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10049 4月11日 曇 不良 （27阪神2）第5日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時00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

36 モアニケアラ 牝3芦 54 武 豊名古屋友豊� 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 442－ 61：53．5 3．3�
24 ナムラケイト 牝3鹿 54 福永 祐一奈村 信重氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 494－ 2 〃 アタマ 10．1�
611 ガラドリエル 牝3栗 54 C．ルメール�ダイリン 高橋 義忠 浦河 谷川牧場 486＋101：54．35 10．7�
714 リブレドバンク 牝3鹿 54 浜中 俊 �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 470－ 21：54．4� 18．2�
815 スマートノエル 牝3鹿 54 岩田 康誠大川 徹氏 吉田 直弘 平取 坂東牧場 458－ 21：54．5� 5．7	
612 ミヤジレリゴー 牝3鹿 54 和田 竜二曽我 司氏 岩元 市三 浦河 村中牧場 528± 0 〃 クビ 4．9

59 ナリタノヘア 牝3鹿 54 M．デムーロ�オースミ 松下 武士 新ひだか 岡田牧場 420＋ 81：54．6� 9．0�
12 タマモラララ 牝3黒鹿54 藤岡 佑介タマモ� 藤岡 健一 新ひだか 曾我 博 464± 01：55．02� 35．3�
23 アムールサンライズ 牝3芦 54 川田 将雅松岡 隆雄氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 432＋ 21：55．21� 83．4
816 ガールズルール 牝3栗 54 田中 健 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 456－ 41：55．3� 11．3�
11 タイキアデリナ 牝3鹿 54 四位 洋文�大樹ファーム 小崎 憲 浦河 高松牧場 458－ 61：55．93� 15．8�
47 シンコースカイ 牝3鹿 54 古川 吉洋豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 400－ 61：56．22 270．2�
713 シャイニンバトラー 牝3黒鹿 54

51 ▲城戸 義政市川 義美氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 402－ 21：56．41� 207．6�
48 ヤマニンミネルバ 牝3青鹿 54

51 ▲義 英真土井 肇氏 中村 均 新冠 錦岡牧場 438 ―1：56．72 132．1�
35 コンフェッシオン 牝3栗 54 幸 英明 �シルクレーシング 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 486＋ 41：56．8クビ 131．1�
510 ブランニューデイ 牝3青鹿54 松山 弘平市川 義美氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 448－ 61：57．01� 237．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，055，600円 複勝： 34，472，800円 枠連： 13，585，300円
馬連： 48，895，700円 馬単： 24，867，600円 ワイド： 28，332，800円
3連複： 68，775，000円 3連単： 82，999，000円 計： 320，983，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 240円 � 310円 枠 連（2－3） 2，030円

馬 連 �� 1，650円 馬 単 �� 2，850円

ワ イ ド �� 780円 �� 620円 �� 1，530円

3 連 複 ��� 4，960円 3 連 単 ��� 19，580円

票 数

単勝票数 計 190556 的中 � 45167（1番人気）
複勝票数 計 344728 的中 � 74914（1番人気）� 33643（4番人気）� 24354（6番人気）
枠連票数 計 135853 的中 （2－3） 5173（9番人気）
馬連票数 計 488957 的中 �� 22935（6番人気）
馬単票数 計 248676 的中 �� 6540（7番人気）
ワイド票数 計 283328 的中 �� 9382（7番人気）�� 12211（5番人気）�� 4560（23番人気）
3連複票数 計 687750 的中 ��� 10391（17番人気）
3連単票数 計 829990 的中 ��� 3072（53番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―14．3―13．4―13．2―12．9―12．2―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―38．4―51．8―1：05．0―1：17．9―1：30．1―1：41．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．5―3F35．6
1
3
4，6（2，12）（11，15）（3，14）（5，16）（13，9）8，10，1，7・（4，6）12（2，11）15（3，14，1）16（5，13，9）8，10，7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

モアニケアラ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2014．9．6 札幌3着

2012．3．27生 牝3芦 母 ツーオブハート 母母 プレイアローン 4戦1勝 賞金 8，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
※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 シゲルギオンマツリ号
（非抽選馬） 1頭 マケナイデ号

10050 4月11日 曇 不良 （27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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

612 スーサンジョイ 牡3鹿 56 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 細道牧場 498＋ 41：23．2 7．8�
816 エッジクリフ 牡3鹿 56 岩田 康誠 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 524－ 41：23．62� 6．5�
59 ペプチドアルマ 牡3黒鹿56 浜中 俊沼川 一彦氏 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 452－ 81：23．81� 4．5�
815 アリエスジューゴー 牡3鹿 56 �島 良太武井 祥久氏 武田 博 むかわ 小林 孝幸 484＋ 41：24．12 9．8�
47 ライムチェイサー 牡3鹿 56 藤岡 佑介杉山 忠国氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 458－ 41：24．2クビ 4．9�
11 マルカメテオ 牡3栗 56 松山 弘平日下部 猛氏 羽月 友彦 千歳 社台ファーム 466＋ 41：24．94 4．3�
510 デザフィーオ 牡3黒鹿56 武 幸四郎今西 和雄氏 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460－ 2 〃 クビ 25．2	
36 エンプレスダンス 牝3鹿 54 C．ルメール 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 新ひだか タイヘイ牧場 476＋ 61：25．75 12．7�
714 リ ア ン 牡3栗 56

53 ▲城戸 義政桐谷 茂氏 梅田 智之 日高 前野牧場 462－ 81：26．12� 58．7�
48 ウォーターマハロ 牡3栗 56 柴田 未崎山岡 正人氏 田所 秀孝 浦河 伏木田牧場 498± 0 〃 アタマ 227．6
23 アンフィシアター 牝3青鹿54 菱田 裕二 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 446 ―1：26．31� 71．7�
611 ミストラルジョワ 牝3鹿 54 福永 祐一森岡 幸人氏 友道 康夫 新冠 秋田牧場 502＋321：26．62 45．5�
35 スリーミスゲイ 牝3栗 54

