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10073 4月18日 晴 稍重 （27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

815 ニホンピログレース 牝3鹿 54 幸 英明小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 496± 01：12．9 3．4�
816 マロンマロン 牝3栗 54 藤岡 康太藤田 孟司氏 松下 武士 新冠 株式会社

ノースヒルズ 454＋ 41：13．0� 10．8�
24 ハギノレイラニ 牝3鹿 54 浜中 俊安岡美津子氏 松田 国英 浦河 大成牧場 404－ 21：13．1� 18．9�
612 セ ン グ ウ 牝3栗 54 川田 将雅重松 國建氏 加藤 敬二 浦河 榊原 敏明 440－ 41：13．2クビ 6．7�
12 シゲルハナガサ 牝3栗 54 武 豊森中 蕃氏 日吉 正和 新冠 富本 茂喜 436＋ 21：13．62� 2．8�
713 ド リ ス 牝3鹿 54 酒井 学杉澤 光雄氏 石橋 守 浦河 浦河小林牧場 466＋ 21：13．7� 8．7�
11 アイファーハート 牝3黒鹿 54

51 ▲城戸 義政中島 稔氏 坪 憲章 新冠 川上牧場 430＋ 41：13．91� 156．4	
23 ペパーミント 牝3鹿 54 秋山真一郎山本 堅治氏 湯窪 幸雄 日高 いとう牧場 432± 0 〃 クビ 71．0

714 サマーサラファン 牝3芦 54 国分 優作セゾンレースホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 436＋ 61：14．21� 168．8�
59 コーリンスピカ 牝3芦 54 松山 弘平伊藤 恵子氏 柴田 政見 日高 今井牧場 530－ 81：14．3� 58．7
510 ペイシャウェヌス 牝3鹿 54 太宰 啓介北所 直人氏 坂口 正則 浦河 大西牧場 444 ―1：14．93� 174．1�
47 ボルテックスセドナ 牝3黒鹿54 川島 信二�髙昭牧場 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 478 ― 〃 クビ 202．8�
611 クニサキメロディー 牝3栗 54

52 △岩崎 翼國島 周夫氏 西橋 豊治 新冠 川上牧場 440 ―1：15．53� 148．7�
36 クールカゲロウ 牝3鹿 54

51 ▲三津谷隼人川上 哲司氏 目野 哲也 日高 田中 元寿 442 ―1：16．99 133．5�
35 イッツマイン 牝3鹿 54 北村 友一 �キャロットファーム 安田 隆行 日高 本間牧場 472＋ 41：17．11 7．6�
48 キョウワカンナ 牝3芦 54 菱田 裕二�協和牧場 日吉 正和 新冠 協和牧場 430－ 81：17．2� 117．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 15，391，000円 複勝： 22，871，100円 枠連： 9，531，600円
馬連： 37，124，200円 馬単： 22，549，500円 ワイド： 19，662，300円
3連複： 53，582，500円 3連単： 73，754，900円 計： 254，467，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 160円 � 360円 � 430円 枠 連（8－8） 1，550円

馬 連 �� 1，390円 馬 単 �� 2，290円

ワ イ ド �� 510円 �� 990円 �� 2，470円

3 連 複 ��� 6，610円 3 連 単 ��� 24，990円

票 数

単勝票数 計 153910 的中 � 35283（2番人気）
複勝票数 計 228711 的中 � 50276（2番人気）� 14491（6番人気）� 11431（7番人気）
枠連票数 計 95316 的中 （8－8） 4750（8番人気）
馬連票数 計 371242 的中 �� 20603（7番人気）
馬単票数 計 225495 的中 �� 7367（9番人気）
ワイド票数 計 196623 的中 �� 10495（6番人気）�� 5068（13番人気）�� 1934（22番人気）
3連複票数 計 535825 的中 ��� 6076（25番人気）
3連単票数 計 737549 的中 ��� 2139（92番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―12．1―12．5―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．7―35．8―48．3―1：00．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニホンピログレース �
�
父 フサイチコンコルド �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー 2015．1．10 京都5着

2012．3．2生 牝3鹿 母 ニホンピロマイヒメ 母母 マルサンホマレ 6戦1勝 賞金 9，400，000円
〔発走状況〕 アイファーハート号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔その他〕 ドリス号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 イッツマイン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年5月18日まで平地競走

に出走できない。
キョウワカンナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年6月18日まで平地競
走に出走できない。

〔鼻出血による出走制限〕 ドリス号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成27年5月18日まで出走できない。
※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。
（非抽選馬） 2頭 コウエイラブリー号・スズカオパール号

10074 4月18日 晴 稍重 （27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

47 ノースウッド 牡3鹿 56 藤岡 佑介 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 506＋ 81：54．3 1．6�

815 キングカヌヌ 牡3芦 56 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 502± 01：54．72� 6．8�
24 シゲルホウネンサイ 牡3鹿 56 M．デムーロ森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 佐々木 恵一 B552－ 21：55．12� 4．5�
59 ナムラジョフレ 牡3黒鹿56 藤岡 康太奈村 信重氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 430＋ 21：55．2� 106．4�
11 アウゲンパワー 牡3鹿 56 太宰 啓介槙 清孝氏 大根田裕之 浦河 高岸 順一 500± 01：55．41� 147．0�
35 ス ズ ミ サ キ 牝3鹿 54 小坂 忠士三宅 勝俊氏 奥村 豊 新ひだか 沖田 博志 432± 01：55．5� 269．3	
611 アスクワンダフル 牡3黒鹿56 岩田 康誠廣崎 利洋氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 504－ 81：55．92� 6．5

23 イェドプリオル 牡3青鹿56 川島 信二�ノースヒルズ 高橋 康之 日高 高山 博 518＋121：56．0� 314．5�
714 ワールドカップ 牡3黒鹿56 佐久間寛志小島 將之氏 柴田 光陽 浦河 大北牧場 452－ 81：56．1� 49．2
816 メイショウミツボシ 牡3鹿 56 武 幸四郎松本 好雄氏 本田 優 浦河 日の出牧場 470－ 41：56．52� 84．2�
36 サンマルブリーズ 牡3青鹿56 竹之下智昭相馬 勇氏 千田 輝彦 日高 田端牧場 422－ 81：56．6� 274．8�
48 プ ロ セ ッ ラ 牡3栗 56 北村 友一首藤 徳氏 加藤 敬二 新ひだか へいはた牧場 478＋ 21：56．7クビ 120．1�
612 エターナルウインド 牡3黒鹿56 幸 英明前田 葉子氏 谷 潔 浦河 岡本 昌市 490＋ 2 〃 アタマ 76．4�
713 スマートファニー 牝3芦 54 福永 祐一大川 徹氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 474－101：57．44 19．3�
510 ワンダースパイア 牡3青鹿 56

