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10025 4月1日 曇 重 （29阪神2）第3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

611 ナムラムート 牡3栗 56 松山 弘平奈村 睦弘氏 森田 直行 日高 いとう牧場 490＋101：11．2 5．2�
12 スズカアカデミー 牡3鹿 56 酒井 学永井 啓弍氏 藤沢 則雄 むかわ 新井牧場 482－ 41：11．41� 17．2�
510 ヒロシゲスマート 牡3鹿 56 小牧 太阿尾 浩和氏 作田 誠二 浦河 安藤牧場 462± 01：12．14 11．0�
48 シゲルドラネコ 牡3鹿 56

55 ☆岩崎 翼森中 蕃氏 柴田 光陽 池田 高橋 正三 448＋ 21：12．2� 99．4�
24 ニシノキャプテン 牡3鹿 56 M．デムーロ西山 茂行氏 田所 秀孝 新冠 村上 欽哉 474－ 21：12．3� 1．5�
35 サクセスエナジー 牡3黒鹿56 和田 竜二髙嶋 哲氏 北出 成人 新冠 タニグチ牧場 514 ― 〃 クビ 14．2�
23 シュライエンシチー 牡3鹿 56 北村 友一 	友駿ホースクラブ 西園 正都 新ひだか 飛野牧場 496－101：13．04 17．1

815 ダムガルヌンナ 牝3鹿 54 菱田 裕二原田 豊氏 石橋 守 浦河 杵臼牧場 426＋ 41：13．1クビ 216．1�
612 トウケイシンシテイ 牡3黒鹿 56

55 ☆加藤 祥太木村 信彦氏 池添 兼雄 新ひだか 中田 浩美 452± 0 〃 アタマ 176．2�
36 ゴールドメモリアル 牝3黒鹿54 大下 智竹原 孝昭氏 作田 誠二 新冠 三村 卓也 452＋ 41：13．73� 196．3
47 テイエムガリバー 牡3栗 56 松若 風馬竹園 正繼氏 山内 研二 新冠 中地 義次 490－ 61：13．8� 43．3�
816 ナガラエンカ 牝3鹿 54

52 △坂井 瑠星長良レーシングクラブ 五十嵐忠男 浦河 グラストレーニ
ングセンター 442＋ 41：14．01� 31．0�

714 シュートザスター 牡3鹿 56
53 ▲森 裕太朗�槇本牧場 浜田多実雄 日高 槇本牧場 446 ―1：14．21� 84．1�

59 サダムベッピンサン 牝3鹿 54 幸 英明大西 定氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 394＋ 61：14．3� 55．8�
713 フ リ ッ カ 牝3栗 54 浜中 俊門野 重雄氏 岡田 稲男 新ひだか フジワラフアーム 422－181：15．04 48．9�
11 グッドパートナー 牝3栗 54

53 ☆義 英真冨沢 敦子氏 崎山 博樹 新ひだか 高橋 義浩 394 ―1：15．32 215．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，750，200円 複勝： 117，621，400円 枠連： 13，581，100円
馬連： 50，857，000円 馬単： 33，050，500円 ワイド： 37，489，800円
3連複： 80，824，800円 3連単： 125，974，500円 計： 485，149，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 460円 � 1，230円 � 610円 枠 連（1－6） 3，480円

馬 連 �� 3，380円 馬 単 �� 5，560円

ワ イ ド �� 870円 �� 570円 �� 1，420円

3 連 複 ��� 5，000円 3 連 単 ��� 22，230円

票 数

単勝票数 計 257502 的中 � 39421（2番人気）
複勝票数 計1176214 的中 � 71865（2番人気）� 23763（4番人気）� 50975（3番人気）
枠連票数 計 135811 的中 （1－6） 3021（10番人気）
馬連票数 計 508570 的中 �� 11650（8番人気）
馬単票数 計 330505 的中 �� 4451（16番人気）
ワイド票数 計 374898 的中 �� 11052（8番人気）�� 17523（5番人気）�� 6535（13番人気）
3連複票数 計 808248 的中 ��� 12109（15番人気）
3連単票数 計1259745 的中 ��� 4107（64番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．6―11．8―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．8―46．6―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナムラムート �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 キンググローリアス デビュー 2016．12．25 中山2着

2014．5．16生 牡3栗 母 ナムラテンニョ 母母 トネスボウス 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グッドパートナー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年5月1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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ノアサンキュウ号

10026 4月1日 曇 重 （29阪神2）第3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

24 ベディヴィア 牡3栗 56 M．デムーロ �社台レースホース野中 賢二 千歳 社台ファーム 456－ 61：53．0 2．6�
47 ペガサスシャーイン 牡3芦 56 幸 英明田畑 利彦氏 西村 真幸 浦河 秋場牧場 534－ 2 〃 アタマ 3．5�
611 カガヒーロー 牡3栗 56 秋山真一郎香川 憲次氏 谷 潔 新ひだか 山際 智 446－ 41：53．32 35．6�
510 サンライズカラマ 牡3栗 56

55 ☆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 484＋ 61：53．4クビ 4．1�

11 ワンダーウマス 牡3鹿 56 高倉 稜山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか 白井 吉美 486＋241：53．82� 50．9�
36 パリンジェネシス 牡3黒鹿56 松若 風馬 �キャロットファーム 清水 久詞 洞�湖 レイクヴィラファーム 510－ 61：54．75 6．1	
714 デンコウグロリアス 牡3鹿 56 古川 吉洋田中 康弘氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 470－ 41：54．9� 152．8

23 ニホンピロモリー 牝3黒鹿54 柴田 未崎小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 468－ 41：55．75 433．2�
815 アザブジュウバン 牝3鹿 54 菱田 裕二市川義美ホール

ディングス� 石橋 守 平取 坂東牧場 462－ 6 〃 ハナ 87．9
612 サクラヴァンガード 牡3鹿 56 国分 優作�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 谷岡スタット 536＋221：55．8� 106．9�
12 ホウオウプライド 牡3鹿 56

54 △坂井 瑠星小笹 芳央氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 456 ―1：57．410 97．7�
816 タイセイキーマン 牡3黒鹿56 小牧 太田中 成奉氏 宮本 博 日高 アイズスタッド株式会社 498＋ 21：57．71� 118．3�
48 ヒミノクリスエス �3黒鹿 56

