
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性
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10073 4月16日 晴 良 （28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）

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 ゴルトシュミット 牡3栗 56
53 ▲坂井 瑠星 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 B462－121：12．8 46．6�
713 アリノマンボ 牝3鹿 54

53 ☆小崎 綾也聖心台牧場� 柴田 光陽 新ひだか 聖心台牧場 444－ 2 〃 アタマ 4．2�
23 スリースピナーズ 牝3青鹿54 川田 将雅 H.H．シェイク・モハメド 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 436－141：13．43� 1．9�
48 ド ス コ イ 牡3鹿 56 菱田 裕二中西 功氏 日吉 正和 日高 高山牧場 440－ 81：13．61� 247．7�
47 レディーズトピック 牝3青鹿54 松山 弘平田島 大史氏 田中 章博 新ひだか 前谷 武志 412± 01：13．7クビ 124．1�
816 モ ン ド ー ル 牡3栗 56 国分 優作吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム B476－ 41：13．8� 16．2	
35 カシマホープスター 牡3黒鹿56 松田 大作
カシマ 南井 克巳 むかわ 上水牧場 508＋ 81：14．01� 7．8�
612 シゲルサツキサバ 牡3鹿 56 藤岡 康太森中 蕃氏 坂口 正則 浦河 王蔵牧場 458－ 61：14．1クビ 49．0�
59 ブルーズネフュウ 牡3栗 56 川島 信二新木 鈴子氏 湯窪 幸雄 日高 ナカノファーム 434－ 21：14．2� 191．5
714 キクノテソロ 牡3鹿 56 藤岡 佑介菊池 五郎氏 北出 成人 浦河 高村牧場 478－ 6 〃 ハナ 37．0�
12 タムロゴーゴー 牡3鹿 56

53 ▲三津谷隼人谷口 屯氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 478－ 21：14．62� 228．0�
815 ロングブリオ 牝3鹿 54 秋山真一郎中井 敏雄氏 大根田裕之 浦河 荻伏三好フ

アーム 452－ 41：15．02� 12．3�
611 キングアタリオー 牡3栗 56 国分 恭介伊藤 正男氏 浜田多実雄 新冠 小松 隆弘 494－121：15．21� 11．4�
11 ニホンピロトニー 牡3鹿 56 水口 優也小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 444－ 21：15．52 362．7�
24 ハクサンメジャー 牝3栗 54 酒井 学河﨑 五市氏 西園 正都 新ひだか 田湯牧場 462＋ 21：15．71� 23．6�
510 アイファーキャロル 牝3黒鹿 54

52 △城戸 義政中島 稔氏 柴田 光陽 日高 坂戸 節子 380± 01：16．97 263．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 15，732，900円 複勝： 22，941，600円 枠連： 11，143，400円
馬連： 37，861，500円 馬単： 23，574，700円 ワイド： 21，700，900円
3連複： 56，840，100円 3連単： 82，088，900円 計： 271，884，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，660円 複 勝 � 600円 � 150円 � 110円 枠 連（3－7） 1，320円

馬 連 �� 6，450円 馬 単 �� 18，860円

ワ イ ド �� 1，730円 �� 1，350円 �� 250円

3 連 複 ��� 5，850円 3 連 単 ��� 79，560円

票 数

単勝票数 計 157329 的中 � 2699（9番人気）
複勝票数 計 229416 的中 � 5397（10番人気）� 40417（2番人気）� 77458（1番人気）
枠連票数 計 111434 的中 （3－7） 6504（6番人気）
馬連票数 計 378615 的中 �� 4546（22番人気）
馬単票数 計 235747 的中 �� 937（50番人気）
ワイド票数 計 217009 的中 �� 2872（22番人気）�� 3727（18番人気）�� 26612（1番人気）
3連複票数 計 568401 的中 ��� 7283（21番人気）
3連単票数 計 820889 的中 ��� 748（234番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―11．9―12．1―12．1―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．6―35．5―47．6―59．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴルトシュミット �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Singspiel デビュー 2016．3．12 中京13着

2013．5．3生 牡3栗 母 ジェニーリンド 母母 Negligent 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイファーキャロル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年6月16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10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）10頭 シャリマティー号・スマートメダリオン号・スープレックス号・セフティバレンチノ号・ソル号・ノアビジン号・

ピカピカシャチョウ号・メイショウフォルテ号・ランドハイパワー号・リッカキング号

10074 4月16日 晴 良 （28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

612 アフターミー 牡3鹿 56 藤岡 康太下河�美智子氏 奥村 豊 日高 下河辺牧場 432＋ 21：53．9 9．5�
48 トウシンダイヤ 牡3栗 56 川田 将雅�サトー 村山 明 安平 ノーザンファーム 532＋ 21：54．11 2．2�
815 カフジキング 牡3鹿 56 武 豊加藤 守氏 松元 茂樹 千歳 社台ファーム 466＋ 41：54．2� 5．4�
23 メイショウミツタダ 牡3栗 56 川島 信二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 512＋ 21：54．73 17．3�
714 アドヴァンス 牡3鹿 56 C．ルメール 近藤 英子氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 534－ 6 〃 クビ 8．2	
36 ポ ボ ス 牡3鹿 56 松山 弘平杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 川島牧場 516－ 81：54．8� 26．7

24 メイショウエミュー 牡3鹿 56

54 △義 英真松本 好雄氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 484± 0 〃 アタマ 12．4�
611 クリノプラハ 牡3鹿 56 藤岡 佑介栗本 博晴氏 谷 潔 日高 白井牧場 546＋ 21：54．9� 48．8�
510 ブレイキングザロウ 牡3栗 56 M．デムーロ シルクレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 516＋ 81：55．0クビ 6．5�
713 ケンブリッジバッハ 牡3栗 56 秋山真一郎中西 宏彰氏 大根田裕之 新ひだか 本桐牧場 512－ 81：55．21� 191．3�
35 シ グ ム ン ド 牡3鹿 56 小牧 太吉田 安惠氏 松下 武士 安平 追分ファーム 458－ 81：55．3� 136．0�
11 レッドレスパース 牡3鹿 56