53 ▲城戸 義政山本 能行氏 小崎 憲 浦河 大島牧場 452＋ 21：57．5� 357．2�
12 カリスマサンバゴ 牡3黒鹿 56

53 ▲義 英真畔柳 年言氏 崎山 博樹 浦河 アイオイファーム 476－ 81：58．88 222．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，048，900円 複勝： 74，644，000円 枠連： 12，048，000円
馬連： 44，576，400円 馬単： 33，528，800円 ワイド： 24，834，000円
3連複： 60，305，200円 3連単： 106，724，200円 計： 381，709，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 130円 � 110円 枠 連（4－8） 460円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 650円

ワ イ ド �� 190円 �� 140円 �� 280円

3 連 複 ��� 450円 3 連 単 ��� 1，490円

票 数

単勝票数 計 250489 的中 � 118750（1番人気）
複勝票数 計 746440 的中 � 519889（1番人気）� 50071（3番人気）� 70903（2番人気）
枠連票数 計 120480 的中 （4－8） 20047（2番人気）
馬連票数 計 445764 的中 �� 71249（2番人気）
馬単票数 計 335288 的中 �� 38239（2番人気）
ワイド票数 計 248340 的中 �� 31115（2番人気）�� 53201（1番人気）�� 18549（4番人気）
3連複票数 計 603052 的中 ��� 99113（1番人気）
3連単票数 計1067242 的中 ��� 51627（2番人気）

ハロンタイム 13．0―10．9―13．5―13．2―12．7―12．9―12．7―12．5―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―23．9―37．4―50．6―1：03．3―1：16．2―1：28．9―1：41．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．1
1
3

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

勝馬の
紹 介

ノースウッド �
�
父 コ マ ン ズ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2015．3．14 阪神4着

2012．2．11生 牡3鹿 母 オータムメロディー 母母 Dance of Leaves 3戦1勝 賞金 7，750，000円
〔発走状況〕 アスクワンダフル号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 アサケバトル号

第２回 阪神競馬 第７日



10075 4月18日 晴 稍重 （27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

510 ダノンブライト 牡3青鹿56 川田 将雅�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 460± 01：25．7 3．4�
24 タイキレガトゥス 牡3栗 56 藤岡 佑介�大樹ファーム 藤岡 健一 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 476＋ 21：25．8� 7．3�
36 ジューンブラジリエ 牡3鹿 56 和田 竜二吉川 潤氏 今野 貞一 安平 追分ファーム 452－ 81：26．22� 2．4�
713 カ ノ ー ヴ ァ 牡3鹿 56 M．デムーロ 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 508－ 61：26．83� 5．9�
11 サウンドフォース 牡3栗 56 戸崎 圭太増田 雄一氏 佐藤 正雄 日高 碧雲牧場 484＋ 41：26．9� 11．0	
815 ソラノカナタ 牝3栗 54 武 豊�協和牧場 五十嵐忠男 新冠 協和牧場 428± 01：27．22 22．7

612 スパーディクス 牡3栗 56 酒井 学吉田 修氏 坪 憲章 新ひだか タガミファーム 440－ 6 〃 アタマ 54．3�
48 ホットロード 牝3黒鹿 54

52 △岩崎 翼 Him Rock Racing 加用 正 新ひだか 酒井 秀紀 474± 01：27．3クビ 265．7�
611 シゲルタウエマツリ 牡3芦 56 �島 良太森中 蕃氏 柴田 政見 新冠 中央牧場 490－ 41：27．83 127．1
23 ハイイノベーション 牡3栗 56 国分 優作服部 新平氏 坪 憲章 浦河 �川フアーム 452± 01：27．9� 315．5�
12 テイエムジャック 牡3黒鹿 56

53 ▲義 英真竹園 正繼氏 柴田 光陽 日高 日高テイエム
牧場株式会社 432－ 4 〃 ハナ 375．5�

59 ロ ザ ム ン デ 牝3青鹿54 藤岡 康太 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 458＋101：28．1� 34．0�

47 メイショウハイネス 牡3鹿 56 川島 信二松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 482＋ 41：28．31� 94．2�
35 ス レ ド ボ 牝3黒鹿54 太宰 啓介 H.H．シェイク・モハメド 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 446 ―1：28．62 50．1�
816 ワンダーオブテール 牡3黒鹿56 松山 弘平山本 信行氏 羽月 友彦 新ひだか フクダファーム 492 ―1：29．98 79．0�
714 トウケイチーター 牡3黒鹿56 小林 徹弥木村 信彦氏 飯田 祐史 新ひだか 坂本 智広 460 ―1：30．0� 330．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，719，500円 複勝： 34，853，100円 枠連： 10，817，200円
馬連： 46，142，200円 馬単： 28，398，600円 ワイド： 24，368，500円
3連複： 59，942，500円 3連単： 92，856，700円 計： 320，098，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 110円 � 140円 � 110円 枠 連（2－5） 1，030円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 1，740円

ワ イ ド �� 340円 �� 170円 �� 230円

3 連 複 ��� 500円 3 連 単 ��� 3，650円

票 数

単勝票数 計 227195 的中 � 53176（2番人気）
複勝票数 計 348531 的中 � 82522（2番人気）� 42685（3番人気）� 113138（1番人気）
枠連票数 計 108172 的中 （2－5） 8108（4番人気）
馬連票数 計 461422 的中 �� 35528（4番人気）
馬単票数 計 283986 的中 �� 12181（6番人気）
ワイド票数 計 243685 的中 �� 15221（5番人気）�� 43394（1番人気）�� 26179（2番人気）
3連複票数 計 599425 的中 ��� 88763（1番人気）
3連単票数 計 928567 的中 ��� 18417（7番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―12．1―12．4―12．2―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．7―35．8―48．2―1：00．4―1：12．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダノンブライト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー 2014．11．15 京都3着

2012．4．25生 牡3青鹿 母 ペニーズフォーチュン 母母 Lovlier Linda 5戦1勝 賞金 8，100，000円
〔発走状況〕 ハイイノベーション号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ハイイノベーション号は，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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 グランマーロン号
（非抽選馬） 7頭 アニマルスピリッツ号・キングカーティス号・シゲルトンテントン号・タガノアルデ号・ニホンピロラプター号・