53 ▲森 裕太朗佐々木八郎氏 鈴木 孝志 平取 原田 新治 B488－201：58．33� 91．7�
59 ダンツワープ 牡3黒鹿56 田中 健山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 538－ 41：58．72� 257．8�
35 バレステロス 牡3黒鹿56 藤懸 貴志市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 日高 天羽 禮治 494－ 42：13．1大差 352．6�
713 ロードスタルディ 牡3鹿 56 川田 将雅 �ロードホースクラブ 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム 490－ 8 （競走中止） 12．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，135，100円 複勝： 40，366，800円 枠連： 13，255，000円
馬連： 52，711，000円 馬単： 28，778，700円 ワイド： 33，500，400円
3連複： 75，248，700円 3連単： 108，527，500円 計： 381，523，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 110円 � 150円 � 430円 枠 連（2－4） 330円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 620円

ワ イ ド �� 210円 �� 1，020円 �� 1，240円

3 連 複 ��� 2，950円 3 連 単 ��� 7，580円

票 数

単勝票数 計 291351 的中 � 87187（1番人気）
複勝票数 計 403668 的中 � 142245（1番人気）� 67046（3番人気）� 13687（6番人気）
枠連票数 計 132550 的中 （2－4） 30371（1番人気）
馬連票数 計 527110 的中 �� 104992（1番人気）
馬単票数 計 287787 的中 �� 34620（1番人気）
ワイド票数 計 335004 的中 �� 51508（1番人気）�� 7400（10番人気）�� 5995（12番人気）
3連複票数 計 752487 的中 ��� 19128（8番人気）
3連単票数 計1085275 的中 ��� 10376（18番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―13．4―13．1―12．4―12．5―12．5―12．6―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．7―37．1―50．2―1：02．6―1：15．1―1：27．6―1：40．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ベディヴィア �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．10．30 京都7着

2014．5．12生 牡3栗 母 ペディクラリス 母母 マチカネベニザクラ 4戦1勝 賞金 7，600，000円
〔発走状況〕 バレステロス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 ロードスタルディ号は，競走中に疾病〔左第1趾骨粉砕骨折〕を発症したため向正面で競走中止。
〔調教再審査〕 バレステロス号は，発走調教再審査。
〔その他〕 バレステロス号は，競走中に疾病〔心房細動〕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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヒミノクリスエス号・ダンツワープ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年5月

1日まで平地競走に出走できない。

第２回 阪神競馬 第３日



10027 4月1日 曇 稍重 （29阪神2）第3日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時55分 （芝・右・外）

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
1：44．5
1：43．9

良
良

24 ブラックスビーチ 牝3鹿 54 福永 祐一山本 英俊氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 444＋ 61：48．0 3．5�
713 エレクトロニカ 牝3鹿 54 C．ルメール �社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム 414＋101：48．21� 6．2�
59 テーオービクトリー 牝3鹿 54 菱田 裕二小笹 公也氏 岡田 稲男 日高 ヤナガワ牧場 466－ 8 〃 ハナ 8．5�
48 ケアリイカイ 牝3鹿 54 松若 風馬守内 満氏 高橋 義忠 新冠 高瀬牧場 450 ―1：48．62� 42．6�
510 カデナダムール 牝3鹿 54 M．デムーロ �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 450 ―1：48．81� 4．0�
816 ユイフィーユ 牝3青鹿54 武 豊	キーファーズ 池江 泰寿 浦河 三嶋牧場 472－ 21：48．9� 4．6

715 カリーニョミノル 牝3鹿 54 国分 恭介吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 474－ 81：49．53� 51．7�
47 ハギノエスカーダ 牝3鹿 54 幸 英明日隈 良江氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 432＋ 81：49．6クビ 78．6�
35 ア ル テ ー ロ 牝3鹿 54 浜中 俊 �サンデーレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 432± 01：49．92 9．3
817 クリスティヴィッツ 牝3黒鹿54 川須 栄彦�髙昭牧場 高橋 康之 浦河 高昭牧場 454 ―1：50．53� 321．5�
714 アフロディーテ 牝3鹿 54

52 △荻野 極近藤 英子氏 寺島 良 登別 青藍牧場 412－ 41：50．92� 227．2�
23 キョウワヒラリー 牝3鹿 54 秋山真一郎�協和牧場 角田 晃一 新冠 協和牧場 486＋ 61：51．0� 44．8�
611 エスシージン 牝3栗 54

51 ▲川又 賢治工藤 圭司氏 西橋 豊治 浦河 高松牧場 446－ 21：51．2� 307．7�
612 ブルースガール 牝3黒鹿54 松山 弘平福井 明氏 鈴木 孝志 浦河 辻 牧場 418 ―1：51．62� 250．7�
12 タガノフューチャー 牝3鹿 54 川島 信二八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 470＋ 41：51．7� 207．0�
818 ハヤブサピクシー 牝3鹿 54 北村 友一武田 修氏 吉田 直弘 浦河 ガーベラパー

クスタツド 390± 01：52．01� 69．6�
36 エナジーハピネス 牝3黒鹿 54

53 ☆小崎 綾也 	キャピタル・システム 中尾 秀正 浦河 宮内牧場 484＋141：52．42� 219．1�
11 カネトシジュテーム 牝3鹿 54

53 ☆岩崎 翼兼松 昌男氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 448－ 61：54．1大差 177．0�
（18頭）

売 得 金
単勝： 27，775，500円 複勝： 46，651，200円 枠連： 14，909，100円
馬連： 61，119，900円 馬単： 28，533，100円 ワイド： 38，661，200円
3連複： 81，449，100円 3連単： 100，899，200円 計： 399，998，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 140円 � 180円 � 190円 枠 連（2－7） 970円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 2，000円