55 ☆小崎 綾也 �東京ホースレーシング 藤原 英昭 日高 戸川牧場 416－ 81：55．4クビ 67．0�
59 ブラックライト 牡3鹿 56 菱田 裕二三宅 勝俊氏 牧浦 充徳 浦河 浦河土肥牧場 498－101：56．03� 346．6�
47 ニュートライ 牡3鹿 56 太宰 啓介服部 新平氏 加藤 敬二 浦河 �川フアーム 510－ 21：56．85 132．7�
816 ホッコーバロネス 牝3鹿 54 酒井 学矢部 道晃氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 442＋101：56．9クビ 376．3�
12 ワンダールワヨーム 牡3青鹿56 四位 洋文山本 信行氏 松永 幹夫 浦河 中神牧場 450＋ 41：57．43 64．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，778，500円 複勝： 40，156，500円 枠連： 13，508，700円
馬連： 48，907，100円 馬単： 24，786，500円 ワイド： 29，540，000円
3連複： 67，400，600円 3連単： 83，064，300円 計： 333，142，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 240円 � 120円 � 150円 枠 連（4－6） 1，410円

馬 連 �� 1，510円 馬 単 �� 3，710円

ワ イ ド �� 490円 �� 850円 �� 250円

3 連 複 ��� 2，250円 3 連 単 ��� 17，580円

票 数

単勝票数 計 257785 的中 � 21695（5番人気）
複勝票数 計 401565 的中 � 31379（5番人気）� 109549（1番人気）� 69101（2番人気）
枠連票数 計 135087 的中 （4－6） 7414（6番人気）
馬連票数 計 489071 的中 �� 24980（5番人気）
馬単票数 計 247865 的中 �� 5004（13番人気）
ワイド票数 計 295400 的中 �� 14702（5番人気）�� 7907（11番人気）�� 35283（1番人気）
3連複票数 計 674006 的中 ��� 22405（5番人気）
3連単票数 計 830643 的中 ��� 3424（49番人気）

ハロンタイム 12．6―10．7―13．3―12．7―13．1―12．9―12．9―12．7―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．3―36．6―49．3―1：02．4―1：15．3―1：28．2―1：40．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アフターミー �
�
父 バトルプラン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．3．5 阪神10着

2013．5．21生 牡3鹿 母 トランシーフレーズ 母母 アンスチユアート 3戦1勝 賞金 5，750，000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 インザサイレンス号
（非抽選馬） 2頭 カルムパシオン号・ジューンフォルテ号

第２回 阪神競馬 第７日



10075 4月16日 晴 良 （28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

11 バトルハルトマン 牡3栗 56 C．ルメール 宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか 山岸 康 516＋ 61：25．3 7．7�
713 ピッツバーグ 牡3鹿 56

53 ▲坂井 瑠星�ラ・メール 矢作 芳人 日高 戸川牧場 494± 01：25．4� 6．1�
612 コウザンベル 牡3青鹿56 酒井 学山下 良子氏 湯窪 幸雄 新ひだか 沖田 忠幸 468± 01：26．25 61．8�
59 オモロイシャチョウ 牡3鹿 56

55 ☆小崎 綾也 �ミキハウスHKサービス 野中 賢二 浦河 村中牧場 500－ 4 〃 クビ 9．3�
714 ハ リ ー 牡3鹿 56 福永 祐一馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 424－ 61：26．3クビ 3．1�
47 ゾ ン コ ラ ン 牡3鹿 56 岩田 康誠吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 482＋ 51：26．4� 5．1	
815 クールヤシャマル 牡3鹿 56 小牧 太川上 哲司氏 清水 久詞 浦河 笹島 政信 530－10 〃 アタマ 32．3

611 ワンダーエクラタン 牡3栗 56 国分 恭介山本 信行氏 森田 直行 様似 スイートフアーム 486± 01：26．5クビ 18．1�
12 アスクノメガミ 牝3黒鹿54 藤岡 佑介廣崎利洋HD� 中内田充正 平取 清水牧場 460 ―1：26．71� 85．7�
35 シゲルノコギリダイ 牡3鹿 56 太宰 啓介森中 蕃氏 千田 輝彦 浦河 王蔵牧場 502－ 4 〃 アタマ 22．4
48 セイヴァイタル 牡3栗 56

54 △義 英真金田 成基氏 服部 利之 浦河 ヒダカフアーム 452－ 21：26．8� 8．5�
24 セイカタクト 牡3黒鹿 56

54 △城戸 義政久米 大氏 田中 章博 新冠 シンユウフアーム 446－ 21：26．9� 472．1�
816 メイショウピーター 牡3黒鹿56 池添 謙一松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 448 ―1：27．11 122．3�
36 ダイシンザーゲ 牝3黒鹿54 横山 典弘大八木信行氏 千田 輝彦 日高 中原牧場 488－101：27．41� 151．3�
510 マーティンクリベー 牡3鹿 56 和田 竜二大戸 志浦氏 沖 芳夫 新ひだか 高橋 修 472＋ 61：28．25 22．5�
23 アドベンチャー 牡3栗 56 藤岡 康太西村新一郎氏 村山 明 新ひだか 田原橋本牧場 520 ―1：29．47 144．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，435，600円 複勝： 39，628，200円 枠連： 17，241，900円
馬連： 47，541，500円 馬単： 23，648，600円 ワイド： 29，166，800円
3連複： 66，906，600円 3連単： 80，795，600円 計： 329，364，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 310円 � 210円 � 960円 枠 連（1－7） 1，080円

馬 連 �� 2，660円 馬 単 �� 4，850円

ワ イ ド �� 1，260円 �� 6，930円 �� 3，500円

3 連 複 ��� 44，050円 3 連 単 ��� 186，550円

票 数

単勝票数 計 244356 的中 � 25180（4番人気）
複勝票数 計 396282 的中 � 33851（6番人気）� 57023（3番人気）� 8907（10番人気）
枠連票数 計 172419 的中 （1－7） 12323（5番人気）
馬連票数 計 475415 的中 �� 13829（12番人気）
馬単票数 計 236486 的中 �� 3656（21番人気）
ワイド票数 計 291668 的中 �� 6158（15番人気）�� 1064（52番人気）�� 2126（39番人気）
3連複票数 計 669066 的中 ��� 1139（122番人気）
3連単票数 計 807956 的中 ��� 314（586番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．5―12．2―12．6―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．5―35．0―47．2―59．8―1：12．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．3―3F38．1
3 1，15（2，10）13（7，11）（6，12）8（5，9）（4，14）－16－3 4 1（2，15）13，10（7，11）（6，12）（8，14）5（4，9）－16＝3