マイティーフライ号・メイショウエボウシ号

10076 4月18日 晴 良 （27阪神2）第7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
1：43．9

良
良

48 シャッターチャンス 牡3鹿 56 福永 祐一前田 晋二氏 荒川 義之 新ひだか 土田 扶美子 434± 01：49．2 2．3�
715 ピースオブジャパン 牡3栗 56 藤岡 康太小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 B480± 0 〃 ハナ 6．8�
47 スウィートテイルズ 牝3黒鹿54 C．ルメール 吉田 和美氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 440 ―1：49．52 4．2�
818 スズカプレスト 牡3鹿 56 岩田 康誠永井 啓弍氏 橋田 満 洞�湖 レイクヴィラファーム 442－ 21：49．82 6．8�
714 ダイゴサクラ 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政岡田 宏二氏 坂口 正則 浦河 市川フアーム B464＋ 41：49．9クビ 226．3�
713 メイショウナガヨリ 牡3鹿 56 酒井 学松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 林 孝輝 454＋ 4 〃 クビ 25．1�
24 ヒトミヲトジテ 牝3青鹿54 国分 優作 	グランデオーナーズ 吉田 直弘 浦河 信成牧場 462－ 61：50．0� 94．5

816 フェリシダーデス 牝3鹿 54 四位 洋文名古屋友豊	 木原 一良 新ひだか 高橋 修 422－ 41：50．1クビ 41．6�
59 アヴェントゥリーナ 牝3栗 54

52 △岩崎 翼 	ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 田所 秀孝 新ひだか 矢野牧場 432－ 2 〃 ハナ 184．2�

611 ウォーターエライ 牡3栗 56 菱田 裕二山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 426＋ 21：50．2� 249．7
36 ロ ン ギ ヌ ス 牡3黒鹿56 水口 優也冨沢 敦子氏 崎山 博樹 新ひだか 高橋 義浩 416－ 41：50．41� 301．0�
23 サウンドバゴダンス 牝3黒鹿54 	島 良太増田 雄一氏 佐藤 正雄 浦河 信成牧場 398－ 61：50．5� 504．3�
612 ウォーターマグレブ 牡3鹿 56 畑端 省吾山岡 良一氏 	島 一歩 浦河 畔高牧場 B526－ 21：50．71� 414．6�
35 ブ リ ヤ ン 牡3鹿 56 幸 英明﨑川美枝子氏 宮 徹 浦河 市川フアーム 504± 0 〃 クビ 150．1�
12 モズドゥーチェ 牡3青鹿56 小牧 太 	キャピタル・システム 中尾 秀正 日高 目黒牧場 496 ―1：50．8� 20．6�
11 エニシイチダイ 牡3鹿 56 松山 弘平大塚 亮一氏 笹田 和秀 新ひだか 土田農場 B480＋101：51．01� 28．3�
510 ト キ ワ 牝3鹿 54 戸崎 圭太田畑 利彦氏 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 456＋ 21：51．42� 9．7�
817 カガノカリスマ 牡3黒鹿 56

53 ▲義 英真畔柳 年言氏 崎山 博樹 浦河 アイオイファーム 398＋ 21：51．61� 511．6�
（18頭）

売 得 金
単勝： 22，129，800円 複勝： 30，545，400円 枠連： 15，271，100円
馬連： 44，777，700円 馬単： 29，658，800円 ワイド： 24，643，700円
3連複： 59，578，900円 3連単： 95，710，200円 計： 322，315，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 160円 � 170円 枠 連（4－7） 470円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，080円

ワ イ ド �� 260円 �� 250円 �� 500円

3 連 複 ��� 930円 3 連 単 ��� 4，160円

票 数

単勝票数 計 221298 的中 � 76153（1番人気）
複勝票数 計 305454 的中 � 111717（1番人気）� 38968（2番人気）� 35174（4番人気）
枠連票数 計 152711 的中 （4－7） 24999（3番人気）
馬連票数 計 447777 的中 �� 50411（2番人気）
馬単票数 計 296588 的中 �� 20508（3番人気）
ワイド票数 計 246437 的中 �� 24955（2番人気）�� 26874（1番人気）�� 11045（5番人気）
3連複票数 計 595789 的中 ��� 47983（1番人気）
3連単票数 計 957102 的中 ��� 16666（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．9―35．7―48．6―1：01．5―1：14．0―1：25．5―1：37．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シャッターチャンス �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 カ ー ネ ギ ー デビュー 2014．9．28 阪神2着

2012．5．22生 牡3鹿 母 コンゴウアンゲルス 母母 ズ ー ナ ク ア 6戦1勝 賞金 12，050，000円
〔制裁〕 ピースオブジャパン号の騎手藤岡康太は，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50，000円。（被害馬：10

番）
※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） 3頭 サンライズリゾート号・チョーハッピー号・ワンサイドストーリ号
（非抽選馬） 1頭 メイケイヘリオス号



10077 4月18日 晴 良 （27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

59 アスクジョーダン 牡3鹿 56 M．デムーロ廣崎 利洋氏 野中 賢二 日高 Shall Farm 508± 01：22．1 5．4�
611 サウンドドゥイット 牡3鹿 56 北村 友一増田 雄一氏 吉田 直弘 浦河 三嶋牧場 442－ 2 〃 クビ 7．6�
48 ブライトボイス 牡3栗 56 岩田 康誠宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 490－ 21：22．31� 5．8�
24 ジューンロディ 牡3鹿 56 浜中 俊吉川 潤氏 今野 貞一 浦河 高昭牧場 496＋ 41：22．4クビ 2．0�
47 ラ ン ウ ェ イ 牝3鹿 54 川田 将雅井高 義光氏 小崎 憲 新ひだか 井高牧場 462＋ 81：22．61� 11．3�
713 ブラックノヴァ 牝3青鹿54 四位 洋文 �ローレルレーシング 高橋 康之 新冠 松浦牧場 440＋101：22．81� 112．6	
714 トウカイルンバ 牡3黒鹿56 酒井 学内村 正則氏 田所 秀孝 浦河 磯野牧場 436－101：22．9� 181．1

36 メイショウカンベエ 牡3鹿 56 川島 信二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 B434± 01：23．0	 51．9�
816
 マイグリュック 牝3鹿 54 福永 祐一 �シルクレーシング 吉村 圭司 英 Watership