ワ イ ド �� 410円 �� 500円 �� 740円

3 連 複 ��� 3，010円 3 連 単 ��� 12，570円

票 数

単勝票数 計 277755 的中 � 62723（1番人気）
複勝票数 計 466512 的中 � 96906（1番人気）� 61742（4番人気）� 57257（5番人気）
枠連票数 計 149091 的中 （2－7） 11842（5番人気）
馬連票数 計 611199 的中 �� 50816（2番人気）
馬単票数 計 285331 的中 �� 10663（5番人気）
ワイド票数 計 386612 的中 �� 24989（2番人気）�� 19942（7番人気）�� 12745（11番人気）
3連複票数 計 814491 的中 ��� 20283（13番人気）
3連単票数 計1008992 的中 ��� 5817（45番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．7―12．4―12．5―12．6―11．9―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．3―35．0―47．4―59．9―1：12．5―1：24．4―1：36．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．1―3F35．5
3 1，3（4，6）5（14，18）（2，9，15）（10，16）（7，13）11（8，17）－12 4 ・（1，3）（4，5）18（2，14，6，15，16）（9，10，13，17）（7，11）8－12

勝馬の
紹 介

ブラックスビーチ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Kingmambo デビュー 2016．11．13 京都6着

2014．3．3生 牝3鹿 母 ビジュアルショック 母母 Reach for the Moon 4戦1勝 賞金 9，000，000円
〔その他〕 カネトシジュテーム号は，競走中終始外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エナジーハピネス号・カネトシジュテーム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成29年5月1日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 カンナ号・シゲルキツネ号・ナルハヤ号・バプティシア号・ハートクレスト号

10028 4月1日 曇 稍重 （29阪神2）第3日 第4競走 ��
��2，400�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
2：24．2
2：22．1

良
良

23 ハギノアレス 牡3鹿 56 M．デムーロ安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 490± 02：28．9 2．7�
815 ス プ マ ン テ 牡3青鹿56 C．ルメール 石川 達絵氏 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 482－ 8 〃 クビ 7．4�
510 コールストーム 牡3鹿 56 和田 竜二�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 494± 0 〃 ハナ 10．7�
11 ロ キ 牡3黒鹿56 酒井 学野嶋 祥二氏 松下 武士 浦河 林 孝輝 468＋ 22：29．11� 11．3�
12 トーシンキング 牡3青鹿56 柴田 未崎長井 純一氏 田所 秀孝 新冠 ヤマタケ牧場 462± 02：29．41	 25．5�
59 ピエナアラシ 牡3鹿 56 幸 英明本谷 兼三氏 谷 潔 浦河 まるとみ冨岡牧場 466－ 82：29．5	 16．0	
24 プレイングアローン 牡3黒鹿56 福永 祐一�ノースヒルズ 安田 隆行 千歳 社台ファーム 482－ 22：30．45 4．0

47 マイネルシルバリー 牡3芦 56 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新ひだか グランド牧場 506＋ 22：30．6	 113．1�
612 タイセイバロン 牡3鹿 56

54 △荻野 極田中 成奉氏 西村 真幸 日高 タバタファーム 500＋ 2 〃 クビ 21．7�
36 スプリングボックス 牡3黒鹿56 松若 風馬田 昌久氏 寺島 良 日高 出口牧場 474＋ 22：30．91	 8．6�
816 シュヴァルノーブル 牝3栗 54

51 ▲川又 賢治�富田牧場 斉藤 崇史 浦河 富田牧場 392± 02：31．43 293．2�
611 ア ナ ザ 牡3鹿 56 川島 信二杉澤 光雄氏 松元 茂樹 新ひだか 片山牧場 B470＋ 22：31．61� 117．2�
713 サマープリンス 牡3黒鹿56 高田 潤前田 亘輝氏 湯窪 幸雄 新ひだか 千代田牧場 472－ 22：31．81 46．0�
714 ナムラストレート 牡3鹿 56 高倉 稜奈村 信重氏 福島 信晴 様似 林 時春 488＋ 6 〃 クビ 221．4�
48 バーニングテイスト 牝3鹿 54

52 △城戸 義政 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 B486± 02：32．54 341．5�

35 ダイシングレート 牡3黒鹿56 川須 栄彦大八木信行氏 梅田 智之 新冠 隆栄牧場 488± 02：34．2大差 272．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，686，500円 複勝： 45，136，100円 枠連： 19，147，800円
馬連： 52，278，800円 馬単： 28，173，500円 ワイド： 37，991，600円
3連複： 77，997，900円 3連単： 98，886，500円 計： 386，298，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 230円 � 310円 枠 連（2－8） 570円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 1，540円

ワ イ ド �� 380円 �� 680円 �� 1，270円

3 連 複 ��� 3，340円 3 連 単 ��� 11，050円

票 数

単勝票数 計 266865 的中 � 78752（1番人気）
複勝票数 計 451361 的中 � 112474（1番人気）� 44775（3番人気）� 30122（7番人気）
枠連票数 計 191478 的中 （2－8） 25726（3番人気）
馬連票数 計 522788 的中 �� 37302（2番人気）
馬単票数 計 281735 的中 �� 13643（3番人気）
ワイド票数 計 379916 的中 �� 28047（2番人気）�� 14062（7番人気）�� 7113（15番人気）
3連複票数 計 779979 的中 ��� 17512（8番人気）
3連単票数 計 988865 的中 ��� 6485（23番人気）

ハロンタイム 12．8―11．7―12．6―13．0―12．8―12．8―12．8―12．1―11．9―11．8―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．8―24．5―37．1―50．1―1：02．9―1：15．7―1：28．5―1：40．6―1：52．5―2：04．3―2：16．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハギノアレス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 アドマイヤムーン デビュー 2016．12．24 阪神3着

2014．5．31生 牡3鹿 母 ハギノアーク 母母 ハギノスプレンダー 5戦1勝 賞金 9，550，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダイシングレート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年5月1日まで平地競

走に出走できない。



10029 4月1日 曇 稍重 （29阪神2）第3日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時15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

47 ローズストリート 牝3鹿 54 酒井 学 H.H．シェイク・モハメド 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 490＋ 41：52．0 3．0�

612 マイネルブロッケン 牡3青鹿56 国分 恭介 �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 B428－ 41：52．32 33．9�

36 ナムラカブト 牡3黒鹿56 M．デムーロ奈村 信重氏 中村 均 新ひだか 平野牧場 494－ 21：52．51� 9．5�
816 タスクフォース 牡3鹿 56 C．ルメール 窪田 康志氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 534－ 2 〃 アタマ 3．7�
714 サトノプライム 牡3鹿 56 福永 祐一里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 486－ 41：52．6クビ 3．1�
24 エジステンツァ 牡3鹿 56 藤岡 佑介 	社台レースホース藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B470－ 81：52．7� 26．2