勝馬の
紹 介

バトルハルトマン �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2016．1．17 中京2着

2013．3．25生 牡3栗 母 ノルブリンカ 母母 シ ー ズ ア ン 5戦1勝 賞金 8，700，000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 サダムギフテッド号
（非抽選馬） 1頭 マリノトップレディ号

10076 4月16日 晴 良 （28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

713 インペラトーレ 牡3鹿 56 福永 祐一吉澤 克己氏 松田 国英 新ひだか 桜井牧場 450－101：48．3 17．9�
817 フ ォ ン ス 牡3黒鹿56 川田 将雅 H.H．シェイク・モハメド 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 486＋ 8 〃 クビ 18．2�
715 リライアブルエース 牡3黒鹿56 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486 ―1：48．4� 3．5�
12 ロ ビ ー ナ 牝3青鹿54 川島 信二加藤 徹氏 荒川 義之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438＋101：48．5クビ 55．2�
11 メーテルリンク 牡3鹿 56 C．ルメール 近藤 英子氏 中尾 秀正 伊達 宮井 孝典 486－ 41：48．6� 8．4�
611 サ ン テ ル モ 牡3鹿 56 岩田 康誠 �サンデーレーシング 高野 友和 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486＋ 21：48．7� 18．2	
48 ショウナンラテール 牡3鹿 56 松田 大作国本 哲秀氏 中村 均 安平 追分ファーム 442± 0 〃 クビ 5．1

24 ディライトクライ 牡3栗 56 田辺 裕信 �シルクレーシング 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 502± 01：49．01� 35．7�
818 ミッキーディナシー 牝3黒鹿54 M．デムーロ野田みづき氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 402－ 8 〃 クビ 3．3�
47 ハギノカエラ 牝3栗 54 松山 弘平安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 410－ 41：49．32 49．2
510 メイショウティグレ 牡3黒鹿56 武 幸四郎松本 好雄氏 本田 優 浦河 太陽牧場 444－ 41：49．51� 158．7�
35 クレッシェレ 牡3黒鹿56 松岡 正海布施 光章氏 本田 優 むかわ 上水牧場 460＋ 21：49．71� 246．7�
23 シャイニーレディ 牝3栗 54 菱田 裕二小林 昌志氏 湯窪 幸雄 平取 雅 牧場 468－ 2 〃 クビ 506．7�
816 ルドルフィーナ 牡3青鹿56 武 豊 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新冠 村上 欽哉 460－ 41：49．8� 32．2�
36 デンコウセドナ 牡3鹿 56 池添 謙一田中 康弘氏 南井 克巳 様似 中脇 一幸 526± 01：49．9� 30．3�
714 ア ラ シ 牡3鹿 56 小林 徹弥國立 治氏 山内 研二 日高 三城牧場 446 ―1：50．21� 354．5�
612 マ グ レ ブ 牡3鹿 56 小牧 太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 安田 隆行 新ひだか 岡田スタツド 468－ 21：50．3クビ 90．4�
59 ダノンハナフブキ 牡3鹿 56 横山 典弘�ダノックス 千田 輝彦 日高 オリオンファーム 440－ 61：52．0大差 37．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 32，750，500円 複勝： 50，018，000円 枠連： 17，580，900円
馬連： 58，315，700円 馬単： 27，813，200円 ワイド： 35，989，800円
3連複： 78，016，900円 3連単： 94，193，900円 計： 394，678，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，790円 複 勝 � 420円 � 420円 � 180円 枠 連（7－8） 570円

馬 連 �� 13，400円 馬 単 �� 30，230円

ワ イ ド �� 3，520円 �� 1，410円 �� 1，560円

3 連 複 ��� 17，950円 3 連 単 ��� 190，220円

票 数

単勝票数 計 327505 的中 � 14571（5番人気）
複勝票数 計 500180 的中 � 27353（6番人気）� 27383（5番人気）� 87721（3番人気）
枠連票数 計 175809 的中 （7－8） 23771（1番人気）
馬連票数 計 583157 的中 �� 3371（42番人気）
馬単票数 計 278132 的中 �� 690（83番人気）
ワイド票数 計 359898 的中 �� 2580（40番人気）�� 6644（12番人気）�� 5987（13番人気）
3連複票数 計 780169 的中 ��� 3259（56番人気）
3連単票数 計 941939 的中 ��� 359（558番人気）

ハロンタイム 12．9―11．2―11．8―12．7―12．7―12．5―11．0―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．1―35．9―48．6―1：01．3―1：13．8―1：24．8―1：36．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

インペラトーレ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 Kingmambo デビュー 2015．11．1 東京3着

2013．3．20生 牡3鹿 母 クイーンエタニティ 母母 チコリーベル 5戦1勝 賞金 7，550，000円
※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。
（非抽選馬） 8頭 アグネスザルーツ号・アルケミスト号・オーパ号・コスモスコルピウス号・サワヤカミスター号・

シャイニーサンダー号・スズカウルトラ号・ホンマカイナ号



10077 4月16日 晴 良 （28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 � クールゼファー 牝3芦 54 和田 竜二橋元 勇氣氏 吉村 圭司 米 Rabbah Blood-
stock LLC 520－ 21：21．8 1．3�

611 ダブルスキップ 牝3黒鹿 54
52 △城戸 義政ザ・チャンピオンズ 飯田 雄三 新ひだか チャンピオンズファーム 412 ―1：22．54 117．0�

816 マ リ エ ラ 牡3鹿 56 田辺 裕信栗山 良子氏 �島 一歩 日高 新井 昭二 520＋20 〃 クビ 38．7�
48 アイムウィッシング 牝3鹿 54 松山 弘平 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム 426－ 61：22．71	 69．2�
714 ラ ン ス タ ン 牝3鹿 54 小林 徹弥田所 英子氏 安達 昭夫 日高 天羽牧場 440－221：22．8
 14．9�
715� アドヴァントアロー 牡3栗 56 国分 優作�ラ・メール 松下 武士 英 Granham Farm

Partnership B462－ 21：23．01	 163．7	
612 トーホウリリー 牝3栗 54 岩田 康誠東豊物産� 高橋 亮 日高 竹島 幸治 424 ―1：23．21	 22．6