Down Stud B474＋ 41：23．1クビ 22．1
12 ミラクルナイト 牡3芦 56 �島 良太小野 博郷氏 石橋 守 新冠 山岡ファーム 466± 0 〃 アタマ 41．1�
612 ペプチドアポロ 牡3栗 56 菱田 裕二沼川 一彦氏 西村 真幸 浦河 杵臼牧場 480－141：23．31� 50．4�
510 アスクティターン 牡3鹿 56 岡田 祥嗣廣崎 利洋氏 藤原 英昭 新ひだか 藤原牧場 488 ―1：23．51� 60．4�
35 ワキノハガクレ 牡3黒鹿56 藤田 伸二脇山 良之氏 松下 武士 新冠 平山牧場 412－ 21：23．82 104．1�
11 ハーベストブルー 牝3鹿 54 松山 弘平 �ブルーマネジメント鈴木 孝志 浦河 大島牧場 416＋101：23．9クビ 39．5�
817 マツリダカーニバル 牝3鹿 54 幸 英明一村 哲也氏 高橋 義忠 新ひだか グランド牧場 438＋101：24．53� 125．7�
715 メイショウアリバダ 牡3鹿 56 秋山真一郎松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 474 ― 〃 ハナ 229．6�
818
 コスモエクシード 牡3鹿 56 柴田 未崎 �ビッグレッドファーム 宮 徹 愛 Jeritza

Partnership 466 ― 〃 クビ 316．6�
（17頭）

23 シャイニーサン 牡3鹿 56 国分 優作小林 昌志氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 458－ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 24，225，800円 複勝： 38，040，100円 枠連： 15，175，300円
馬連： 51，688，700円 馬単： 30，072，800円 ワイド： 27，750，600円
3連複： 64，954，800円 3連単： 96，780，000円 計： 348，688，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 190円 � 220円 � 190円 枠 連（5－6） 1，850円

馬 連 �� 1，890円 馬 単 �� 3，850円

ワ イ ド �� 660円 �� 520円 �� 540円

3 連 複 ��� 2，880円 3 連 単 ��� 18，110円

票 数

単勝票数 差引計 242258（返還計 3980） 的中 � 35855（2番人気）
複勝票数 差引計 380401（返還計 8554） 的中 � 53949（2番人気）� 43836（4番人気）� 52131（3番人気）
枠連票数 差引計 151753（返還計 3705） 的中 （5－6） 6330（8番人気）
馬連票数 差引計 516887（返還計 29186） 的中 �� 21102（7番人気）
馬単票数 差引計 300728（返還計 16390） 的中 �� 5850（15番人気）
ワイド票数 差引計 277506（返還計 21816） 的中 �� 10584（7番人気）�� 13853（4番人気）�� 13313（5番人気）
3連複票数 差引計 649548（返還計 83205） 的中 ��� 16907（7番人気）
3連単票数 差引計 967800（返還計117289） 的中 ��� 3873（52番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―10．7―11．5―12．3―12．1―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．3―34．0―45．5―57．8―1：09．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アスクジョーダン �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2015．3．29 中京5着

2012．3．20生 牡3鹿 母 ネヴァーピリオド 母母 フューチャハッピー 2戦1勝 賞金 5，500，000円
〔競走除外〕 シャイニーサン号は，馬場入場後に疾病〔外傷性鼻出血〕を発症したため競走除外。発走時刻4分遅延。
※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 パイアタウン号

10078 4月18日 晴 良 （27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

56 スマートボムシェル 牡3栗 56 武 豊大川 徹氏 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 508＋141：52．7 10．4�
55 トップディーヴォ 牡3鹿 56 四位 洋文�コオロ 昆 貢 新冠 細川農場 478＋ 4 〃 ハナ 3．9�
79 バスタータイプ 牡3鹿 56 和田 竜二村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 藤原牧場 508＋ 41：52．8� 2．4�
22 ダノングッド 牡3栗 56 岩田 康誠�ダノックス 村山 明 浦河 三嶋牧場 498＋ 8 〃 クビ 5．9�
44 アグネスアーニャ 牝3鹿 54 藤岡 佑介渡辺公美子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 460－101：53．43� 59．4	
33 ビクトリーミノル 牡3栗 56 藤岡 康太吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 480－ 2 〃 アタマ 68．7

67 ビ ス カ リ ア 牝3鹿 54 松山 弘平 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 440＋ 4 〃 アタマ 143．3�
68 オースミラナキラ 牡3鹿 56 川島 信二�オースミ 荒川 義之 浦河 �川 啓一 514± 01：53．5� 5．0�
811 ヤサカナンティー 牡3鹿 56 幸 英明志邑 宣彦氏 浜田多実雄 むかわ 新井牧場 474± 01：54．56 212．9
710 アイファーサラオー 牡3鹿 56 戸崎 圭太中島 稔氏 坪 憲章 新冠 大林ファーム 476＋ 41：55．88 36．9�
11 メイショウカシュウ 牡3鹿 56 武 幸四郎松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 480± 01：56．01	 49．5�
812 ピ ン ク マ ン 牡3黒鹿56 藤田 伸二福本 圭佐氏 池添 兼雄 浦河 金成吉田牧場 442＋ 41：56．42� 32．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 26，383，000円 複勝： 42，185，700円 枠連： 11，299，500円
馬連： 55，695，900円 馬単： 33，814，400円 ワイド： 26，965，900円
3連複： 70，681，400円 3連単： 123，808，200円 計： 390，834，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，040円 複 勝 � 250円 � 130円 � 110円 枠 連（5－5） 2，750円

馬 連 �� 2，750円 馬 単 �� 6，460円

ワ イ ド �� 690円 �� 530円 �� 180円

3 連 複 ��� 1，250円 3 連 単 ��� 15，870円

票 数

単勝票数 計 263830 的中 � 20130（5番人気）
複勝票数 計 421857 的中 � 22277（5番人気）� 77423（2番人気）� 175207（1番人気）
枠連票数 計 112995 的中 （5－5） 3177（8番人気）
馬連票数 計 556959 的中 �� 15660（8番人気）
馬単票数 計 338144 的中 �� 3925（18番人気）
ワイド票数 計 269659 的中 �� 8419（8番人気）�� 11216（7番人気）�� 49587（1番人気）
3連複票数 計 706814 的中 ��� 42372（4番人気）
3連単票数 計1238082 的中 ��� 5654（45番人気）