51 ▲�島 克駿永井商事
 大橋 勇樹 日高 白井牧場 450－ 61：26．7クビ 429．6�
713 ニホンピロビーム 牡3鹿 56 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 466＋261：26．91� 77．9�
24 プレアデスマリーン 牝3黒鹿 54

52 △岩崎 翼朽名 誠氏 沖 芳夫 日高 鹿戸 正幸 476 ―1：29．8大差 50．9�
12 イ ス パ ハ ン 牝3黒鹿 54

51 ▲三津谷隼人吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム 402 ―1：34．3大差 221．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 17，184，900円 複勝： 30，836，500円 枠連： 10，421，800円
馬連： 41，455，900円 馬単： 21，496，400円 ワイド： 23，688，800円
3連複： 57，211，700円 3連単： 74，723，100円 計： 277，019，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 210円 � 220円 � 170円 枠 連（6－8） 970円

馬 連 �� 2，290円 馬 単 �� 4，340円

ワ イ ド �� 950円 �� 550円 �� 600円

3 連 複 ��� 3，510円 3 連 単 ��� 23，890円

票 数

単勝票数 計 171849 的中 � 17616（5番人気）
複勝票数 計 308365 的中 � 37445（4番人気）� 34310（5番人気）� 52607（3番人気）
枠連票数 計 104218 的中 （6－8） 8278（4番人気）
馬連票数 計 414559 的中 �� 13994（12番人気）
馬単票数 計 214964 的中 �� 3708（22番人気）
ワイド票数 計 236888 的中 �� 6181（15番人気）�� 11419（4番人気）�� 10303（5番人気）
3連複票数 計 572117 的中 ��� 12195（13番人気）
3連単票数 計 747231 的中 ��� 2267（96番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．0―34．2―46．4―58．6―1：10．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F36．8
3 1（4，11，12）16（9，7）5（10，15）3，6－（8，14）＝13＝2 4 ・（1，12）（16，9）（11，7）（10，15）5（4，3，6）（8，14）＝13＝2

勝馬の
紹 介

スーサンジョイ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2015．1．12 京都4着

2012．4．29生 牡3鹿 母 グランジョイ 母母 レイナロバリー 4戦1勝 賞金 9，200，000円
〔発走状況〕 イスパハン号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔調教再審査〕 イスパハン号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プレアデスマリーン号・イスパハン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年5月

11日まで平地競走に出走できない。

第２回 阪神競馬 第５日



10051 4月11日 曇 不良 （27阪神2）第5日 第3競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走11時00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

23 � エイシンハリケーン �3栗 56 福永 祐一�栄進堂 大久保龍志 米 Glennwood
Farm Inc 512－ 21：52．4 2．2�

59 ダノンプレジデント 牡3黒鹿56 和田 竜二�ダノックス 高野 友和 新ひだか 岡田スタツド 466± 01：52．72 5．5�
35 ネージュドール 牡3芦 56 藤岡 佑介池江 泰郎氏 高橋 康之 むかわ 市川牧場 424－ 21：52．8	 20．8�
815 ニホンピロシナバー 牡3青鹿56 M．デムーロ小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 片岡牧場 484＋ 4 〃 ハナ 18．2�
12 � サウンドクラフト 牡3鹿 56 岩田 康誠増田 雄一氏 吉田 直弘 愛 Grange Stud 468－ 61：53．01
 12．0�
612 オーロラポラリス 牡3鹿 56 太宰 啓介 	サンデーレーシング 沖 芳夫 安平 ノーザンファーム 502± 01：53．74 3．0

714 メイショウハシダテ �3鹿 56 小林 徹弥松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 B488－ 61：54．33� 414．4�
11 セルリアンレーク 牡3栗 56 国分 優作	イクタ 田所 秀孝 新冠 つつみ牧場 450＋ 61：54．4クビ 609．9�
611 ディファースト 牡3鹿 56 川田 将雅大八木信行氏 松田 博資 新ひだか 水上 習孝 502± 01：54．5� 20．8
713 サントノーレ 牝3栗 54 松山 弘平吉田 修氏 村山 明 新冠 長浜牧場 476＋ 4 〃 クビ 163．1�
36 トウケイファイター 牡3黒鹿 56

53 ▲義 英真木村 信彦氏 清水 久詞 新ひだか 上村 清志 506 ―1：54．6� 164．0�
24 ラッキーマインド 牡3鹿 56

54 △岩崎 翼畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 512－ 2 〃 クビ 96．5�
48 ダンツフクキタル 牡3黒鹿56 幸 英明山元 哲二氏 谷 潔 浦河 惣田 英幸 484－ 41：54．7クビ 225．2�
47 ストームアラート 牝3栗 54 丸田 恭介飯田 正剛氏 高橋 義忠 新ひだか 千代田牧場 468－ 81：54．8� 261．3�
510 メイショウアルパ 牝3鹿 54 蛯名 正義松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 460－ 81：57．1大差 72．0�
816 ル フ レ 牝3黒鹿54 菱田 裕二山上 和良氏 牧田 和弥 新ひだか 高橋フアーム 476＋ 81：57．95 111．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，244，400円 複勝： 40，328，700円 枠連： 10，709，300円
馬連： 46，667，000円 馬単： 29，370，900円 ワイド： 25，152，200円
3連複： 66，119，400円 3連単： 107，561，100円 計： 350，153，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 180円 � 410円 枠 連（2－5） 570円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 910円

ワ イ ド �� 280円 �� 850円 �� 1，510円

3 連 複 ��� 3，820円 3 連 単 ��� 9，750円

票 数

単勝票数 計 242444 的中 � 86929（1番人気）
複勝票数 計 403287 的中 � 165671（1番人気）� 46479（3番人気）� 14257（6番人気）
枠連票数 計 107093 的中 （2－5） 14445（2番人気）
馬連票数 計 466670 的中 �� 58270（2番人気）
馬単票数 計 293709 的中 �� 24003（3番人気）
ワイド票数 計 251522 的中 �� 27000（2番人気）�� 7072（9番人気）�� 3837（15番人気）
3連複票数 計 661194 的中 ��� 12977（10番人気）
3連単票数 計1075611 的中 ��� 7994（23番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．8―36．7―49．3―1：02．0―1：14．8―1：27．4―1：40．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�エイシンハリケーン �
�
父 Zensational �

�
母父 Forest Wildcat デビュー 2015．3．21 阪神2着

2012．3．5生 �3栗 母 Ship’s Cat 母母 Racey Player 2戦1勝 賞金 7，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ルフレ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年5月11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。
（非当選馬） 4頭 オーダシティー号・クリノリュウイーソ号・ゼットマーヴェル号・メイショウヤマザト号
（非抽選馬） 1頭 スーパーノヴァ号

10052 4月11日 曇 重 （27阪神2）第5日 第4競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走11時30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

510� ロードクロムウェル 牡3鹿 56 C．ルメール �ロードホースクラブ 安田 隆行 愛 K. I. Farm
Corporation 502 ―2：08．3 4．9�

713 ハギノパトリオット 牡3黒鹿56 岩田 康誠日隈 良江氏 松田 国英 えりも エクセルマネジメント 458± 02：08．4� 3．3�
612 イルミリオーネ 牡3鹿 56 浜中 俊 �キャロットファーム 清水 久詞 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 548＋102：08．5	 3．6�
59 タイセイブレイド 牡3黒鹿56 M．デムーロ田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 438－ 82：08．6	 9．7�
36 アグネスマクシム 牝3栗 54

52 △岩崎 翼渡辺公美子氏 
島 一歩 千歳 社台ファーム 452－102：08．7� 82．5	
12 スターペスカンタ 牡3鹿 56 岡田 祥嗣河野和香子氏 野中 賢二 新冠 村上 欽哉 504 ― 〃 ハナ 14．1

24 ワイドグローリー 牡3鹿 56 松山 弘平幅田 昌伸氏 池添 兼雄 新冠 石田牧場 464－ 62：08．8クビ 8．9�
35 ライブリファースト 牡3鹿 56 国分 優作加藤 哲郎氏 湯窪 幸雄 浦河 高昭牧場 480－102：09．01	 320．6�
815 コウエイイプシロン 牡3栗 56 太宰 啓介伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 前田牧場 492－ 2 〃 アタマ 203．5
48 テイエムヤゴロドン �3鹿 56

53 ▲義 英真竹園 正繼氏 柴田 光陽 鹿児島 テイエム牧場 478－10 〃 ハナ 321．2�
23 ミスズダンディー 牡3鹿 56 北村 友一永井 啓弍氏 加藤 敬二 浦河 バンブー牧場 470＋ 22：09．1クビ 12．7�
611 コスモサンズサン 牡3栗 56 柴田 未崎 �ビッグレッドファーム 森田 直行 浦河 大北牧場 460± 0 〃 クビ 111．7�
816 ジュンファイトクン 牡3栗 56 蛯名 正義河合 純二氏 森 秀行 千歳 社台ファーム 452－20 〃 ハナ 20．2�
11 メイショウコルシカ 牡3黒鹿56 幸 英明松本 好雄氏 中村 均 新ひだか 平野牧場 448－102：09．2	 127．7�
47 ディーバスター 牝3黒鹿54 藤岡 佑介�ノースヒルズ 松元 茂樹 新冠 株式会社

ノースヒルズ 412＋ 62：09．3	 216．4�
714 アキトビーナス 牝3栗 54 酒井 学岡田 昭利氏 西園 正都 千歳 社台ファーム 452－ 62：09．83 84．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，564，900円 複勝： 30，304，700円 枠連： 12，880，500円
馬連： 45，471，500円 馬単： 25，027，100円 ワイド： 25，439，500円
3連複： 60，169，400円 3連単： 83，798，900円 計： 305，656，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 180円 � 140円 � 140円 枠 連（5－7） 560円

馬 連 �� 1，160円 馬 単 �� 2，230円

ワ イ ド �� 420円 �� 430円 �� 250円

3 連 複 ��� 1，000円 3 連 単 ��� 7，090円

票 数

単勝票数 計 225649 的中 � 36758（3番人気）
複勝票数 計 303047 的中 � 36805（4番人気）� 63816（1番人気）� 57283（2番人気）
枠連票数 計 128805 的中 （5－7） 17754（3番人気）
馬連票数 計 454715 的中 �� 30257（3番人気）
馬単票数 計 250271 的中 �� 8405（7番人気）
ワイド票数 計 254395 的中 �� 14465（4番人気）�� 14286（5番人気）�� 29125（1番人気）
3連複票数 計 601694 的中 ��� 45032（1番人気）
3連単票数 計 837989 的中 ��� 8566（11番人気）

ハロンタイム 12．9―12．3―13．8―13．6―13．4―13．2―12．6―12．4―12．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―25．2―39．0―52．6―1：06．0―1：19．2―1：31．8―1：44．2―1：56．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．1―3F36．5
1
3
8，14，15－（4，11）12（3，10，13）16（1，6，9）－5，2，7
8（14，15）（4，11）12（3，10）（13，16）（1，6）（9，2）（7，5）

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

勝馬の
紹 介

�ロードクロムウェル �
�
父 High Chaparral �

�
母父 Monsun 初出走

2012．3．31生 牡3鹿 母 Suisun 母母 Suivez 1戦1勝 賞金 5，000，000円
※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 メイショウナガヨリ号
（非抽選馬） 1頭 ウォーターマグレブ号



10053 4月11日 曇 重 （27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20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

35 スマートアヴァロン 牡3黒鹿56 武 豊大川 徹氏 西園 正都 新ひだか グランド牧場 492± 01：10．3 4．5�
612 バ リ キ 牡3栗 56 浜中 俊杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 ムラカミファーム 444－ 21：10．61� 14．6�
815� ウォリアーズソウル 牡3鹿 56 福永 祐一 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 矢野 英一 米 Dixiana
Farms, LLC 510－ 21：10．7	 5．9�

47 オールオブユー 牝3栗 54 蛯名 正義三田 昌宏氏 浅見 秀一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 490± 01：11．12	 15．2�

611
 ウチデノコヅチ 牝3栗 54 岩田 康誠菅原 広隆氏 羽月 友彦 新ひだか 小河 豊水 446＋ 41：11．2クビ 42．3�
816 ゴマスリオトコ 牡3黒鹿56 M．デムーロ小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 高野牧場 506－ 6 〃 ハナ 19．3	
24 フミノミニスター 牡3鹿 56 藤岡 佑介谷 二氏 本田 優 新ひだか 金舛 幸夫 492＋ 2 〃 クビ 18．6

59 ハクサンエルモ 牝3黒鹿54 酒井 学河﨑 五市氏 西園 正都 新ひだか 三木田牧場 438－ 61：11．62	 152．8�
48 コ モ ド ー 牡3青鹿56 C．ルメール H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476± 0 〃 アタマ 24．1�
11 トウケイファルコン 牡3栗 56

53 ▲義 英真木村 信彦氏 池添 兼雄 新ひだか 木下牧場 486± 01：11．7	 170．3
510 プ リ ズ ム 牡3鹿 56 国分 優作 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476± 0 〃 クビ 25．7�
714 オリエンタルダンス 牝3黒鹿 54

51 ▲城戸 義政 �シルクレーシング 佐々木晶三 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 432＋ 21：11．8クビ 60．3�

12 ヨウライフク 牡3栗 56 幸 英明小野 建氏 奥村 豊 浦河 三好牧場 486－ 4 〃 アタマ 70．6�
36 � ウ リ ボ ー 牡3栗 56 藤田 伸二冨士井直哉氏 森 秀行 米 Dr. Char-

les S. Giles 504－ 21：12．01 106．6�
713 ウェディングラン 牝3鹿 54

52 △岩崎 翼小島 將之氏 柴田 光陽 日高 山田 政宏 422＋ 41：12．42	 238．3�
23 � メラグラーナ 牝3鹿 52 松山 弘平吉田 和美氏 池添 学 豪 Emirates

Park Pty Ltd 506＋ 41：12．82	 2．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 33，520，900円 複勝： 42，784，600円 枠連： 16，177，700円
馬連： 62，419，500円 馬単： 33，544，900円 ワイド： 35，373，500円
3連複： 81，947，600円 3連単： 116，377，500円 計： 422，146，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 170円 � 350円 � 190円 枠 連（3－6） 1，810円

馬 連 �� 2，800円 馬 単 �� 4，620円

ワ イ ド �� 820円 �� 480円 �� 940円

3 連 複 ��� 4，150円 3 連 単 ��� 19，910円

票 数

単勝票数 計 335209 的中 � 59312（2番人気）
複勝票数 計 427846 的中 � 72820（2番人気）� 26232（5番人気）� 60613（3番人気）
枠連票数 計 161777 的中 （3－6） 6900（9番人気）
馬連票数 計 624195 的中 �� 17225（7番人気）
馬単票数 計 335449 的中 �� 5434（14番人気）
ワイド票数 計 353735 的中 �� 10775（7番人気）�� 20073（3番人気）�� 9294（9番人気）
3連複票数 計 819476 的中 ��� 14794（10番人気）
3連単票数 計1163775 的中 ��� 4236（44番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．5―11．3―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．6―45．9―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマートアヴァロン �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 スキャターザゴールド デビュー 2014．11．2 京都1着

2012．3．27生 牡3黒鹿 母 スズカブルーム 母母 イエローブルーム 5戦2勝 賞金 17，100，000円
〔制裁〕 ウチデノコヅチ号の騎手岩田康誠は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番・7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 サンレイルージュ号・タガノヴェルリー号・ファイアリシンゾウ号

10054 4月11日 曇 重 （27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55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

812� ダッシングブレイズ 牡3栗 56 浜中 俊グリーンフィールズ� 吉村 圭司 米
Kenneth L.
Ramsey & Sarah
K. Ramsey

478＋ 21：35．8 1．6�
79 ムーンクレスト 牡3鹿 56 太宰 啓介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 本田 優 浦河 三嶋牧場 452＋ 21：36．01� 5．0�
44 ヤマニンマンドール 牡3黒鹿56 和田 竜二土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 448＋ 4 〃 ハナ 22．2�
22 ブ ル ロ ー ネ 牝3黒鹿54 武 豊山口 敦広氏 清水 久詞 新ひだか 小河 豊水 462－ 21：36．42	 7．3�
56 テイエムダンシング 牡3鹿 56 秋山真一郎竹園 正繼氏 山内 研二 日高 戸川牧場 470－ 21：36．61� 112．0�
11 アズマクィーン 牝3鹿 54

52 △岩崎 翼東 哲次氏 河内 洋 日高 木村牧場 456＋ 21：36．81� 14．6	
33 アドマイヤゴッド 牡3鹿 56 岩田 康誠近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 488－ 21：36．9クビ 22．6

67 ノーブルルージュ 牝3黒鹿54 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 日高 門別牧場 446＋ 41：37．22 43．6�
55 オ デ ッ タ 牝3黒鹿54 松山 弘平近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 452－ 41：37．3	 90．6�
68 ハナズプルメリア 牝3黒鹿54 丸田 恭介M．タバート氏 加藤 和宏 日高 シンボリ牧場 396－ 61：37．51 48．9
710 アイファーサンディ 牡3鹿 56 小牧 太中島 稔氏 加藤 敬二 新ひだか 野表 篤夫 452± 0 〃 ハナ 12．4�
811 フィールドリアン 牡3黒鹿56 酒井 学地田 勝三氏 西園 正都 千歳 社台ファーム 466＋ 41：37．71� 71．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 28，512，600円 複勝： 63，919，200円 枠連： 14，131，100円
馬連： 60，655，500円 馬単： 38，922，800円 ワイド： 33，990，000円
3連複： 80，229，600円 3連単： 142，944，000円 計： 463，304，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 150円 � 310円 枠 連（7－8） 220円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 520円