11 ジャストセーブラブ 牝3鹿 54 武 豊�ノースヒルズ 小崎 憲 新冠 株式会社

ノースヒルズ 440－ 4 〃 アタマ 63．9�
817 マルヨプラード 牡3栗 56 藤岡 佑介野村 春行氏 牧田 和弥 日高 前野牧場 480 ― 〃 クビ 19．4�
24 ワンアームドシザー 牡3鹿 56 藤岡 康太小阪 優友氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム 500± 01：23．41	 26．6
47 ネオヴァモス 牡3鹿 56 荻野 琢真小林 仁幸氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 476 ― 〃 クビ 133．8�
510 ミ サ キ 牝3鹿 54

53 ☆小崎 綾也原 �子氏 平田 修 新ひだか 岡田スタツド 450＋ 61：23．5
 31．0�
713 メイショウルヴァン 牡3鹿 56 酒井 学松本 好雄氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 480－ 21：23．92
 174．9�
36 シルバージュビリー 牝3栗 54 福永 祐一吉田 和美氏 池添 学 浦河 �川 啓一 436－121：24．11
 13．2�
35 カ イ 牡3栗 56 川田 将雅�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 440＋ 61：24．41
 10．8�
23 ボ ン ニ デ ー 牝3黒鹿54 松田 大作堀 祥子氏 渡辺 薫彦 日高 シンボリ牧場 468 ―1：25．14 143．6�
12 メイショウシノビ 牡3鹿 56 太宰 啓介松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 まるとみ冨岡牧場 492 ―1：25．84 223．2�
818 ニホンピロワンダー 牝3鹿 54 柴田 未崎小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 佐竹 学 444 ―1：26．01	 52．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 24，335，200円 複勝： 86，189，200円 枠連： 17，805，700円
馬連： 45，555，400円 馬単： 33，909，200円 ワイド： 29，187，100円
3連複： 59，846，800円 3連単： 104，961，100円 計： 401，789，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 1，690円 � 690円 枠 連（5－6） 1，120円

馬 連 �� 5，440円 馬 単 �� 6，340円

ワ イ ド �� 2，250円 �� 790円 �� 39，810円

3 連 複 ��� 48，520円 3 連 単 ��� 129，630円

票 数

単勝票数 計 243352 的中 � 143186（1番人気）
複勝票数 計 861892 的中 � 651792（1番人気）� 3282（14番人気）� 8571（9番人気）
枠連票数 計 178057 的中 （5－6） 12320（4番人気）
馬連票数 計 455554 的中 �� 6488（14番人気）
馬単票数 計 339092 的中 �� 4007（19番人気）
ワイド票数 計 291871 的中 �� 3301（21番人気）�� 9982（7番人気）�� 181（118番人気）
3連複票数 計 598468 的中 ��� 925（105番人気）
3連単票数 計1049611 的中 ��� 587（292番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．4―11．9―11．4―11．3―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．6―35．0―46．9―58．3―1：09．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�クールゼファー �
�
父 Street Cry �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2016．1．10 京都5着

2013．3．23生 牝3芦 母 Desert Song 母母 Justenuffheart 5戦1勝 賞金 8，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ニホンピロワンダー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年5月16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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 8頭 エイシンヒアゴーズ号・ジョンブリアン号・タランテュー号・ヒルノサルバドール号・ヒロンスキー号・

メイショウダイウン号・リュウセイ号・レッドボルテクス号

10078 4月16日 晴 良 （28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

46 イーストオブザサン 牡3黒鹿56 岩田 康誠三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 464－ 21：52．7 6．0�
23 ダノンレーザー 牡3栗 56 川田 将雅�ダノックス 中内田充正 新ひだか 千代田牧場 516－ 41：52．8� 6．5�
610 スーパーライナー 牡3鹿 56 福永 祐一谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 492＋ 41：52．9クビ 1．9�
59 マイネルアトゥー 牡3青鹿56 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 436＋ 21：53．11� 19．2�
34 ダンツエンペラー 牡3鹿 56

54 △城戸 義政山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 岡田スタツド 454－ 8 〃 アタマ 83．8�
814 メイショウダッサイ 牡3黒鹿 56

54 △義 英真松本 好雄氏 飯田 祐史 新ひだか グランド牧場 474－ 81：53．42 264．1	
22 ガ ウ ェ イ ン 牡3鹿 56 太宰 啓介西森 鶴氏 目野 哲也 平取 二風谷ファーム 480＋ 21：53．6� 124．6

11 ラタンドレス 牝3鹿 54 菱田 裕二 �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 452－ 4 〃 アタマ 158．2�
611 トウショウジャイロ 牡3黒鹿56 池添 謙一トウショウ産業� 角田 晃一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 502－10 〃 クビ 14．9�
47 カネトシクレスト 牡3鹿 56 秋山真一郎兼松 忠男氏 大橋 勇樹 浦河 山下 恭茂 514－ 41：53．8� 6．9
815 デルマチャチャ 牝3鹿 54

53 ☆小崎 綾也浅沼 廣幸氏 藤沢 則雄 日高 ファニーヒルファーム 486－ 2 〃 ハナ 18．3�
712 セカンドエフォート 牡3青鹿56 C．ルメール �シルクレーシング 村山 明 安平 ノーザンファーム 494± 0 〃 ハナ 15．2�
35 タガノファサネイト 牡3鹿 56 田中 健八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 446－121：55．07 230．1�
713 ヤマニンエスペロス 牡3鹿 56 松岡 正海土井 肇氏 中村 均 浦河 廣田 伉助 508＋ 81：55．42� 401．5�
58 オ フ ク ヒ メ 牝3黒鹿54 藤岡 佑介山田 裕仁氏 松下 武士 浦河 金成吉田牧場 436＋ 21：56．14 138．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 28，160，200円 複勝： 51，725，600円 枠連： 17，177，300円
馬連： 67，630，000円 馬単： 34，111，200円 ワイド： 36，880，000円
3連複： 83，837，000円 3連単： 119，548，900円 計： 439，070，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 140円 � 150円 � 110円 枠 連（2－4） 1，000円