ハロンタイム 12．6―10．7―13．2―12．8―13．1―12．6―12．5―12．4―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．3―36．5―49．3―1：02．4―1：15．0―1：27．5―1：39．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スマートボムシェル �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Distorted Humor デビュー 2014．8．10 札幌1着

2012．2．7生 牡3栗 母 ファニーストーリー 母母 チケットトゥダンス 5戦2勝 賞金 15，180，000円
〔制裁〕 ダノングッド号の騎手岩田康誠は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。



10079 4月18日 晴 良 （27阪神2）第7日 第7競走 ��
��1，400�サラブレッド系4歳以上

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

中央レコード
1：19．9
1：19．0

良
良

48 ゼ ウ ス 牡5鹿 57 浜中 俊杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新ひだか 久井牧場 490－ 21：21．2 8．3�
612 スナッチマインド 牝4鹿 55 菱田 裕二 �シルクレーシング 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450＋ 6 〃 クビ 3．1�
23 シュヴァリエ 牝4栗 55 戸崎 圭太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか カントリー牧場 456－ 41：21．51� 19．9�
11 フェルメッツァ 牡4鹿 57 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 456－ 41：21．6クビ 4．5�
36 オースミチャド 牡4鹿 57 福永 祐一�オースミ 松永 昌博 千歳 社台ファーム 492± 0 〃 クビ 4．7	
611 ブルーフラッシュ 牡4芦 57 岩田 康誠桜井 欣吾氏 松田 国英 新ひだか 飛野牧場 448－ 6 〃 アタマ 15．0

47 ナムラアッパー 牡4鹿 57

55 △岩崎 翼奈村 信重氏 福島 信晴 浦河 谷川牧場 422± 01：21．7クビ 81．3�
35 エーシンマイェスタ 牡5黒鹿57 小牧 太�栄進堂 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 534＋ 8 〃 アタマ 14．5�
713 グッドレインボー 牝5鹿 55 C．ルメール 杉立 恭平氏 宮 徹 新ひだか 千代田牧場 482＋141：21．91	 25．5
59 アドマイヤオウジャ 牡5鹿 57 藤岡 佑介近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 464± 01：22．22 26．1�
715 メイショウラバンド 牝4鹿 55 武 幸四郎松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 本桐牧場 434－121：22．3� 187．5�
12 マイネヴァリエンテ 牝4鹿 55 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 新冠 ビッグレッドファーム 442－121：22．51
 25．5�
24 タガノレベッカ 牝4栗 55 藤岡 康太八木 良司氏 奥村 豊 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 444＋14 〃 ハナ 54．7�
818 インヴォーク 牝4栗 55 秋山真一郎�アカデミー 村山 明 新ひだか フジワラフアーム 432＋ 8 〃 ハナ 127．5�
816 サチノリーダース 牡5青鹿57 国分 優作佐藤 勝士氏 服部 利之 新冠 競優牧場 454± 01：22．6クビ 54．7�
817 ミューラルクラウン 牝4黒鹿55 松山 弘平 �グリーンファーム音無 秀孝 千歳 社台ファーム 486＋121：22．91� 143．2�
714� トゥーレドゥー 牝4鹿 55 太宰 啓介 Viridian Keiba Club 西村 真幸 浦河 富田牧場 446－221：23．53	 309．7�
510 ビアンコカンドーレ 牝4芦 55 幸 英明吉田 勝己氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 448－ 61：23．6� 284．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 32，212，900円 複勝： 50，783，500円 枠連： 19，834，800円
馬連： 72，193，900円 馬単： 34，789，700円 ワイド： 38，260，200円
3連複： 90，455，100円 3連単： 121，581，200円 計： 460，111，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 240円 � 150円 � 520円 枠 連（4－6） 1，100円

馬 連 �� 1，530円 馬 単 �� 3，580円

ワ イ ド �� 610円 �� 2，720円 �� 1，550円

3 連 複 ��� 10，760円 3 連 単 ��� 60，040円

票 数

単勝票数 計 322129 的中 � 30778（4番人気）
複勝票数 計 507835 的中 � 50420（4番人気）� 118066（1番人気）� 19135（8番人気）
枠連票数 計 198348 的中 （4－6） 13964（4番人気）
馬連票数 計 721939 的中 �� 36539（4番人気）
馬単票数 計 347897 的中 �� 7276（10番人気）
ワイド票数 計 382602 的中 �� 16986（4番人気）�� 3475（31番人気）�� 6234（15番人気）
3連複票数 計 904551 的中 ��� 6303（30番人気）
3連単票数 計1215812 的中 ��� 1468（164番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．1―11．6―11．9―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．1―34．2―45．8―57．7―1：09．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．4
3 10，14（8，18）（11，15）（3，6，12）（1，2，16）（5，13）（4，7）（9，17） 4 10，8，14，18，11（3，15，12）6（1，5，16）（2，13）（4，7）（9，17）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ゼ ウ ス �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2012．9．1 札幌2着

2010．2．18生 牡5鹿 母 ソフトワルツ 母母 シェナンドアワルツ 16戦3勝 賞金 36，732，000円
〔その他〕 サチノリーダース号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 サチノリーダース号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成27年5月18日まで出走できない。

10080 4月18日 晴 良 （27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

22 タガノハヤテ 牡4栗 57 岩田 康誠八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 岡牧場 494＋ 41：51．9 5．2�
811 ダイナミックウオー 牡5黒鹿57 福永 祐一小川 勲氏 目野 哲也 浦河 駿河牧場 522－ 21：52．0� 2．4�
68 サダムダイジョウブ 牡5青 57 川田 将雅大西 定氏 松田 博資 池田（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490－ 81：52．74 3．9�
812 ストロベリーキング 牡4黒鹿57 水口 優也田頭 勇貴氏 崎山 博樹 浦河 杵臼牧場 482＋ 21：52．8	 6．6�
67 レッドアライヴ 牡4鹿 57 藤田 伸二 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 458＋ 21：53．43	 15．2�
710 オ レ ア リ ア 牡5黒鹿57 C．ルメール 	キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 496－121：53．5	 15．3

33 
 デンコウウンリュウ 牡5鹿 57 藤岡 佑介田中 康弘氏 西橋 豊治 浦河 三嶋牧場 520－ 8 〃 クビ 63．4�
79 ペプチドウインド 牡5鹿 57