ワ イ ド �� 190円 �� 610円 �� 1，380円

3 連 複 ��� 2，210円 3 連 単 ��� 5，180円

票 数

単勝票数 計 285126 的中 � 137505（1番人気）
複勝票数 計 639192 的中 � 315555（1番人気）� 81477（2番人気）� 24928（6番人気）
枠連票数 計 141311 的中 （7－8） 49143（1番人気）
馬連票数 計 606555 的中 �� 120493（1番人気）
馬単票数 計 389228 的中 �� 55166（1番人気）
ワイド票数 計 339900 的中 �� 57807（1番人気）�� 12724（7番人気）�� 5204（16番人気）
3連複票数 計 802296 的中 ��� 27176（6番人気）
3連単票数 計1429440 的中 ��� 19999（11番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．7―35．4―47．4―59．4―1：11．4―1：22．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ダッシングブレイズ �
�
父 Kitten’s Joy �

�
母父 Honour and Glory デビュー 2014．11．8 東京1着

2012．4．13生 牡3栗 母 Blazing Bliss 母母 Miss What a Day 6戦2勝 賞金 28，524，000円



10055 4月11日 曇 重 （27阪神2）第5日 第7競走 ��
��2，000�サラブレッド系4歳以上

発走13時25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
2：01．0
2：01．0

不良
不良

89 ディライトフル 牡4鹿 57 岩田 康誠�ノースヒルズ 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 484＋ 42：03．9 4．8�

66 ローザズカレッジ 牡5黒鹿57 松山 弘平 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 464－102：04．0� 11．6�
33 タマモセナター 牡4栗 57 C．ルメールタマモ� 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 B484＋ 6 〃 クビ 3．0�
77 アダムズアップル 牡4鹿 57

55 △岩崎 翼吉田 照哉氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 516± 02：04．42� 5．0�
22 シーサイドバウンド 	4芦 57 和田 竜二 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 462－ 42：04．72 18．9	
11 スカイライン 牡4青鹿57 菱田 裕二窪田 康志氏 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 480＋ 62：04．8クビ 56．1

810
 ダイシンロイ 牡4黒鹿57 浜中 俊大八木信行氏 吉田 直弘 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480－18 〃 クビ 8．6�
78 アドマイヤキンカク 牡5鹿 57 福永 祐一近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 450＋ 22：04．9� 4．4�
55 
 フ ェ ン ガ リ 牡4栗 57 太宰 啓介一村 哲也氏 高橋 亮 新ひだか 岡田スタツド 506± 02：05．75 44．9
44 クリノジュロウジン 牡4栗 57

54 ▲�島 克駿栗本 博晴氏 川村 禎彦 新ひだか 土田 陽介 470－ 22：07．4大差 228．0�
（10頭）

売 得 金
単勝： 25，004，800円 複勝： 34，889，300円 枠連： 12，596，600円
馬連： 51，989，900円 馬単： 30，970，000円 ワイド： 27，371，700円
3連複： 65，542，800円 3連単： 121，772，200円 計： 370，137，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 160円 � 290円 � 130円 枠 連（6－8） 2，280円

馬 連 �� 3，260円 馬 単 �� 5，300円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 320円 �� 930円

3 連 複 ��� 3，340円 3 連 単 ��� 23，980円

票 数

単勝票数 計 250048 的中 � 41075（3番人気）
複勝票数 計 348893 的中 � 58571（3番人気）� 23100（6番人気）� 84112（1番人気）
枠連票数 計 125966 的中 （6－8） 4264（6番人気）
馬連票数 計 519899 的中 �� 12343（14番人気）
馬単票数 計 309700 的中 �� 4378（21番人気）
ワイド票数 計 273717 的中 �� 6410（13番人気）�� 24854（3番人気）�� 7069（12番人気）
3連複票数 計 655428 的中 ��� 14674（12番人気）
3連単票数 計1217722 的中 ��� 3681（84番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―11．9―14．3―12．9―12．3―11．8―11．9―11．9―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．7―35．6―49．9―1：02．8―1：15．1―1：26．9―1：38．8―1：50．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ディライトフル �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Danehill Dancer デビュー 2014．3．2 阪神3着

2011．2．7生 牡4鹿 母 ラスティックフレイム 母母 Soviet Artic 9戦2勝 賞金 18，100，000円

10056 4月11日 晴 重 （27阪神2）第5日 第8競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走13時55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
1：08．8
1：08．7

重
重

713 スクワドロン 牡5芦 57 福永 祐一 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 524－ 21：10．7 16．6�
11 ナガラブルボン 牡4鹿 57 四位 洋文長良レーシングクラブ 高橋 亮 浦河 グラストレーニ

ングセンター 476＋ 2 〃 ハナ 4．9�
612 プラネットスコア 牡5黒鹿57 北村 友一岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 新冠 坂元牧場 472± 0 〃 ハナ 20．0�
48 � ストームジャガー 牡5鹿 57 岩田 康誠馬場 幸夫氏 安田 隆行 米 Cloverleaf

Farms II, Inc. 490± 01：10．8	 3．0�
59 メイショウカフウ 牡4鹿 57 武 幸四郎松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 474＋ 4 〃 クビ 61．8�
815 ヒカリセット 牡4青鹿57 高倉 稜	ヒカリクラブ 松永 昌博 日高 ヤナガワ牧場 480± 01：10．9クビ 62．5

47 ディープミタカ 牡4栗 57 藤岡 佑介深見 敏男氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 466－ 41：11．21
 9．2�
510 ビービーブレイン �4鹿 57 武 豊�坂東牧場 千田 輝彦 平取 坂東牧場 502－ 21：11．3
 21．0�
24 � ノ イ 牝5鹿 55 竹之下智昭平山 靖氏 千田 輝彦 安平 ノーザンファーム 466＋ 8 〃 クビ 213．5
23 タイムアラウド 牡5鹿 57

54 ▲義 英真 �シルクレーシング 木原 一良 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 468＋ 6 〃 ハナ 77．5�

36 � アスターストーム 牡5鹿 57
54 ▲島 克駿加藤 久枝氏 武田 博 米

Mineola Farm II, LLC,
James W. Hirschmann &
David R. Houchin

490－ 21：11．61
 3．0�
12 アワーズヒロイン 牝4鹿 55

52 ▲城戸 義政ザ・チャンピオンズ 牧浦 充徳 日高 チャンピオン
ズファーム 456± 01：11．7
 208．4�

35 イ イ チ ョ 牝4黒鹿55 川田 将雅幅田 京子氏 庄野 靖志 浦河 岡本牧場 432－ 21：11．8	 46．0�
714 シゲルミマサカ 牝4青鹿55 国分 優作森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新冠 村上牧場 428－ 21：12．11
 31．6�
611� オシャレバンチョウ 牡5鹿 57 幸 英明 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松下 武士 新ひだか 藤本牧場 476－ 21：12．42 106．5�
816 トシファイブスター 牡5黒鹿57 酒井 学田畑 利彦氏 飯田 雄三 浦河 川 啓一 454± 01：13．03	 258．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，493，400円 複勝： 37，384，000円 枠連： 17，987，200円
馬連： 64，377，300円 馬単： 33，488，000円 ワイド： 34，215，500円
3連複： 82，426，300円 3連単： 124，395，500円 計： 421，767，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，660円 複 勝 � 490円 � 210円 � 370円 枠 連（1－7） 2，340円

馬 連 �� 5，560円 馬 単 �� 12，040円

ワ イ ド �� 1，630円 �� 3，610円 �� 1，390円

3 連 複 ��� 26，380円 3 連 単 ��� 173，100円

票 数

単勝票数 計 274934 的中 � 13182（5番人気）
複勝票数 計 373840 的中 � 17692（6番人気）� 55730（3番人気）� 24914（5番人気）
枠連票数 計 179872 的中 （1－7） 5939（9番人気）
馬連票数 計 643773 的中 �� 8960（16番人気）
馬単票数 計 334880 的中 �� 2086（35番人気）
ワイド票数 計 342155 的中 �� 5443（17番人気）�� 2392（31番人気）�� 6412（13番人気）
3連複票数 計 824263 的中 ��� 2343（64番人気）
3連単票数 計1243955 的中 ��� 521（378番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．4―11．5―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．6―46．1―58．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F36．1
3 ・（6，11）14（8，13）（2，4）（5，12）7（3，10）（1，16）（9，15） 4 ・（6，11）（8，14）13（2，7，4）（5，12）（3，1）10（9，15，16）

勝馬の
紹 介

スクワドロン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Nureyev デビュー 2012．7．21 中京14着

2010．5．3生 牡5芦 母 ホワットケイティーディド 母母 Katies 17戦2勝 賞金 19，900，000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） 3頭 エリモフローラ号・スナークマスカラス号・タイセイパラゴン号



10057 4月11日 晴 重 （27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，26．4．12以降27．4．5まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．2
2：22．1

良
良

79 ダンディーズムーン 牡4鹿 55 幸 英明田島 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 478＋ 82：31．6 7．9�

44 ビップレボルシオン 牡4鹿 54 浜中 俊鈴木 邦英氏 清水 久詞 洞�湖 レイクヴィラファーム 512± 0 〃 クビ 6．7�
11 ヤマイチパートナー 牡5栗 57 武 豊坂本 肇氏 高橋 亮 新ひだか 猪野毛牧場 504± 02：31．7� 2．4�
55 カ ー マ イ ン 牡7鹿 54 松山 弘平 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 468＋ 22：32．33� 39．1�
78 マイネルフレスコ 牡4栗 54 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 480± 02：32．51	 13．0	
811 コ ル サ ー レ 牡4黒鹿56 C．ルメール �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 488＋ 42：32．92� 2．4

67 ロゼッタストーン 牡6鹿 53 菱田 裕二太田珠々子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 474＋ 42：33．11	 79．2�
33 ヴォルスング 牡4鹿 54 蛯名 正義 �シルクレーシング 牧浦 充徳 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458－ 62：33．52� 28．1�
22 メイショウビリーヴ 
6黒鹿51 畑端 省吾松本 和子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 454＋ 62：33．71 160．1

（9頭）
66 クロニクルスカイ 牡4鹿 54 川田 将雅 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松元 茂樹 新ひだか 岡田スタツド ― （出走取消）

810 レッドルーラー 牡5鹿 56 M．デムーロ �東京ホースレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 30，707，900円 複勝： 37，098，800円 枠連： 15，276，200円
馬連： 71，848，300円 馬単： 43，663，700円 ワイド： 30，414，700円
3連複： 89，250，900円 3連単： 205，802，700円 計： 524，063，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 200円 � 180円 � 110円 枠 連（4－7） 1，670円

馬 連 �� 2，390円 馬 単 �� 4，520円

ワ イ ド �� 600円 �� 360円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，580円 3 連 単 ��� 12，870円

票 数

単勝票数 差引計 307079（返還計 141） 的中 � 31063（4番人気）
複勝票数 差引計 370988（返還計 96） 的中 � 37394（4番人気）� 42286（3番人気）� 118078（1番人気）
枠連票数 差引計 152762（返還計 5 ） 的中 （4－7） 7058（6番人気）
馬連票数 差引計 718483（返還計 492） 的中 �� 23233（8番人気）
馬単票数 差引計 436637（返還計 396） 的中 �� 7238（16番人気）
ワイド票数 差引計 304147（返還計 225） 的中 �� 12149（8番人気）�� 22171（5番人気）�� 23730（2番人気）
3連複票数 差引計 892509（返還計 1556） 的中 ��� 42232（4番人気）
3連単票数 差引計2058027（返還計 2646） 的中 ��� 11588（40番人気）

ハロンタイム 13．1―12．0―13．6―12．6―12．7―12．6―13．0―12．6―12．3―11．8―12．2―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．1―25．1―38．7―51．3―1：04．0―1：16．6―1：29．6―1：42．2―1：54．5―2：06．3―2：18．5

コーナー
通過順位

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

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

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4鹿 母 アドマイヤダンサー 母母 キャサリーンパー 20戦3勝 賞金 44，323，000円
〔出走取消〕 クロニクルスカイ号は，疾病〔右前肢フレグモーネ〕のため出走取消。

レッドルーラー号は，事故のため出走取消。

10058 4月11日 晴 稍重 （27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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．1
1：06．5

良
良

68 ビッグアーサー 牡4鹿 57 浜中 俊中辻 明氏 藤岡 健一 浦河 バンブー牧場 520－ 41：09．3 1．4�
22 エ ポ ワ ス �7鹿 57 C．ルメール 多田 信尊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 476－10 〃 クビ 12．3�
56 	 マイネルエテルネル 牡5栗 57 M．デムーロ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 西園 正都 愛 Redpender