馬 連 �� 2，330円 馬 単 �� 4，140円

ワ イ ド �� 590円 �� 220円 �� 290円

3 連 複 ��� 1，120円 3 連 単 ��� 11，380円

票 数

単勝票数 計 281602 的中 � 37034（2番人気）
複勝票数 計 517256 的中 � 85337（2番人気）� 67838（3番人気）� 163435（1番人気）
枠連票数 計 171773 的中 （2－4） 13279（3番人気）
馬連票数 計 676300 的中 �� 22469（8番人気）
馬単票数 計 341112 的中 �� 6176（17番人気）
ワイド票数 計 368800 的中 �� 13606（9番人気）�� 47112（1番人気）�� 33345（2番人気）
3連複票数 計 838370 的中 ��� 56040（2番人気）
3連単票数 計1195489 的中 ��� 7615（40番人気）

ハロンタイム 12．5―10．6―12．9―12．6―12．9―12．7―12．7―12．7―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．1―36．0―48．6―1：01．5―1：14．2―1：26．9―1：39．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

イーストオブザサン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2015．11．22 京都11着

2013．3．14生 牡3黒鹿 母 タックスシェルター 母母 タックスヘイブン 8戦2勝 賞金 21，100，000円
〔制裁〕 タガノファサネイト号の騎手田中健は，前検量の際に所定の検量時刻に遅れたことについて過怠金10，000円。
※オフクヒメ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



10079 4月16日 晴 良 （28阪神2）第7日 第7競走 ��
��2，000�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
1：57．8
1：56．1

良
良

23 フロリダパンサー 牡5青鹿57 太宰 啓介吉田 照哉氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 486－ 22：00．1 6．7�
610 インターンシップ 牡5鹿 57 福永 祐一近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 454± 02：00．52� 3．8�
47 ダブルイーグル 牡8鹿 57 酒井 学田邉 康子氏 西橋 豊治 むかわ フラット牧場 478± 02：00．6� 17．8�
611 オリハルコン 牡5黒鹿57 C．ルメール �G1レーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 542－ 62：00．7クビ 3．5�
815 マイネルレオーネ 牡4黒鹿57 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 新ひだか 真歌田中牧場 402－ 22：00．91	 20．4�
35 
 エバーハーモニー 牡4黒鹿57 秋山真一郎 	社台レースホース長浜 博之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋122：01．43 61．7

814 アグネスミニッツ 牡5栗 57 菱田 裕二渡辺公美子氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 508＋102：01．5� 175．0�
713 ケルンダッシュ 牡4鹿 57 武 豊深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 486－ 4 〃 クビ 4．2�
22 アドマイヤウイング 牝5鹿 55 藤岡 康太近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 486＋ 42：01．6� 160．5
46 
 ノ ア ブ ギ ー 牡4栗 57 松田 大作中島 稔氏 坪 憲章 平取 原田 新治 486＋ 22：01．81	 279．6�
58 � ストリートオベロン 牡4黒鹿57 国分 優作門野 重雄氏 大竹 正博 米 Winches-

ter Farm 464－ 42：01．9� 83．7�
34 ヘ イ ム ダ ル 牡4黒鹿 57

55 △義 英真岡田 牧雄氏 宮 徹 浦河 谷川牧場 496± 02：02．0� 8．6�
11 アンバーグリスキー 牡4鹿 57 藤岡 佑介青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム B444－ 4 〃 ハナ 65．1�
712 ウイングジャパン 牡4栗 57 松岡 正海池田 實氏 中村 均 新ひだか 増本 良孝 500＋182：02．42� 60．3�
59 �
 サイバーロイド 牡5黒鹿57 松山 弘平山本 英俊氏 角居 勝彦 米

John D. Gunther, Eurow-
est Bloodstock Services
& Nicole Gunther

506＋ 42：03．46 46．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 23，563，700円 複勝： 41，833，500円 枠連： 17，807，800円
馬連： 62，491，600円 馬単： 30，414，800円 ワイド： 33，652，300円
3連複： 79，885，200円 3連単： 107，100，900円 計： 396，749，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 210円 � 160円 � 330円 枠 連（2－6） 700円

馬 連 �� 1，350円 馬 単 �� 3，140円

ワ イ ド �� 530円 �� 1，420円 �� 950円

3 連 複 ��� 5，940円 3 連 単 ��� 30，100円

票 数

単勝票数 計 235637 的中 � 28127（4番人気）
複勝票数 計 418335 的中 � 51785（4番人気）� 79516（2番人気）� 27205（6番人気）
枠連票数 計 178078 的中 （2－6） 19489（3番人気）
馬連票数 計 624916 的中 �� 35675（6番人気）
馬単票数 計 304148 的中 �� 7250（11番人気）
ワイド票数 計 336523 的中 �� 17336（6番人気）�� 5855（18番人気）�� 8952（11番人気）
3連複票数 計 798852 的中 ��� 10074（19番人気）
3連単票数 計1071009 的中 ��� 2579（98番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―12．6―12．2―12．0―11．8―11．9―12．1―11．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．1―35．7―47．9―59．9―1：11．7―1：23．6―1：35．7―1：47．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フロリダパンサー �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．1．12 京都7着

2011．5．9生 牡5青鹿 母 ピューマカフェ 母母 セトフローリアンⅡ 23戦2勝 賞金 42，082，000円

10080 4月16日 晴 良 （28阪神2）第7日 第8競走 ��2，000�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
2：01．0
2：01．0

不良
不良

812 オースミラナキラ 牡4鹿 57 川島 信二�オースミ 荒川 義之 浦河 �川 啓一 504＋ 42：05．5 3．3�
44 ニホンピロシナバー 牡4青鹿57 和田 竜二小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 片岡牧場 496－ 6 〃 クビ 6．1�
22 キングカヌヌ 牡4芦 57 岩田 康誠 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム B502－ 62：05．71 3．7�
710 アガスティア 牡5黒鹿57 松山 弘平 �サンデーレーシング 池添 兼雄 安平 追分ファーム 520＋ 42：05．91� 35．9�
55 � デルマコテツ 牡5栗 57 松岡 正海浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 452＋ 42：06．53� 17．6	
67 オンワードハンター 牡5鹿 57

56 ☆小崎 綾也樫山 章子氏 村山 明 浦河 オンワード牧場 466＋ 22：06．71	 5．2

56 � スリーマキシマム 牡5鹿 57

55 △城戸 義政永井商事� 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 494＋182：06．8クビ 131．2�
811 ウイングアクティブ 牡4鹿 57 福永 祐一池田 實氏 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 462－ 62：07．22� 8．5�
79 パープルパルピナ 牡5鹿 57