611 アルムチャレンジ 牡3黒鹿56 幸 英明﨑川美枝子氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 480－ 21：52．8	 17．6�
713 テイエムアンムート 牝3黒鹿 54

53 ☆岩崎 翼竹園 正繼氏 柴田 光陽 日高 日高テイエム
牧場株式会社 476± 0 〃 アタマ 93．7�

510 テイエムグッドマン 牡3鹿 56 古川 吉洋竹園 正繼氏 福島 信晴 新ひだか 本桐牧場 486－ 21：52．9	 24．1
35 カ カ ア コ 牝3栗 54

53 ☆小崎 綾也山住 勲氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 450＋ 41：53．0� 128．0�
59 メイショウイッポン 牡3鹿 56 小牧 太松本 和子氏 大橋 勇樹 様似 様似共栄牧場 484－ 21：53．1	 99．1�
11 ウインヒューゲル 牡3栗 56 松山 弘平�ウイン 宮 徹 新ひだか 久米 和夫 474－ 2 〃 アタマ 255．5�
23 イイコトバカリ 牝3鹿 54 松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 462－ 61：53．31� 32．5�
48 ブルベアパンサー 牡3栗 56

54 △荻野 極 �ブルアンドベア 沖 芳夫 新ひだか 三石川上牧場 450＋ 41：53．51 153．0�
12 マイネルフェアネス 牡3栗 56

53 ▲三津谷隼人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 浦河 斉藤英牧場 B500＋ 21：56．4大差 245．7�

815 パレスパラダイス 
3栗 56 川島 信二西村 豊氏 山内 研二 新冠 芳住 鉄兵 478－201：56．93 144．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 33，027，800円 複勝： 47，120，300円 枠連： 17，718，600円
馬連： 63，787，600円 馬単： 32，537，300円 ワイド： 44，999，200円
3連複： 98，209，400円 3連単： 123，173，300円 計： 460，573，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 170円 � 590円 � 250円 枠 連（4－6） 1，940円

馬 連 �� 6，130円 馬 単 �� 9，100円

ワ イ ド �� 2，270円 �� 770円 �� 3，760円

3 連 複 ��� 17，730円 3 連 単 ��� 86，690円

票 数

単勝票数 計 330278 的中 � 85293（1番人気）
複勝票数 計 471203 的中 � 91945（3番人気）� 16240（8番人気）� 47015（4番人気）
枠連票数 計 177186 的中 （4－6） 7069（8番人気）
馬連票数 計 637876 的中 �� 8055（19番人気）
馬単票数 計 325373 的中 �� 2681（29番人気）
ワイド票数 計 449992 的中 �� 5020（24番人気）�� 15805（5番人気）�� 2984（33番人気）
3連複票数 計 982094 的中 ��� 4154（46番人気）
3連単票数 計1231733 的中 ��� 1030（232番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―13．2―12．4―12．6―12．2―12．2―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．3―37．5―49．9―1：02．5―1：14．7―1：26．9―1：39．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．5―3F37．3
1
3

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

勝馬の
紹 介

ローズストリート �
�
父 ストリートセンス �

�
母父 Sky Mesa デビュー 2016．10．10 京都4着

2014．2．10生 牝3鹿 母 バラッドローズ 母母 Darling My Darling 4戦2勝 賞金 14，050，000円
〔発走状況〕 アルムチャレンジ号・サトノプライム号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 アルムチャレンジ号・サトノプライム号は，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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 クリノライメイ号・クールデザイン号・パイオニアシーザー号

10030 4月1日 曇 稍重 （29阪神2）第3日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系4歳以上

発走12時45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 375，000
375，000

円
円� コースレコード

中央レコード
1：19．9
1：19．0

良
良

713 サプルマインド 牝4鹿 55 川田 将雅 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 446± 01：22．1 3．1�
59 ダノンブライト 牡5青鹿57 和田 竜二�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 476± 0 〃 クビ 5．2�
47 レ イ リ オ ン 牝4鹿 55 福永 祐一 �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 432＋ 41：22．41� 4．3�
817 ナ ー ウ ル 牝4青鹿55 武 豊金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 日高 日高大洋牧場 472－ 2 〃 ハナ 42．3�
11 アイムウィッシング 牝4鹿 55 松若 風馬 �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 448＋ 8 〃 アタマ 60．1	
23 エスカラード 牡4鹿 57

54 ▲森 裕太朗 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 鈴木 孝志 新ひだか 岡田スタツド 470－12 〃 同着 163．1


816 ファンタサイズ 牡4鹿 57
55 △坂井 瑠星 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 434－ 81：22．61	 15．5�

12 
 サダムリスペクト 牡5鹿 57 松山 弘平大西美生子氏 中尾 秀正 新ひだか 神垣 道弘 474＋ 6 〃 アタマ 16．2�
36 リングオブハピネス 牝4栗 55 藤岡 康太五影 慶則氏 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 470－ 41：22．7� 117．6
715 ダノンプレシャス 牡4青鹿57 浜中 俊�ダノックス 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 466＋101：22．8� 34．5�
612 フェザリータッチ 牡4鹿 57 北村 友一 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 450＋ 81：22．9� 18．7�
35 オメガタックスマン 牡5鹿 57 C．ルメール 原 �子氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 468＋ 2 〃 ハナ 6．4�
818
 ワンダースニュマン 牝4鹿 55 川須 栄彦山本 信行氏 羽月 友彦 浦河 大島牧場 486± 01：23．0� 279．4�
714 ウインクルスーパー 牝4鹿 55 太宰 啓介塚本 能交氏 高橋 亮 日高 竹島 幸治 478＋121：23．1クビ 122．7�
510 インペラトーレ 牡4鹿 57 幸 英明吉澤 克己氏 松田 国英 新ひだか 桜井牧場 454－ 4 〃 ハナ 68．1�
48 
 センターフォワード 4鹿 57 小牧 太馬場 祥晃氏 斉藤 崇史 日高 ファーミングヤナキタ 458－15 〃 ハナ 351．5�
611 アラモアナワヒネ 牝4栗 55