Stud Ltd 488＋ 61：09．51 19．7�
79 ダノンマッキンレー 牡4栗 57 松山 弘平�ダノックス 音無 秀孝 浦河 三嶋牧場 496＋101：09．6
 27．6�
11 	 キョウエイバサラ 牡7芦 57 国分 優作田中 晴夫氏 矢作 芳人 英 Belgrave

Bloodstock 524－ 41：09．7� 147．1�
55 サ マ ー ル ナ 牝6鹿 55 古川 吉洋セゾンレースホース� 木原 一良 新冠 松本 信行 470＋ 61：09．8
 28．3	
44 ラインハート 牝4鹿 55 福永 祐一 P.S．スライ氏 須貝 尚介 平取 坂東牧場 B466＋ 6 〃 アタマ 25．2

33 シンデレラボーイ 牡5鹿 57 岩田 康誠田畑 利彦氏 矢作 芳人 浦河 高昭牧場 496－ 41：09．9クビ 5．3�
710 アドマイヤビジン 牝4芦 55 小牧 太近藤 利一氏 梅田 智之 新ひだか 三石橋本牧場 490－ 4 〃 クビ 71．5�
811 ローガンサファイア 牝5鹿 55 藤岡 佑介 キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 456＋ 61：10．75 9．6�
67 � エンプレスラブ 牝6黒鹿55 北村 友一 IHR 加藤 敬二 浦河 村中牧場 508＋ 21：11．12� 258．6�
812 クーファナイン 牝4鹿 55 幸 英明大迫久美子氏 山内 研二 新冠 川島牧場 468＋ 21：11．52� 81．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 52，413，000円 複勝： 149，124，300円 枠連： 21，741，500円
馬連： 119，535，300円 馬単： 82，466，200円 ワイド： 54，788，200円
3連複： 143，902，500円 3連単： 337，793，300円 計： 961，764，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 190円 � 310円 枠 連（2－6） 650円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 750円

ワ イ ド �� 330円 �� 480円 �� 1，540円

3 連 複 ��� 2，470円 3 連 単 ��� 5，160円

票 数

単勝票数 計 524130 的中 � 285747（1番人気）
複勝票数 計1491243 的中 � 1088580（1番人気）� 68477（3番人気）� 34533（7番人気）
枠連票数 計 217415 的中 （2－6） 25847（3番人気）
馬連票数 計1195353 的中 �� 138200（2番人気）
馬単票数 計 824662 的中 �� 82364（2番人気）
ワイド票数 計 547882 的中 �� 47358（3番人気）�� 29324（5番人気）�� 8130（16番人気）
3連複票数 計1439025 的中 ��� 43668（9番人気）
3連単票数 計3377933 的中 ��� 47392（15番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．1―11．4―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．0―45．4―57．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビッグアーサー �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Kingmambo デビュー 2014．4．13 福島1着

2011．3．18生 牡4鹿 母 シ ヤ ボ ナ 母母 Relish 4戦4勝 賞金 46，774，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



10059 4月11日 晴 稍重 （27阪神2）第5日 第11競走 ��
��1，400�第58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�，26．4．12以降GⅠ競走1着馬2�増，GⅡ競走1着馬
1�増，26．4．11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 1，288，000円 368，000円 184，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．9
1：19．0

良
良

24 カフェブリリアント 牝5栗 54 福永 祐一西川 光一氏 堀 宣行 新ひだか タイヘイ牧場 426－ 61：21．1 9．8�
47 ベルルミエール 牝4鹿 54 川島 信二佐々木政充氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 478＋ 6 〃 クビ 11．7�
612 ウ リ ウ リ 牝5青 54 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 472＋ 21：21．2� 5．7�
714 スマートレイアー 牝5芦 55 武 豊大川 徹氏 大久保龍志 新ひだか 岡田スタツド 466－ 41：21．51	 4．0�
11 マコトナワラタナ 牝6鹿 54 川田 将雅�ディアマント 
島 一歩 安平 ノーザンファーム 444－ 41：21．6クビ 66．1�
48 レッドリヴェール 牝4黒鹿54 C．ルメール �東京ホースレーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 436＋241：21．7	 4．7	
36 プ ロ ク リ ス 牝4栗 54 幸 英明 
サンデーレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム 476－ 2 〃 アタマ 113．9�
713 ダンスアミーガ 牝4栗 54 M．デムーロ 
社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 462－ 41：21．91 12．6�
510 ホエールキャプチャ 牝7芦 55 蛯名 正義嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 千代田牧場 476± 0 〃 クビ 10．1
35 サングレアル 牝4青鹿55 岩田 康誠 
サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 412－ 4 〃 ハナ 29．2�
12 ハナズゴール 牝6栗 56 丸田 恭介M．タバート氏 加藤 和宏 浦河 不二牧場 428－ 21：22．0クビ 46．3�
816 コナブリュワーズ 牝5黒鹿54 秋山真一郎 
サンデーレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 472－10 〃 ハナ 24．4�
815 メイショウマンボ 牝5鹿 55 武 幸四郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 B506＋201：22．1	 10．8�
59 フォーエバーモア 牝4栗 54 藤田 伸二 
サンデーレーシング 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 458－121：22．41	 42．6�
23 バ ー バ ラ 牝6黒鹿54 松山 弘平 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 444－ 2 〃 ハナ 250．1�
611 アミカブルナンバー 牝6鹿 54 四位 洋文池谷 誠一氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 462－ 41：22．61� 95．3�
817 リアルヴィーナス 牝4鹿 54 小牧 太山内 邦一氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 464＋ 61：24．19 355．6�

（17頭）

売 得 金
単勝： 120，268，900円 複勝： 180，472，000円 枠連： 80，311，400円
馬連： 459，634，700円 馬単： 174，165，700円 ワイド： 183，097，100円
3連複： 640，612，500円 3連単： 979，607，900円 計： 2，818，170，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 300円 � 340円 � 190円 枠 連（2－4） 1，850円