55 △義 英真中野 銀十氏 福島 信晴 新ひだか 三石川上牧場 500－ 22：07．3� 214．7
33 � タイセイエナジー 牡4栗 57 田辺 裕信田中 成奉氏 菊川 正達 新ひだか 千代田牧場 476＋ 4 〃 ハナ 68．0�
68 ハ ド ウ ホ ウ 牡4黒鹿57 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 浦河 笹地牧場 524＋ 22：07．83 129．0�
11 アスクティターン 牡4鹿 57 岡田 祥嗣廣崎 利洋氏 藤原 英昭 新ひだか 藤原牧場 490＋ 22：08．33 10．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 25，103，000円 複勝： 42，002，800円 枠連： 16，305，300円
馬連： 64，891，100円 馬単： 31，820，100円 ワイド： 33，021，700円
3連複： 80，961，200円 3連単： 119，428，800円 計： 413，534，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 170円 � 140円 枠 連（4－8） 890円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 2，060円

ワ イ ド �� 430円 �� 330円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，540円 3 連 単 ��� 7，860円

票 数

単勝票数 計 251030 的中 � 59801（1番人気）
複勝票数 計 420028 的中 � 76504（2番人気）� 57953（4番人気）� 80593（1番人気）
枠連票数 計 163053 的中 （4－8） 14187（3番人気）
馬連票数 計 648911 的中 �� 46484（4番人気）
馬単票数 計 318201 的中 �� 11576（5番人気）
ワイド票数 計 330217 的中 �� 18888（6番人気）�� 26384（2番人気）�� 20780（4番人気）
3連複票数 計 809612 的中 ��� 39204（3番人気）
3連単票数 計1194288 的中 ��� 11014（12番人気）

ハロンタイム 12．5―12．0―12．1―13．6―12．5―12．5―12．0―12．7―12．5―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．5―36．6―50．2―1：02．7―1：15．2―1：27．2―1：39．9―1：52．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オースミラナキラ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 フサイチコンコルド デビュー 2015．2．21 京都7着

2012．3．25生 牡4鹿 母 オースミハルカ 母母 ホッコーオウカ 6戦2勝 賞金 17，500，000円



10081 4月16日 晴 良 （28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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

44 ゼンノタヂカラオ 牡3黒鹿56 川田 将雅大迫久美子氏 中内田充正 新冠 村上 欽哉 504＋ 42：01．0 3．9�
11 ロードヴァンドール 牡3栗 56 四位 洋文 �ロードホースクラブ 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム 470－ 8 〃 クビ 7．0�
55 ノ ガ ロ 牡3栗 56 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 514－ 42：01．21� 3．3�
78 キャノンストーム 牡3黒鹿56 福永 祐一前田 幸治氏 笹田 和秀 新冠 株式会社

ノースヒルズ 494－ 42：01．3クビ 31．4�
33 ホットファイヤー 牡3鹿 56 武 豊西田 彰宏氏 松元 茂樹 日高 スマイルファーム 458＋ 2 〃 クビ 26．6�
22 アグネスフォルテ 牡3栗 56 松山 弘平渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 440－ 42：01．51� 11．7	
66 リングオブハピネス 牝3栗 54 秋山真一郎五影 慶則氏 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 444－ 42：01．6� 87．3

79 ダノンシャルマン 牡3鹿 56 C．ルメール�ダノックス 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム 498－ 62：01．7� 3．0�
67 ラスイエットロス 牝3鹿 54 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 新冠 ビッグレッドファーム 402－ 6 〃 ハナ 30．6�
810 スズカバーディー 牡3黒鹿56 太宰 啓介永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか グランド牧場 424－ 62：02．23 70．4
811 スパーキングジョイ 牡3栗 56 藤岡 康太幅田 京子氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 490＋ 2 〃 クビ 165．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 37，834，900円 複勝： 48，771，300円 枠連： 17，280，300円
馬連： 95，828，400円 馬単： 47，048，700円 ワイド： 46，051，600円
3連複： 123，025，800円 3連単： 220，895，400円 計： 636，736，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 130円 � 170円 � 130円 枠 連（1－4） 1，700円

馬 連 �� 1，610円 馬 単 �� 2，730円

ワ イ ド �� 470円 �� 230円 �� 530円

3 連 複 ��� 1，300円 3 連 単 ��� 8，460円

票 数

単勝票数 計 378349 的中 � 77249（3番人気）
複勝票数 計 487713 的中 � 112467（1番人気）� 62932（4番人気）� 97501（2番人気）
枠連票数 計 172803 的中 （1－4） 7877（5番人気）
馬連票数 計 958284 的中 �� 46126（5番人気）
馬単票数 計 470487 的中 �� 12924（10番人気）
ワイド票数 計 460516 的中 �� 23167（4番人気）�� 59392（3番人気）�� 20227（6番人気）
3連複票数 計1230258 的中 ��� 70822（2番人気）
3連単票数 計2208954 的中 ��� 18924（21番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―12．6―12．4―12．2―12．1―12．3―11．8―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．8―36．4―48．8―1：01．0―1：13．1―1：25．4―1：37．2―1：49．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．9―3F35．6
1
3
・（1，7）9，8，3（4，5）2－6（10，11）
1，7，8（3，9）（4，5）（2，6，11）10

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

勝馬の
紹 介

ゼンノタヂカラオ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．7．19 中京2着

2013．1．6生 牡3黒鹿 母 ダイヤモンドビコー 母母 ステラマドリッド 8戦2勝 賞金 30，193，000円

10082 4月16日 晴 良 （28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 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：43．9

良
良

715 バ イ ガ エ シ 牡4黒鹿57 藤岡 佑介菅藤 宗一氏 作田 誠二 浦河 野表 俊一 510＋ 61：46．8 3．5�
35 サウンドバーニング 牡4鹿 57 福永 祐一増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 422＋ 21：47．01 8．4�
59 ブレイヴリー 牡5鹿 57 国分 恭介岡田 牧雄氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド B490－ 2 〃 クビ 66．1�
12 スズカルパン 牡7鹿 57 和田 竜二永井 宏明氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 468＋ 21：47．1クビ 21．6�
11 ショウボート 牡4栗 57 C．ルメール 馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 474± 0 〃 クビ 3．3�
612 サイモンラムセス 牡6鹿 57 M．デムーロ澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 B448＋ 2 〃 アタマ 5．3�
818 パドルウィール 牡5芦 57 藤岡 康太 	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 492± 01：47．31� 12．5