53 △荻野 極横瀬 兼二氏 池添 兼雄 新冠 対馬 正 468－ 81：23．31	 190．1�
24 ジョンブリアン 牝4黒鹿55 M．デムーロ �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 464＋ 4 〃 クビ 17．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 35，810，100円 複勝： 52，107，200円 枠連： 16，436，400円
馬連： 65，586，000円 馬単： 29，608，600円 ワイド： 44，462，900円
3連複： 94，899，400円 3連単： 110，660，100円 計： 449，570，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 190円 � 170円 枠 連（5－7） 680円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 1，290円

ワ イ ド �� 310円 �� 340円 �� 630円

3 連 複 ��� 1，600円 3 連 単 ��� 4，980円

票 数

単勝票数 計 358101 的中 � 90550（1番人気）
複勝票数 計 521072 的中 � 115824（1番人気）� 60592（4番人気）� 75964（3番人気）
枠連票数 計 164364 的中 （5－7） 18596（2番人気）
馬連票数 計 655860 的中 �� 61302（1番人気）
馬単票数 計 296086 的中 �� 17094（1番人気）
ワイド票数 計 444629 的中 �� 39018（1番人気）�� 34762（2番人気）�� 16517（7番人気）
3連複票数 計 948994 的中 ��� 44296（2番人気）
3連単票数 計1106601 的中 ��� 16100（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―35．2―46．6―58．2―1：10．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F35．5
3 ・（3，4）7（1，2，12）17（5，8，9）13（6，18）（10，16）（11，15）14 4 ・（3，4）7，1（2，12，17）5（8，9）（6，13）18（10，16）15，11，14

勝馬の
紹 介

サプルマインド �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Mtoto デビュー 2015．8．23 新潟1着

2013．2．24生 牝4鹿 母 シリアスアティテュード 母母 Zameyla 9戦2勝 賞金 28，120，000円
※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。
（非抽選馬） 1頭 アンジェリー号



10031 4月1日 晴 稍重 （29阪神2）第3日 第7競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走13時15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

510 ワキノハガクレ 牡5黒鹿57 小牧 太脇山 良之氏 松下 武士 新冠 平山牧場 426＋ 21：10．9 2．9�
11 コパノマイケル 牡4栗 57 福永 祐一小林 祥晃氏 村山 明 日高 三城牧場 B510－101：11．21� 3．6�
24 	 ワンダーヴァローレ 牡5鹿 57 小坂 忠士山本 信行氏 奥村 豊 浦河 荻伏三好フ

アーム 516± 01：11．41
 104．2�
713 スーパーライナー 牡4鹿 57 松山 弘平谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム B508－ 21：11．5
 8．6�
612 イソノヴィグラス 牡4栗 57 岡田 祥嗣岩﨑 僖澄氏 作田 誠二 新冠 坂元牧場 474－ 6 〃 クビ 118．5�
35 サ ン キ ュ ー 牡4栗 57 藤懸 貴志市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 新ひだか 服部 健太郎 516－ 21：11．6クビ 55．9	
815 メイショウアタカマ 牡4鹿 57

55 △坂井 瑠星松本 和子氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 468± 01：11．81� 147．3

714 ブライティアレディ 牝4青鹿55 高倉 稜小林 昌志氏 福島 信晴 平取 雅 牧場 418± 0 〃 ハナ 23．1�
23 メイショウヤクシマ 牡4栗 57 武 豊松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 岡部牧場 466＋ 2 〃 ハナ 6．1�
36 キ ラ パ ワ ー 牡4栗 57 菱田 裕二山口 正行氏 石橋 守 浦河 中神牧場 458－ 21：12．01� 42．2
47 シルバーメール 牝4鹿 55 松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 444＋ 6 〃 ハナ 34．1�
611 カノヤカンザクラ 牡5栗 57 秋山真一郎神田アヤ子氏 橋口 慎介 日高 浜本牧場 522＋ 21：12．1� 43．2�
816 マルカメテオ 牡5栗 57 M．デムーロ日下部 猛氏 羽月 友彦 千歳 社台ファーム 494± 01：12．31� 7．4�
48 シゲルクロマグロ 牡4黒鹿57 幸 英明森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 大北牧場 B522± 0 〃 ハナ 157．0�
12 アテンフェスタ 牡4栗 57 川田 将雅河村 �平氏 寺島 良 浦河 多田 善弘 498＋221：12．4
 23．6�
59 マコトグナイゼナウ 牡5青鹿57 中谷 雄太�ディアマント �島 一歩 安平 ノーザンファーム 464± 01：12．71� 122．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，091，100円 複勝： 53，709，000円 枠連： 19，253，000円
馬連： 77，087，700円 馬単： 35，407，900円 ワイド： 48，879，500円
3連複： 102，794，700円 3連単： 129，213，300円 計： 502，436，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 120円 � 160円 � 1，450円 枠 連（1－5） 540円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 1，090円

ワ イ ド �� 240円 �� 3，620円 �� 5，530円

3 連 複 ��� 17，140円 3 連 単 ��� 61，550円

票 数

単勝票数 計 360911 的中 � 99542（1番人気）
複勝票数 計 537090 的中 � 159050（1番人気）� 87685（2番人気）� 5509（13番人気）
枠連票数 計 192530 的中 （1－5） 27506（1番人気）
馬連票数 計 770877 的中 �� 95731（1番人気）
馬単票数 計 354079 的中 �� 24144（1番人気）
ワイド票数 計 488795 的中 �� 64402（1番人気）�� 3055（35番人気）�� 1986（47番人気）
3連複票数 計1027947 的中 ��� 4496（52番人気）
3連単票数 計1292133 的中 ��� 1522（171番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．3―11．5―11．9―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．5―46．0―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワキノハガクレ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2014．12．13 中山12着

2012．4．19生 牡5黒鹿 母 ホーリーグレイル 母母 アンブロジン 29戦3勝 賞金 44，050，000円
※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 サンマルアリュール号

10032 4月1日 晴 稍重 （29阪神2）第3日 第8競走 ��3，140�三木ホースランドパークジャンプステークス
発走13時50分 （ 芝 ）

4歳以上；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金700万円毎1�増
（公財）三木山人と馬とのふれあいの森協会理事長賞（1着）

賞 品
本 賞 16，500，000円 6，600，000円 4，100，000円 2，500，000円 1，650，000円
付 加 賞 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード3：24．8良