馬 連 �� 5，280円 馬 単 �� 10，730円

ワ イ ド �� 1，640円 �� 940円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 9，560円 3 連 単 ��� 68，950円

票 数

単勝票数 計1202689 的中 � 97676（4番人気）
複勝票数 計1804720 的中 � 145594（5番人気）� 124575（6番人気）� 280218（2番人気）
枠連票数 計 803114 的中 （2－4） 33618（9番人気）
馬連票数 計4596347 的中 �� 67357（23番人気）
馬単票数 計1741657 的中 �� 12169（43番人気）
ワイド票数 計1830971 的中 �� 28130（24番人気）�� 50978（7番人気）�� 42663（12番人気）
3連複票数 計6406125 的中 ��� 50205（31番人気）
3連単票数 計9796079 的中 ��� 10299（239番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―11．3―11．6―11．4―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．4―34．7―46．3―57．7―1：09．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カフェブリリアント �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Caerleon デビュー 2012．11．3 東京2着

2010．2．27生 牝5栗 母 シンメイミネルバ 母母 フ ジ ャ ブ 16戦6勝 賞金 118，226，000円
〔制裁〕 ベルルミエール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。
※出走取消馬 プリンセスメモリー号（疾病〔左前肢フレグモーネ〕のため）
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりカフェブリリアント号は，ヴィクトリアマイル（GⅠ）競走に優先出走できる。

10060 4月11日 晴 重 （27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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

48 マ ル ケ サ ス 牡6青鹿57 福永 祐一 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 482± 01：49．8 3．8�
24 スズカルパン 牡6鹿 57 和田 竜二永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 462－ 61：49．9� 38．1�
11 クラシックメタル 牡4鹿 57 北村 友一吉田 勝己氏 二ノ宮敬宇 安平 ノーザンファーム 504＋ 4 〃 クビ 6．0�
35 メイショウドゥーマ 牡5黒鹿 57

54 ▲城戸 義政松本 好�氏 本田 優 新冠 ビッグレッドファーム 484± 01：50．0� 34．4�
714 エアカミュゼ 牡4黒鹿57 武 豊 	ラッキーフィールド池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 504＋ 4 〃 クビ 2．8

713 ファイヤーロック 牡4黒鹿57 M．デムーロ 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 480－ 21：50．1クビ 15．4�
12 メイショウビザン 牝4栗 55 蛯名 正義松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 492± 0 〃 クビ 6．0�
612 スズカウラノス 牡6鹿 57 太宰 啓介永井 啓弍氏 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 470＋ 61：50．41� 35．5
815 メモリーシャルマン 牝6鹿 55 幸 英明橋元 幸次氏 湯窪 幸雄 浦河 谷川牧場 514± 0 〃 ハナ 22．8�
59 サンライズバロン 牡5鹿 57 浜中 俊松岡 隆雄氏 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 510－ 41：51．25 17．1�
47 ネオヴァリアント 牡4鹿 57 松山 弘平小林 仁幸氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム 480－ 81：51．41� 73．6�
36 ブルーボサノヴァ 牝4栗 55 菱田 裕二 	ブルーマネジメント和田 雄二 新冠 川上牧場 480＋ 61：51．5クビ 100．0�
816 ゴーイングベル 牡5芦 57

55 △岩崎 翼田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 510－ 41：51．6� 51．6�
611 マイネルマルシェ 牡8黒鹿57 柴田 未崎 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 日高 戸川牧場 456－ 41：51．91� 346．7�
23 セフティオリビエト 牡6栗 57 岡田 祥嗣池田 實氏 服部 利之 浦河 杵臼斉藤牧場 510＋ 41：53．510 241．8�
510 サンマルリジイ 牝6黒鹿 55

52 ▲義 英真相馬 勇氏 山内 研二 浦河 アイオイファーム 516＋ 81：53．92� 255．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 45，776，700円 複勝： 61，891，000円 枠連： 34，959，400円
馬連： 145，292，500円 馬単： 59，024，700円 ワイド： 62，980，700円
3連複： 175，260，400円 3連単： 262，449，300円 計： 847，634，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 170円 � 470円 � 220円 枠 連（2－4） 6，120円

馬 連 �� 6，750円 馬 単 �� 11，180円

ワ イ ド �� 1，900円 �� 600円 �� 2，610円

3 連 複 ��� 11，750円 3 連 単 ��� 67，230円

票 数

単勝票数 計 457767 的中 � 94579（2番人気）
複勝票数 計 618910 的中 � 108804（2番人気）� 27610（9番人気）� 76044（3番人気）
枠連票数 計 349594 的中 （2－4） 4423（20番人気）
馬連票数 計1452925 的中 �� 16658（23番人気）
馬単票数 計 590247 的中 �� 3959（35番人気）
ワイド票数 計 629807 的中 �� 8291（19番人気）�� 28530（5番人気）�� 5985（28番人気）
3連複票数 計1752604 的中 ��� 11186（36番人気）
3連単票数 計2624493 的中 ��� 2830（210番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―12．7―12．2―12．4―12．0―11．9―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．4―36．1―48．3―1：00．7―1：12．7―1：24．6―1：36．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マ ル ケ サ ス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Wild Again デビュー 2012．2．5 京都7着

2009．4．21生 牡6青鹿 母 トキオタヒーチ 母母 Tahiche 24戦3勝 賞金 49，428，000円
〔発走状況〕 セフティオリビエト号は，枠内駐立不良〔立上る〕。危険防止のため外枠から発走。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 セフティオリビエト号は，平成27年4月12日から平成27年5月11日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 タンスチョキン号・ハナズリベンジ号



（27阪神2）第5日 4月11日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

重後稍重
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 172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

277，610，000円
2，080，000円
4，400，000円
2，590，000円
25，710，000円
68，971，000円
4，761，000円
1，651，200円

勝馬投票券売得金
446，748，000円
743，505，900円
260，778，000円
1，218，243，100円
597，008，000円
564，844，700円
1，611，448，100円
2，640，224，500円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 8，082，800，300円

総入場人員 17，425名 （有料入場人員 16，503名）
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