611 シ ン ダ ー ズ 牝4青鹿55 太宰 啓介 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 458＋ 41：47．4	 262．0�
36 テーオービックバン 牡5栗 57 田辺 裕信小笹 公也氏 藤岡 健一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B502＋ 41：47．61� 11．9�
24 タガノエンブレム 牡6青鹿57 四位 洋文八木 良司氏 斉藤 崇史 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476± 0 〃 クビ 25．6
816 セトノフラッパー 牝6栗 55 松田 大作難波 澄子氏 南井 克巳 千歳 社台ファーム 462± 0 〃 ハナ 123．5�
713 サンセットスカイ 牡6栗 57 武 豊前田 晋二氏 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478－ 61：47．7クビ 36．6�
47 ビオラフォーエバー 
5栗 57 岩田 康誠熊澤 浩樹氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 460± 01：47．8� 58．5�
510 ミッキータイガー 牡6鹿 57 小牧 太野田みづき氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 490－ 6 〃 ハナ 114．1�
817 コウエイワンマン 牡5黒鹿57 松山 弘平西岡 静男氏 川村 禎彦 新ひだか 田上 稔 532－101：47．9� 77．3�
714 ジュエルメーカー 牝4黒鹿55 秋山真一郎前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 494－ 8 〃 クビ 166．1�
48 メイショウヤマホコ 牡6黒鹿57 横山 典弘松本 好雄氏 藤沢 則雄 日高 天羽牧場 466± 0 〃 アタマ 65．9�
23 ジ ュ ヒ ョ ウ 牡4黒鹿57 池添 謙一 �グリーンファーム高野 友和 千歳 社台ファーム 414＋ 61：48．32� 139．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 42，089，400円 複勝： 73，982，700円 枠連： 34，962，600円
馬連： 137，815，200円 馬単： 56，812，400円 ワイド： 66，544，300円
3連複： 186，106，500円 3連単： 239，919，100円 計： 838，232，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 170円 � 250円 � 1，100円 枠 連（3－7） 930円

馬 連 �� 1，660円 馬 単 �� 2，520円

ワ イ ド �� 640円 �� 3，180円 �� 4，650円

3 連 複 ��� 22，490円 3 連 単 ��� 77，680円

票 数

単勝票数 計 420894 的中 � 94277（2番人気）
複勝票数 計 739827 的中 � 142446（2番人気）� 76255（4番人気）� 13277（10番人気）
枠連票数 計 349626 的中 （3－7） 28843（4番人気）
馬連票数 計1378152 的中 �� 64245（5番人気）
馬単票数 計 568124 的中 �� 16858（7番人気）
ワイド票数 計 665443 的中 �� 28437（5番人気）�� 5221（32番人気）�� 3545（44番人気）
3連複票数 計1861065 的中 ��� 6204（69番人気）
3連単票数 計2399191 的中 ��� 2239（238番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．4―12．2―12．7―12．5―11．5―11．0―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．7―35．1―47．3―1：00．0―1：12．5―1：24．0―1：35．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バ イ ガ エ シ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2014．7．20 函館6着

2012．3．23生 牡4黒鹿 母 ナイストップクイン 母母 ゼルマジョーンズ 8戦3勝 賞金 47，030，000円



10083 4月16日 晴 良 （28阪神2）第7日 第11競走 ��
��1，800�第21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，27．4．18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，27．4．17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 36，000，000円 14，000，000円 9，000，000円 5，400，000円 3，600，000円
付 加 賞 567，000円 162，000円 81，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

59 � アウォーディー 牡6鹿 57 武 豊前田 幸治氏 松永 幹夫 米 North Hills
Management B506＋ 41：49．9 1．8�

816 アスカノロマン 牡5栗 58 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 526＋ 21：50．0	 5．3�

12 サージェントバッジ 牡4黒鹿56 M．デムーロ大塚 亮一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B500± 01：50．53 23．4�
11 クリソライト 牡6鹿 58 川田 将雅 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B502＋ 1 〃 クビ 8．9�
23 ロワジャルダン 牡5鹿 57 横山 典弘 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 496－ 61：50．6	 4．9�
815 ショウナンアポロン 牡6鹿 57 松岡 正海国本 哲秀氏 古賀 史生 洞
湖 メジロ牧場 506－ 41：50．91	 63．3	
24 � イッシンドウタイ 牡7鹿 56 田辺 裕信�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 520＋ 2 〃 ハナ 33．3

47 トップディーヴォ 牡4鹿 56 四位 洋文�コオロ 昆 貢 新冠 細川農場 484± 01：51．0	 38．7�
48 キングヒーロー 牡7黒鹿56 小牧 太伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 小松 隆弘 510＋ 81：51．1� 544．2�
35 サンマルデューク 牡7黒鹿56 武士沢友治相馬 勇氏 小島 太 日高 田端牧場 504－ 41：51．31 40．3
510 マイネルクロップ 牡6芦 56 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新ひだか グランド牧場 510－ 21：51．4	 220．4�
611 ローマンレジェンド 牡8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 530＋14 〃 クビ 48．2�
612 ソ ロ ル 牡6黒鹿56 藤岡 康太 �サンデーレーシング 中竹 和也 安平 追分ファーム 512＋ 81：51．61 271．6�
36 ヴァンヌーヴォー 牡7鹿 56 秋山真一郎 H.H．シェイク・モハメド 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B502－ 61：51．7	 381．2�
713 トウショウフリーク 牡9鹿 56 池添 謙一トウショウ産業� 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 498＋ 41：51．8� 193．2�
714 センチュリオン 牡4黒鹿56 C．ルメール 窪田 康志氏 田村 康仁 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 512＋ 21：53．07 29．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 136，209，300円 複勝： 185，954，300円 枠連： 75，555，300円
馬連： 426，520，200円 馬単： 212，553，700円 ワイド： 194，206，500円
3連複： 619，425，400円 3連単： 1，136，149，000円 計： 2，986，573，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 160円 � 440円 枠 連（5－8） 460円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 670円