57 メイショウソラーレ 牡7鹿 61 高田 潤松本 好雄氏 中内田充正 浦河 太陽牧場 504± 03：36．2 1．8�
814� メイショウオトコギ �8栗 60 白浜 雄造松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 太陽牧場 496－ 43：36．52 16．5�
813 ラ ス テ ラ 牝6鹿 60 鈴木 慶太岡田 牧雄氏 尾形 和幸 えりも 能登 浩 480－103：36．6クビ 26．7�
45 ウインアーマー 牡5栗 60 平沢 健治�ウイン 中村 均 新冠 コスモヴューファーム 478－ 4 〃 クビ 9．4�
46 マジェスティハーツ 牡7鹿 60 森 一馬 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 512－ 83：36．7� 4．4�
712� メイショウトキムネ 牡6鹿 60 小坂 忠士松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 464－ 43：37．65 124．7	
33 アイティテイオー 牡9栗 62 浜野谷憲尚一ノ瀬 恭氏 竹内 正洋 新冠 川島牧場 464－ 83：38．34 69．0

610 リスヴェリアート 牡7鹿 60 北沢 伸也�G1レーシング 松元 茂樹 安平 追分ファーム 454－ 43：38．51	 6．7�
34 ア ロ ヒ ラ ニ 牡8黒鹿62 石神 深一 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 450± 03：38．6� 17．8
22 リヴゴーシュ �5栗 61 林 満明�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 526＋ 23：38．81	 50．1�
711 メイショウセイウン 牡6栗 61 難波 剛健松本 好雄氏 湯窪 幸雄 浦河 磯野牧場 494－ 43：38．9� 89．6�
11 マイネルポルトゥス 牡5鹿 60 上野 翔 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 伸一 新ひだか 谷藤 弘美 496－ 63：39．0� 230．8�
58 アムールクエスト 牡8鹿 61 植野 貴也村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 480＋ 83：39．74 71．2�
69 トライアゲイン 牡6鹿 60 五十嵐雄祐�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 株式会社

ノースヒルズ 512－ 83：42．3大差 227．1�
（14頭）

売 得 金
単勝： 28，111，500円 複勝： 34，482，800円 枠連： 19，440，900円
馬連： 60，369，800円 馬単： 36，075，400円 ワイド： 36，055，000円
3連複： 89，496，800円 3連単： 143，149，500円 計： 447，181，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 120円 � 300円 � 410円 枠 連（5－8） 710円

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 1，260円

ワ イ ド �� 490円 �� 860円 �� 2，510円

3 連 複 ��� 5，660円 3 連 単 ��� 16，290円

票 数

単勝票数 計 281115 的中 � 121710（1番人気）
複勝票数 計 344828 的中 � 109734（1番人気）� 23077（5番人気）� 15516（7番人気）
枠連票数 計 194409 的中 （5－8） 20941（3番人気）
馬連票数 計 603698 的中 �� 41903（4番人気）
馬単票数 計 360754 的中 �� 21435（5番人気）
ワイド票数 計 360550 的中 �� 20164（4番人気）�� 10684（9番人気）�� 3453（25番人気）
3連複票数 計 894968 的中 ��� 11842（15番人気）
3連単票数 計1431495 的中 ��� 6369（45番人気）
上り 1マイル 1：48．1 4F 51．9－3F 38．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
13＝12－14（7，2）（3，10，6）5，11（4，8，9）－1
13－12－（7，14，5）－6（3，2）11，10－（4，8）1＝9

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

勝馬の
紹 介

メイショウソラーレ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2013．1．27 京都9着

2010．4．23生 牡7鹿 母 メイショウシスタス 母母 ブラッシングロマン 障害：5戦3勝 賞金 40，808，000円
※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） 1頭 ウインイルソーレ号
（非抽選馬） 3頭 アガスティア号・テイエムシシーポス号・ハギノセゾン号



10033 4月1日 晴 稍重 （29阪神2）第3日 第9競走 ��
��2，400�ア ザ レ ア 賞

発走14時25分 （芝・右・外）
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 189，000円 54，000円 27，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．2
2：22．1

良
良

33 アドミラブル 牡3鹿 56 M．デムーロ近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 514± 02：30．0 1．9�
22 アドマイヤロブソン 牡3鹿 56 C．ルメール 近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 504－ 22：30．53 2．3�
88 エーティーラッセン 牡3鹿 56 四位 洋文荒木 徹氏 木原 一良 新ひだか 前田牧場 478± 02：30．71� 10．8�
77 エンドゲーム 牡3鹿 56 浜中 俊 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 新冠 パカパカ

ファーム 496＋ 42：30．91 31．6�
66 エテレインミノル 牡3鹿 56 北村 友一吉岡 實氏 北出 成人 浦河 杵臼牧場 480－ 42：31．0� 16．0�
11 タガノシャルドネ 牡3鹿 56 和田 竜二八木 秀之氏 川村 禎彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 440± 0 〃 ハナ 32．7�
55 スパークルメノウ 牡3黒鹿56 福永 祐一島川 	哉氏 角居 勝彦 新ひだか 千代田牧場 456＋ 22：31．64 11．9

44 フ ァ ウ ス ト 牡3鹿 56 森 裕太朗清水 敏氏 石毛 善彦 厚真 大川牧場 434－242：33．19 153．6�

（8頭）

売 得 金
単勝： 50，213，900円 複勝： 84，328，300円 枠連： 発売なし
馬連： 100，128，900円 馬単： 61，929，400円 ワイド： 43，282，700円
3連複： 112，735，500円 3連単： 332，338，500円 計： 784，957，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 110円 � 140円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 180円 馬 単 �� 340円

ワ イ ド �� 120円 �� 300円 �� 290円

3 連 複 ��� 460円 3 連 単 ��� 1，440円

票 数

単勝票数 計 502139 的中 � 205316（1番人気）
複勝票数 計 843283 的中 � 239208（2番人気）� 420131（1番人気）� 52215（3番人気）
馬連票数 計1001289 的中 �� 430281（1番人気）
馬単票数 計 619294 的中 �� 134049（1番人気）
ワイド票数 計 432827 的中 �� 129476（1番人気）�� 28074（5番人気）�� 28909（3番人気）
3連複票数 計1127355 的中 ��� 180756（2番人気）
3連単票数 計3323385 的中 ��� 167113（4番人気）

