔制裁〕 ニホンピロアワーズ号の騎手酒井学は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の25頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）25頭 アイファーソング号・アイラブリリ号・イッシンドウタイ号・エアラフォン号・エーシンビートロン号・

エーシンレンジャー号・オールドパサデナ号・カネトシイナーシャ号・クラシカルノヴァ号・ケビンドゥ号・
サンライズブレット号・サンレイレーザー号・シゲルソウサイ号・スズカセクレターボ号・セイカプリコーン号・
ダブルスター号・タールタン号・テイエムイナズマ号・ドレッドノート号・ナイトフッド号・ナガラオリオン号・
ネオザウイナー号・メイケイペガスター号・メテオロロジスト号・レオアクティブ号

※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。

10084 4月19日 晴 良 （26阪神2）第7日 第12競走 ��
��1，400�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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

510 バハドゥール 牡5鹿 57 浜中 俊田所 英子氏 笹田 和秀 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 516＋ 81：24．3 3．4�

11 � フ ィ オ リ ア 牡6鹿 57 A．シュタルケ 藤田 孟司氏 吉村 圭司 米 F. K. N.
Partners 476± 01：24．4	 21．4�

（独）

714 オ ソ レ イ ユ 牡5鹿 57 武 豊松岡 隆雄氏 河内 洋 新冠 高瀬牧場 B516＋ 2 〃 ハナ 7．6�
816 サルバドールハクイ 牡4鹿 57 北村 友一則武 輝一氏 相沢 郁 浦河 北俣ファーム B450－ 81：24．61
 13．8�
815 ラ ラ ガ ニ エ 牡4栗 57 和田 竜二フジイ興産� 今野 貞一 新ひだか 千代田牧場 488± 0 〃 クビ 53．9�
59 サトノアビリティ 牡4栗 57 川田 将雅里見 治氏 角居 勝彦 新ひだか 千代田牧場 510－ 41：24．7クビ 2．6	
36 スランジバール 牡5鹿 57 藤岡 佑介
日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 480＋ 8 〃 クビ 19．1�
48 カリスマサンスカイ 牡6鹿 57

54 ▲義 英真畔柳 年言氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 B522－ 61：24．8クビ 52．1�
47 � アドマイヤシャドウ 牡5鹿 57 福永 祐一近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 杵臼牧場 472－ 41：24．9	 10．9
611 セトブリッジ 牡5黒鹿 57

54 ▲小崎 綾也難波 澄子氏 森 秀行 日高 新井 昭二 508－ 81：25．11
 131．0�
612� チュウワワンダー 牡4鹿 57 国分 優作中西 忍氏 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 472－ 61：25．2� 60．0�
23 ハ ヤ ブ サ 牡5鹿 57 国分 恭介西村 憲人氏 目野 哲也 日高 ナカノファーム 472＋ 21：25．3	 23．2�
713 キングズウェザー 牡4栗 57 武 幸四郎吉田 元嗣氏 藤沢 則雄 新冠 蛯名牧場 496－ 2 〃 クビ 20．8�
35 グランデアモーレ 牝4芦 55 岩田 康誠 
キャロットファーム 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458± 01：25．5� 42．2�
12 ホワイトショウフク 牡9芦 57 幸 英明山本 浩一氏 村山 明 静内 静内白井牧場 460± 01：26．35 401．2�
24 テ ツ キ セ キ 牡8黒鹿57 畑端 省吾木村 哲也氏 吉田 直弘 浦河 ガーベラパー

クスタツド 446－ 81：27．57 402．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 45，609，800円 複勝： 75，090，400円 枠連： 36，979，600円
馬連： 122，971，500円 馬単： 67，663，600円 ワイド： 52，452，300円
3連複： 172，549，900円 3連単： 304，377，500円 計： 877，694，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 510円 � 290円 枠 連（1－5） 1，960円

馬 連 �� 5，190円 馬 単 �� 8，230円

ワ イ ド �� 1，350円 �� 710円 �� 2，650円

3 連 複 ��� 15，330円 3 連 単 ��� 82，710円

票 数

単勝票数 計 456098 的中 � 106284（2番人気）
複勝票数 計 750904 的中 � 185054（2番人気）� 29693（9番人気）� 60847（3番人気）
枠連票数 計 369796 的中 （1－5） 13986（7番人気）
馬連票数 計1229715 的中 �� 17488（17番人気）
馬単票数 計 676636 的中 �� 6072（28番人気）
ワイド票数 計 524523 的中 �� 9540（15番人気）�� 19036（5番人気）�� 4691（28番人気）
3連複票数 計1725499 的中 ��� 8307（48番人気）
3連単票数 計3043775 的中 ��� 2716（238番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．5―35．4―47．3―58．9―1：11．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．9―3F37．0
3 ・（5，7，14）（1，9，13）（3，6）（4，10，15）16－8（11，12）－2 4 ・（5，7，14）（1，9）（6，13）3（10，15）－（4，8，16）12，11，2

勝馬の
紹 介

バハドゥール �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 キンググローリアス デビュー 2011．11．6 京都9着

2009．2．17生 牡5鹿 母 マックスキャンドゥ 母母 マツクスドリーマー 18戦3勝 賞金 38，279，000円
〔制裁〕 バハドゥール号の騎手浜中俊は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番）
※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） 3頭 ゴールドブラザー号・ジャマイカジョー号・ハッピーストーリー号
※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。



（26阪神2）第7日 4月19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 174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

222，750，000円
6，720，000円
1，570，000円
20，330，000円
68，491，000円
4，796，000円
1，670，400円

勝馬投票券売得金
441，954，900円
853，547，200円
226，465，200円
1，024，080，400円
638，960，100円
472，203，800円
1，437，586，900円
2，784，321，800円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 7，879，120，300円

総入場人員 15，291名 （有料入場人員 14，262名）
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