ワ イ ド �� 270円 �� 1，070円 �� 2，130円

3 連 複 ��� 4，340円 3 連 単 ��� 10，620円

票 数

単勝票数 計1362093 的中 � 588000（1番人気）
複勝票数 計1859543 的中 � 611149（1番人気）� 272986（3番人気）� 66177（7番人気）
枠連票数 計 755553 的中 （5－8） 126152（2番人気）
馬連票数 計4265202 的中 �� 636270（2番人気）
馬単票数 計2125537 的中 �� 235024（2番人気）
ワイド票数 計1942065 的中 �� 215365（2番人気）�� 42973（11番人気）�� 20835（25番人気）
3連複票数 計6194254 的中 ��� 106866（13番人気）
3連単票数 計11361490 的中 ��� 77493（23番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―13．1―12．1―12．1―12．1―12．2―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．1―36．2―48．3―1：00．4―1：12．5―1：24．7―1：37．0

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

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

勝馬の
紹 介

�アウォーディー �
�
父 Jungle Pocket �

�
母父 Sunday Silence デビュー 2012．12．24 阪神4着

2010．5．10生 牡6鹿 母 Heavenly Romance 母母 First Act 29戦7勝 賞金 192，480，000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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 アメリカンウィナー号・キクノソル号

10084 4月16日 晴 良 （28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

815 スズカシャーマン 牝5芦 55 秋山真一郎永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新ひだか 藤沢牧場 456－ 41：24．5 8．8�
24 ロスヴァイセ 牝5黒鹿55 藤岡 佑介 �キャロットファーム 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 468－10 〃 クビ 5．8�
713 マコトカンパネッロ 牝4栗 55 藤岡 康太�ディアマント 岩戸 孝樹 様似 出口 繁夫 446＋ 61：24．6クビ 20．0�
11 マーティンオート 牝6鹿 55 和田 竜二大戸 志浦氏 沖 芳夫 新ひだか 高橋 修 496－ 21：24．7� 9．5�
47 アイムユアドリーム 牝5栗 55 池添 謙一ユアストーリー 安田 隆行 平取 坂東牧場 448－ 41：24．8クビ 26．7	
59 メイショウナゴミ 牝4青鹿 55

53 △義 英真松本 好
氏 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 450－10 〃 クビ 32．8�
510 ベルフィオーレ 牝5黒鹿55 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム B448－ 41：24．9クビ 6．6�
714 ヴェルメンティーノ 牝5栗 55

53 △城戸 義政吉川 朋宏氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム B438＋121：25．11� 183．2
816 スモーダリング 牝4黒鹿55 松田 大作 H.H．シェイク・モハメド 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 488－101：25．2クビ 43．2�
35 メジャーガラメキ 牝4栗 55 川田 将雅髙野 哲氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 472± 01：25．3� 4．6�
611 ティアップブロンド 牝4栗 55 国分 優作田中 昇氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 B510＋ 6 〃 クビ 10．0�
23 フォルゴラーレ 牝4黒鹿 55

52 ▲坂井 瑠星藤田 孟司氏 吉村 圭司 日高 モリナガファーム 484－ 41：25．4� 106．2�
12 ウインクルキラリ 牝6栗 55 太宰 啓介塚本 能交氏 高橋 亮 新ひだか 安田 豊重 478－ 81：25．61� 229．8�
612 サンレイルージュ 牝4鹿 55 小牧 太永井 啓弍氏 西橋 豊治 様似 様似共栄牧場 454－ 21：26．66 53．9�
48 スマートグレイス 牝4栗 55 武 豊大川 徹氏 河内 洋 新ひだか 飛野牧場 B470± 01：27．02� 7．5�
36 ア サ ケ ゴ マ 牝6芦 55 水口 優也大橋 堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 488＋ 21：28．610 11．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，193，600円 複勝： 61，218，000円 枠連： 33，843，900円
馬連： 140，816，600円 馬単： 56，183，000円 ワイド： 68，090，400円
3連複： 185，606，600円 3連単： 244，751，100円 計： 830，703，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 880円 複 勝 � 300円 � 240円 � 430円 枠 連（2－8） 2，430円

馬 連 �� 2，870円 馬 単 �� 6，850円

ワ イ ド �� 980円 �� 1，570円 �� 2，010円

3 連 複 ��� 13，070円 3 連 単 ��� 81，470円

票 数

単勝票数 計 401936 的中 � 36234（5番人気）
複勝票数 計 612180 的中 � 53369（6番人気）� 72330（2番人気）� 34249（9番人気）
枠連票数 計 338439 的中 （2－8） 10787（13番人気）
馬連票数 計1408166 的中 �� 37966（12番人気）
馬単票数 計 561830 的中 �� 6145（32番人気）
ワイド票数 計 680904 的中 �� 18358（7番人気）�� 11125（23番人気）�� 8589（31番人気）
3連複票数 計1856066 的中 ��� 10649（51番人気）
3連単票数 計2447511 的中 ��� 2178（317番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．2―33．2―44．8―57．4―1：10．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．3―3F39．7
3 8＝（4，12）14（5，7）（1，6）11－13，2，16，3，9－15，10 4 8＝4，12（1，14，7）5（11，6）13－16，2（3，15）9－10

勝馬の
紹 介

スズカシャーマン �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 タマモクロス デビュー 2013．11．3 京都18着

2011．2．25生 牝5芦 母 シャドウリング 母母 アームサンサン 23戦4勝 賞金 45，050，000円
〔制裁〕 ティアップブロンド号の騎手国分優作は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番）
〔その他〕 サンレイルージュ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 サンレイルージュ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成28年5月16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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 メイショウタラチネ号
（非抽選馬） 4頭 ジョディーズロマン号・ナンゴクロマンス号・ハナズインパルス号・メイショウルンバ号



（28阪神2）第7日 4月16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 187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

225，520，000円
2，530，000円
6，800，000円
1，740，000円
25，020，000円
75，804，000円
5，134，000円
1，795，200円

勝馬投票券売得金
456，186，800円
744，421，700円
290，213，100円
1，234，174，300円
602，676，100円
624，031，400円
1，687，858，700円
2，632，897，000円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 8，272，459，100円

総入場人員 15，847名 （有料入場人員 14，967名）
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