54 ▲城戸 義政沼川 一彦氏 西村 真幸 浦河 杵臼牧場 468－ 21：53．6	 157．4�
11 オアフライダー 牡5鹿 57 藤岡 康太 Him Rock Racing 高橋 康之 日高 タバタファーム 480－ 21：53．81 81．5
44 ニホンピロマイティ 牡5黒鹿57 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 470－ 4 〃 ハナ 136．9�
55 コピーライター �5鹿 57 小坂 忠士グリーンスウォード奥村 豊 新ひだか 米田牧場 516＋ 41：53．9	 15．3�
56 �
 アレックスキッド �5栗 57 国分 優作岡田 牧雄氏 森田 直行 米

Whispering Oaks
Farm & Afleet
Alex Syndicate

480－121：55．28 263．0�
（12頭）

売 得 金
単勝： 30，806，800円 複勝： 37，599，900円 枠連： 15，752，000円
馬連： 63，806，600円 馬単： 38，221，900円 ワイド： 30，429，100円
3連複： 75，457，800円 3連単： 144，012，500円 計： 436，086，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 150円 � 110円 � 120円 枠 連（2－8） 480円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，530円

ワ イ ド �� 300円 �� 310円 �� 180円

3 連 複 ��� 620円 3 連 単 ��� 4，470円

票 数

単勝票数 計 308068 的中 � 46775（3番人気）
複勝票数 計 375999 的中 � 45662（4番人気）� 117532（1番人気）� 82346（2番人気）
枠連票数 計 157520 的中 （2－8） 25022（2番人気）
馬連票数 計 638066 的中 �� 70276（2番人気）
馬単票数 計 382219 的中 �� 18730（5番人気）
ワイド票数 計 304291 的中 �� 24024（3番人気）�� 22640（4番人気）�� 49710（1番人気）
3連複票数 計 754578 的中 ��� 90267（1番人気）
3連単票数 計1440125 的中 ��� 23326（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．0―36．9―49．1―1：01．4―1：13．8―1：26．3―1：38．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F38．1
1
3
2（8，10）11，5－12－（6，9）－4，7－3＝1・（2，11）10（5，8）12－（6，9）－（4，7）－3－1

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

勝馬の
紹 介

タガノハヤテ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー 2013．6．2 東京6着

2011．4．8生 牡4栗 母 アイチャンルック 母母 トウショウアイ 10戦2勝 賞金 20，472，000円

追 加 記 事（第 2回阪神競馬第 5日第 2競走）
〔その他〕　　プレアデスマリーン号は，競走中に疾病〔左橈側手根骨々折〕を発症。なお，

同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



10081 4月18日 晴 良 （27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 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

35 サトノラーゼン 牡3鹿 56 川田 将雅里見 治氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 450－ 22：02．1 4．9�
815 オメガゴールドレイ 牡3栃栗56 M．デムーロ原 �子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 470－ 62：02．42 16．3�
610 タイセイアプローズ 牡3鹿 56 松山 弘平田中 成奉氏 宮本 博 日高 ナカノファーム 460－ 2 〃 アタマ 71．8�
712 レ ン ト ラ ー 牡3黒鹿56 北村 友一 �キャロットファーム 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 446－ 42：02．61� 4．8�
58 ジェネラルゴジップ 牡3青鹿56 C．ルメール �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 466＋ 42：02．7	 6．9�
23 レトロロック 牡3鹿 56 福永 祐一金子真人ホール

ディングス	 角居 勝彦 日高 日高大洋牧場 466－ 42：02．91 5．3

713
 グラブザフラッグ 牡3栗 56 小牧 太前田 幸治氏 中竹 和也 米 North Hills

Co. LTD. 480± 0 〃 ハナ 17．9�
46 レッドアルティスタ 牡3鹿 56 戸崎 圭太 	東京ホースレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 460－ 22：03．0� 49．0�
22 アドマイヤロケット 牡3青鹿56 藤岡 康太近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 464－ 42：03．21� 30．9
814 エアルシアン 牝3鹿 54 幸 英明 	ラッキーフィールド笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 440＋ 42：03．3クビ 49．5�
11 
 シゲルエベッサン 牡3鹿 56 藤岡 佑介森中 蕃氏 木原 一良 米 Paca Paca

Farm 486＋ 6 〃 アタマ 175．9�
611 バトルクライス 牡3鹿 56 浜中 俊宮川 秋信氏 吉村 圭司 新ひだか 西村 和夫 456＋ 62：04．25 46．5�
47 マスターリデル 牡3鹿 56 武 幸四郎吉岡 泰治氏 松永 昌博 新冠 飛渡牧場 464－ 22：04．73 76．6�
59 アンバーグリスキー 牡3鹿 56 武 豊青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 444± 02：05．12� 18．2�
34 ブランドベルグ 牡3青鹿56 岩田 康誠 	グリーンファーム牧田 和弥 千歳 社台ファーム 476－ 62：05．2クビ 4．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 37，958，500円 複勝： 68，635，800円 枠連： 27，416，600円
馬連： 109，097，500円 馬単： 47，527，200円 ワイド： 46，252，600円
3連複： 138，770，600円 3連単： 190，473，100円 計： 666，131，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 170円 � 440円 � 2，180円 枠 連（3－8） 1，500円

馬 連 �� 3，940円 馬 単 �� 6，950円

ワ イ ド �� 1，280円 �� 6，240円 �� 11，880円

3 連 複 ��� 108，860円 3 連 単 ��� 503，980円

票 数

単勝票数 計 379585 的中 � 60990（3番人気）
複勝票数 計 686358 的中 � 137101（1番人気）� 36992（6番人気）� 6400（13番人気）
枠連票数 計 274166 的中 （3－8） 14075（8番人気）
馬連票数 計1090975 的中 �� 21428（12番人気）
馬単票数 計 475272 的中 �� 5123（23番人気）
ワイド票数 計 462526 的中 �� 9621（12番人気）�� 1886（50番人気）�� 985（69番人気）
3連複票数 計1387706 的中 ��� 956（170番人気）
3連単票数 計1904731 的中 ��� 274（892番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―12．8―12．8―12．7―12．5―12．4―11．8―11．8―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．1―36．9―49．7―1：02．4―1：14．9―1：27．3―1：39．1―1：50．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノラーゼン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Intikhab デビュー 2014．7．27 札幌3着

2012．3．13生 牡3鹿 母 ト ゥ ー ピ ー 母母 Turpitude 8戦2勝 賞金 27，857，000円
〔制裁〕 レトロロック号の騎手福永祐一は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて過怠金