ハロンタイム 12．9―12．2―13．4―13．7―12．8―12．8―13．1―13．0―12．4―11．0―10．9―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．9―25．1―38．5―52．2―1：05．0―1：17．8―1：30．9―1：43．9―1：56．3―2：07．3―2：18．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．1―3F33．7
1
3
8－7－5（1，6）3，2－4
8，3，5（7，6）（1，2）－4

2
4
8－7，5，6，1，3，2－4
8，3（5，6）（7，2）1－4

勝馬の
紹 介

アドミラブル �

父 ディープインパクト �


母父 シンボリクリスエス デビュー 2016．9．25 阪神9着

2014．3．23生 牡3鹿 母 スカーレット 母母 グレースアドマイヤ 3戦2勝 賞金 15，189，000円

10034 4月1日 晴 稍重 （29阪神2）第3日 第10競走 ��
��1，400�

ちゅうしゅん

ラジオ関西賞仲春特別
発走15時00分 （芝・右）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

ラジオ関西賞（1着）
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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．9
1：19．0

良
良

35 センセーション 牝6鹿 55 四位 洋文田所 英子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 B478－ 81：22．1 14．8�
46 キアロスクーロ �4黒鹿57 浜中 俊水上 行雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 494－ 2 〃 ハナ 6．1�
610 サフランハート 牡4鹿 57 武 豊海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 438＋ 2 〃 クビ 4．7�
22 ウェーブヒーロー 牡4鹿 57 和田 竜二万波 健二氏 平田 修 新冠 新冠橋本牧場 496± 01：22．2	 14．0�
23 メイショウシャチ 牡4鹿 57 菱田 裕二松本 好雄氏 石橋 守 浦河 本巣 敦 472－ 21：22．3クビ 103．8�
47 シャンデリアハウス 牝5黒鹿55 川田 将雅 �サンデーレーシング 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 460＋ 2 〃 ハナ 9．7	
11 リヴィエール 牝6芦 55 幸 英明杉山 忠国氏 斎藤 誠 新ひだか 明治牧場 476－121：22．4
 7．1

34 ナムラアッパー 牡6鹿 57 酒井 学奈村 信重氏 福島 信晴 浦河 谷川牧場 424－ 21：22．5	 77．3�
814 コ ウ セ ン 牡7鹿 57 北村 友一西村 專次氏 鈴木 伸尋 新冠 ヒカル牧場 490－16 〃 ハナ 36．3�
815 ノーブルルージュ 牝5黒鹿55 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 日高 門別牧場 454± 01：22．81	 116．0
59 フライングレディ 牝4黒鹿55 C．ルメール 金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 438＋ 2 〃 クビ 3．3�
58 ピュアコンチェルト 牝4鹿 55 古川 吉洋吉田 照哉氏 寺島 良 千歳 社台ファーム 436＋ 21：22．9クビ 113．2�
611 カレンバッドボーイ 牡7鹿 57 松山 弘平鈴木 隆司氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム B482－ 8 〃 クビ 65．5�
713� アースコレクション 牡4鹿 57 福永 祐一 �グリーンファーム尾関 知人 米

Nancy L. Terhune, Ern-
est Frohboese & The Un-
bridled’s Song Syndicate

538＋101：23．21	 8．8�
712 アローシルバー 牝5栗 55 熊沢 重文佐々木孝之氏 高橋 康之 日高 下河辺牧場 486± 01：23．3	 216．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 45，504，900円 複勝： 77，351，700円 枠連： 32，339，900円
馬連： 141，111，200円 馬単： 57，382，500円 ワイド： 72，959，100円
3連複： 185，536，100円 3連単： 244，838，900円 計： 857，024，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，480円 複 勝 � 300円 � 180円 � 180円 枠 連（3－4） 1，570円

馬 連 �� 2，950円 馬 単 �� 7，440円

ワ イ ド �� 930円 �� 970円 �� 540円

3 連 複 ��� 5，010円 3 連 単 ��� 38，100円

票 数

単勝票数 計 455049 的中 � 24569（8番人気）
複勝票数 計 773517 的中 � 56671（6番人気）� 123640（2番人気）� 120410（3番人気）
枠連票数 計 323399 的中 （3－4） 15900（6番人気）
馬連票数 計1411112 的中 �� 37035（15番人気）
馬単票数 計 573825 的中 �� 5778（37番人気）
ワイド票数 計 729591 的中 �� 19800（11番人気）�� 18943（12番人気）�� 36187（3番人気）
3連複票数 計1855361 的中 ��� 27745（18番人気）
3連単票数 計2448389 的中 ��� 4659（146番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．9―35．5―47．2―58．4―1：10．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

センセーション �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2014．5．25 新潟2着

2011．6．12生 牝6鹿 母 マ シ ュ ー ル 母母 Veil of Avalon 31戦3勝 賞金 62，397，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。

追 加 記 事（第 2回阪神競馬第 2日第 6競走）
〔その他〕　　ヒルノラッセル号は，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。



10035 4月1日 晴 稍重 （29阪神2）第3日 第11競走 ��
��1，400�コーラルステークス

発走15時35分 （ダート・右）
4歳以上，28．4．2以降29．3．26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 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 378，000円 108，000円 54，000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 スマートアヴァロン 牡5黒鹿56 M．デムーロ大川 徹氏 西園 正都 新ひだか グランド牧場 516± 01：22．3 1．9�
611 マッチレスヒーロー 牡6栗 54 和田 竜二�日進牧場 金成 貴史 浦河 日進牧場 B480－ 41：22．51� 13．9�
815 キタサンサジン 牡5栗 55 川須 栄彦�大野商事 梅田 智之 新ひだか 米田牧場 526± 01：22．6� 7．0�
47 サウススターマン 牡6黒鹿54 川田 将雅南波 壽氏 加用 正 新冠 武田 修一 522＋ 2 〃 クビ 5．7�
612 パーティードレス 牝6栗 52 浜中 俊原 	子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 478± 01：22．7� 13．5�
35 ナガラオリオン 牡8鹿 56 四位 洋文長良レーシングクラブ 大根田裕之 浦河 大島牧場 474± 0 〃 クビ 15．7	
816 ダノングッド 牡5栗 55 福永 祐一
ダノックス 村山 明 浦河 三嶋牧場 B506± 01：22．8クビ 18．0�
48 
 イ ッ テ ツ 牡5鹿 54 藤岡 康太林 正道氏 斎藤 誠 愛 Swordle-

stown Stud 482－ 81：22．9� 36．4�
24 トミケンユークアイ �8黒鹿52 秋山真一郎冨樫 賢二氏 和田 正道 浦河 バンブー牧場 492－12 〃 クビ 133．9
12 イースターパレード �8栗 54 松山 弘平
G1レーシング 平田 修 新ひだか 追分ファーム 524＋ 21：23．11� 130．3�
510 メイショウオセアン 牡6鹿 53 小牧 太松本 好�氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 542－ 41：23．2クビ 55．8�
713
 タ ー ル タ ン 牡9芦 57．5 C．ルメール グリーンフィールズ
 吉村 圭司 米 George Waggoner