10，000円。（被害馬：9番）

10082 4月18日 晴 良 （27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 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
1：44．5
1：43．9

良
良

66 サトノキングリー 牡5鹿 57 M．デムーロ里見 治氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 486＋ 21：46．8 3．5�
22 パドルウィール 牡4芦 57 松山 弘平 �シルクレーシング 中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490＋ 41：46．9� 5．0�
78 ラテラルアーク 牡4栗 57 四位 洋文 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 新ひだか カントリー牧場 B486＋ 21：47．0� 5．8�
44 ラブラバード 牡5芦 57 川田 将雅 �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 504－ 2 〃 ハナ 4．1�
11 ナインテイルズ 牡4栗 57 幸 英明岡田 牧雄氏 中村 均 浦河 山田牧場 470－ 81：47．32 42．8	
89 ブレイヴリー 牡4鹿 57 国分 優作岡田 牧雄氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド B488＋ 6 〃 ハナ 5．7

33 ヴァリアシオン 牡6鹿 57 酒井 学 �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 500＋101：47．51 36．5�
55 キンショータイム 牡5栗 57 秋山真一郎礒野日出夫氏 中村 均 厚真 阿部 栄乃進 488－ 41：47．6	 143．5�
810 レッドラヴィータ 牝4栗 55 C．ルメール �東京ホースレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 456－ 41：48．34 8．2
77 クリノダイコクテン 牡4栃栗57 藤岡 佑介栗本 博晴氏 谷 潔 日高 白井牧場 478＋ 41：48．93	 141．6�

（10頭）

売 得 金
単勝： 32，940，800円 複勝： 47，856，200円 枠連： 17，337，600円
馬連： 97，040，800円 馬単： 49，053，100円 ワイド： 36，823，500円
3連複： 105，700，600円 3連単： 207，276，600円 計： 594，029，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 170円 � 170円 枠 連（2－6） 1，090円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 1，720円

ワ イ ド �� 430円 �� 350円 �� 510円

3 連 複 ��� 1，610円 3 連 単 ��� 6，320円

票 数

単勝票数 計 329408 的中 � 74912（1番人気）
複勝票数 計 478562 的中 � 87450（2番人気）� 71899（4番人気）� 68601（5番人気）
枠連票数 計 173376 的中 （2－6） 12318（6番人気）
馬連票数 計 970408 的中 �� 77577（3番人気）
馬単票数 計 490531 的中 �� 21278（4番人気）
ワイド票数 計 368235 的中 �� 21993（6番人気）�� 27666（2番人気）�� 17857（8番人気）
3連複票数 計1057006 的中 ��� 48941（6番人気）
3連単票数 計2072766 的中 ��� 23745（13番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―11．7―12．0―12．0―12．0―11．2―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．0―35．7―47．7―59．7―1：11．7―1：22．9―1：34．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サトノキングリー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Law Society デビュー 2012．12．9 阪神1着

2010．2．5生 牡5鹿 母 フ ァ ン ジ カ 母母 Florie 16戦4勝 賞金 67，382，000円
〔発走状況〕 クリノダイコクテン号は，枠入り不良。



10083 4月18日 晴 良 （27阪神2）第7日 第11競走 ��
��1，800�第20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，26．4．19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，26．4．18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 574，000円 164，000円 82，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

713 クリノスターオー 牡5青 57 幸 英明栗本 守氏 高橋 義忠 日高 日西牧場 B536＋ 41：49．6 13．2�
23 � アジアエクスプレス 牡4栗 57 戸崎 圭太馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米 Ocala Stud B538± 01：49．7	 3．0�
24 ナムラビクター 牡6鹿 57 M．デムーロ奈村 信重氏 福島 信晴 日高 いとう牧場 528－ 4 〃 クビ 5．3�
35 ダノンバトゥーラ 牡4黒鹿56 浜中 俊�ダノックス 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 474± 01：50．01
 26．9�
36 � イッシンドウタイ 牡6鹿 56 和田 竜二�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 520± 01：50．32 54．0	
611 ローマンレジェンド 牡7黒鹿58 岩田 康誠太田珠々子氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 520＋121：50．4	 6．1

11 タガノゴールド 牡4栗 56 北村 友一八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 472± 01：50．5	 99．1�
714 ワイドバッハ 牡6鹿 57 武 豊幅田 京子氏 庄野 靖志 新冠 八木 常郎 496＋ 81：50．71	 13．5�
59 � マ ス ク ゾ ロ 牡4黒鹿56 C．ルメール 門野 重雄氏 岡田 稲男 米

Andre Lynch, Dermot
Ryan, David O’Loughlin
& Petaluma Bloodstock

526－ 41：50．8クビ 10．2
12 � サンレイレーザー 牡6鹿 56 藤岡 康太永井 啓弍氏 高橋 義忠 新ひだか 岡野牧場 B534＋ 41：50．9
 58．0�
47 ダノンカモン 牡9黒鹿56 菱田 裕二�ダノックス 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム 528－ 21：51．32	 157．1�
48 トウショウフリーク 牡8鹿 56 藤岡 佑介トウショウ産業� 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 496＋ 21：51．4クビ 154．5�
612 マルカプレジオ 牡7栃栗56 福永 祐一日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 502＋ 41：51．72 6．9�
816 アスカノロマン 牡4栗 56 太宰 啓介豊田 智郎氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 508＋ 71：52．33	 14．8�
815� ポアゾンブラック 牡6青鹿56 藤田 伸二村上 憲政氏 本田 優 日高 出口牧場 524± 01：52．62 221．5�
510� サミットストーン 牡7鹿 58 酒井 学河﨑 五市氏 矢野 義幸 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム 550－ 92：02．6大差 94．4�
（船橋）

（16頭）

売 得 金
単勝： 123，398，900円 複勝： 204，217，900円 枠連： 99，335，400円
馬連： 449，743，400円 馬単： 195，115，100円 ワイド： 191，972，400円
3連複： 633，255，000円 3連単： 1，014，627，200円 計： 2，911，665，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，320円 複 勝 � 330円 � 150円 � 160円 枠 連（2－7） 830円

馬 連 �� 2，860円 馬 単 �� 7，080円

ワ イ ド �� 1，200円 �� 930円 �� 370円

3 連 複 ��� 4，380円 3 連 単 ��� 36，300円

票 数

単勝票数 計1233989 的中 � 74481（6番人気）
複勝票数 計2042179 的中 � 120650（6番人気）� 431505（1番人気）� 343722（2番人気）
枠連票数 計 993354 的中 （2－7） 92397（2番人気）
馬連票数 計4497434 的中 �� 121727（11番人気）
馬単票数 計1951151 的中 �� 20648（31番人気）
ワイド票数 計1919724 的中 �� 38727（16番人気）�� 50524（10番人気）�� 146873（1番人気）
3連複票数 計6332550 的中 ��� 108432（11番人気）
3連単票数 計10146272 的中 ��� 20262（117番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．7―36．3―48．1―1：00．1―1：12．2―1：24．3―1：36．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

クリノスターオー �
�
父 アドマイヤボス �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2012．10．21 京都3着

2010．5．11生 牡5青 母 マヤノスターライト 母母 ゴールドアンサー 16戦7勝 賞金 171，765，000円
〔調教再審査〕 サミットストーン号は，3コーナーで異常歩様となったことについて平地調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の15頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）15頭 カオスモス号・キクノソル号・クラシカルノヴァ号・サクラレグナム号・サンライズブレット号・

セイカプリコーン号・ゼロス号・ナリタポセイドン号・ニシノビークイック号・フリートストリート号・
ブルーチッパー号・メイショウイチオシ号・メテオロロジスト号・レッドグランザ号・ロングロウ号

10084 4月18日 晴 良 （27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）

牝，1000万円以下；負担重量は，55�
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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

23 カネトシビバーチェ 牝4鹿 55 武 豊兼松 利男氏 大橋 勇樹 浦河 山下 恭茂 444＋ 41：24．0 2．7�
35 アイムユアドリーム 牝4栗 55 菱田 裕二ユアストーリー 安田 隆行 平取 坂東牧場 448－ 2 （降着） 137．9�
815 ダイリュウキセキ 牝4黒鹿55 小林 徹弥大野 龍氏 目野 哲也 新ひだか 木田牧場 448－ 41：24．53 7．3�
816 ルミナスパレード 牝4黒鹿55 岩田 康誠 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 484± 01：24．6� 3．0�
510 メイショウツバクロ 牝5鹿 55 武 幸四郎松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 474－ 71：24．81� 103．4�
48 ハッピーエム 牝4鹿 55 国分 優作三宅 勝俊氏 松下 武士 日高 原田牧場 436－ 81：24．9� 23．2	
36 ヒ ナ ア ラ レ 牝4栗 55 幸 英明�イクタ 藤沢 則雄 新冠 村本牧場 474± 01：25．0� 18．7

47 アグネスダリム 牝6栗 55

52 ▲城戸 義政渡辺公美子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 454± 0 〃 クビ 359．1�
714 ウルティマミューズ 牝4鹿 55 浜中 俊�前川企画 野中 賢二 日高 藤本ファーム 440＋ 4 〃 アタマ 20．6�
24 タガノビーンズ 牝4鹿 55 藤岡 佑介八木 秀之氏 西橋 豊治 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 422－ 6 〃 ハナ 34．9
59 ア サ ケ ゴ マ 牝5芦 55 太宰 啓介大橋 堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 474－121：25．1クビ 38．0�
612 キセキノハナ 牝6芦 55

52 ▲義 英真華山 龍一氏 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 452＋ 2 〃 ハナ 91．2�
611 アルデグロリア 牝5栗 55 小牧 太井上 修一氏 浅野洋一郎 新ひだか 元茂牧場 490－ 41：25．31� 14．7�
12 	 タンスチョキン 牝5鹿 55 岡田 祥嗣栗本 博晴氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 486＋ 21：25．5� 37．1�
713 ショウナンマオ 牝6鹿 55 福永 祐一国本 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 522± 01：26．35 29．7�
11 カレンコティヤール 牝4栗 55 和田 竜二鈴木 隆司氏 鈴木 孝志 様似 スイートフアーム 460－ 41：28．0大差 15．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，548，900円 複勝： 61，953，900円 枠連： 39，818，100円
馬連： 143，846，500円 馬単： 65，741，200円 ワイド： 62，762，100円
3連複： 167，745，000円 3連単： 267，497，400円 計： 856，913，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 1，720円 � 250円 枠 連（2－3） 1，700円

馬 連 �� 18，030円 馬 単 �� 24，280円

ワ イ ド �� 5，460円 �� 530円 �� 11，410円

3 連 複 ��� 39，780円 3 連 単 ��� 226，560円

票 数

単勝票数 計 475489 的中 � 140218（1番人気）
複勝票数 計 619539 的中 � 156708（1番人気）� 6421（14番人気）� 61061（3番人気）
枠連票数 計 398181 的中 （2－3） 18055（7番人気）
馬連票数 計1438465 的中 �� 6182（48番人気）
馬単票数 計 657412 的中 �� 2030（68番人気）
ワイド票数 計 627621 的中 �� 2832（52番人気）�� 33346（2番人気）�� 1344（73番人気）
3連複票数 計1677450 的中 ��� 3162（107番人気）
3連単票数 計2674974 的中 ��� 856（609番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―12．0―12．3―12．2―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．1―35．1―47．4―59．6―1：11．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カネトシビバーチェ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2013．12．21 阪神4着

2011．4．7生 牝4鹿 母 ホームウォード 母母 Halo River 10戦3勝 賞金 35，638，000円
〔降着〕 アイムユアドリーム号は，1位〔タイム1分24秒0，2位との着差アタマ〕に入線したが，決勝線手前で外側に斜行して

「カネトシビバーチェ」号の走行を妨害し，かつ，走行妨害がなければ被害馬が先に入線していたと認められるため2着に降
着。

〔制裁〕 アイムユアドリーム号の騎手菱田裕二は，決勝線手前で外側に斜行したことについて平成27年4月25日から平成27年5月
10日まで騎乗停止。（被害馬：3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） 1頭 カクシアジ号
（非抽選馬） 2頭 シルヴァーグレイス号・セトノミッシー号



（27阪神2）第7日 4月18日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 182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

224，120，000円
2，080，000円
7，600，000円
1，650，000円
20，460，000円
72，538，000円
4，978，000円
1，747，200円

勝馬投票券売得金
440，764，800円
714，186，600円
293，637，200円
1，215，733，800円
608，471，100円
554，724，900円
1，580，429，400円
2，535，102，200円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 7，943，050，000円

総入場人員 15，204名 （有料入場人員 14，416名）
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