Stables Inc. 514＋10 〃 クビ 16．8�
11 ポメグラネイト 牡6栗 54 藤岡 佑介畑佐 博氏 牧田 和弥 日高 天羽牧場 574＋ 81：23．3� 30．6�
36 フミノファルコン 牡7黒鹿52 太宰 啓介谷 二氏 目野 哲也 浦河 笹島 政信 534－14 〃 ハナ 200．4�
23 シ ゲ ル カ ガ 牡6鹿 54 酒井 学森中 蕃氏 谷 潔 浦河 馬道 繁樹 518＋ 21：23．4� 108．1�

（15頭）
714 ウォータールルド 牡9黒鹿55 幸 英明山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 76，015，800円 複勝： 129，502，300円 枠連： 56，849，100円
馬連： 270，401，600円 馬単： 127，535，500円 ワイド： 138，783，500円
3連複： 417，836，800円 3連単： 659，828，800円 計： 1，876，753，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 230円 � 180円 枠 連（5－6） 530円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 1，430円

ワ イ ド �� 420円 �� 350円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 2，560円 3 連 単 ��� 8，990円

票 数

単勝票数 計 760158 的中 � 305152（1番人気）
複勝票数 計1295023 的中 � 456217（1番人気）� 99907（4番人気）� 146343（3番人気）
枠連票数 計 568491 的中 （5－6） 82700（2番人気）
馬連票数 計2704016 的中 �� 189855（3番人気）
馬単票数 計1275355 的中 �� 66802（3番人気）
ワイド票数 計1387835 的中 �� 87281（3番人気）�� 106737（2番人気）�� 27691（13番人気）
3連複票数 計4178368 的中 ��� 122237（7番人気）
3連単票数 計6598288 的中 ��� 53183（20番人気）

ハロンタイム 12．0―10．3―11．6―12．1―11．9―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．3―33．9―46．0―57．9―1：09．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．4―3F36．3
3 8，3（4，10）15（2，7）（11，16）1（6，9，13）12，5 4 8，3（4，10）15（7，16）（2，11）（1，13）9（6，12）5
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5黒鹿 母 スズカブルーム 母母 イエローブルーム 22戦7勝 賞金 154，775，000円
〔出走取消〕 ウォータールルド号は，疾病〔右前肢跛行〕のため出走取消。
〔制裁〕 スマートアヴァロン号の騎手M．デムーロは，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：13番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ベルルミエール号・ポッドガイ号

10036 4月1日 晴 稍重 （29阪神2）第3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

11 ゴーザトップ 牡6栗 57 浜中 俊江口雄一郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 486－ 41：51．0 38．2�
813 ダノンレーザー 牡4栗 57 川田 将雅�ダノックス 中内田充正 新ひだか 千代田牧場 514－ 4 〃 ハナ 3．9�
711 アガスティア 牡6黒鹿57 熊沢 重文 �サンデーレーシング 池添 兼雄 安平 追分ファーム 538－ 21：51．1� 20．9�
610	 タガノジーニアス 牡4鹿 57 川島 信二八木 秀之氏 斉藤 崇史 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 504－ 41：51．2
 16．4�
22 ウェーブキング 牡5鹿 57 和田 竜二万波 健二氏 中尾 秀正 浦河 杵臼牧場 510± 01：51．62� 4．6	
814 メイショウブーケ 牝6栗 55 幸 英明松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 B470＋ 21：51．7クビ 114．5

45 � セ セ リ 牡6栗 57

54 ▲川又 賢治冨士井直哉氏 森 秀行 米 William Paca
Beatson Jr. 520＋ 81：51．91� 20．8�

33 クリスタルタイソン 4黒鹿57 藤岡 康太 Him Rock Racing 荒川 義之 日高 タバタファーム 492－ 6 〃 クビ 25．3�
46 サトノバリアント 牡6鹿 57

56 ☆�島 克駿里見 治氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 472＋201：52．0クビ 145．4
69 ネクストムーブ 牡4栗 57 M．デムーロ林 正道氏 清水 久詞 新ひだか 桜井牧場 512＋ 81：52．42� 5．5�
34 タガノスマイル 牝5鹿 55

54 ☆加藤 祥太八木 一雄氏 庄野 靖志 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 486＋ 41：52．72 22．3�

57 カフジナイサー 牡4黒鹿 57
54 ▲富田 暁加藤 守氏 木原 一良 新ひだか タイヘイ牧場 474＋101：53．76 6．5�

58 サンライズカラー 牡8鹿 57 岡田 祥嗣松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 552－141：53．91 177．1�
712 デ モ ニ オ 牡6青 57 C．ルメール �サンデーレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 498± 01：54．11� 6．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 55，691，200円 複勝： 80，830，200円 枠連： 34，548，500円
馬連： 147，821，700円 馬単： 60，272，000円 ワイド： 83，165，500円
3連複： 209，775，000円 3連単： 280，363，000円 計： 952，467，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，820円 複 勝 � 870円 � 190円 � 530円 枠 連（1－8） 8，860円

馬 連 �� 9，580円 馬 単 �� 26，980円

ワ イ ド �� 2，980円 �� 6，710円 �� 1，810円

3 連 複 ��� 51，430円 3 連 単 ��� 427，020円

票 数

単勝票数 計 556912 的中 � 11656（11番人気）
複勝票数 計 808302 的中 � 20385（11番人気）� 142522（2番人気）� 35465（7番人気）
枠連票数 計 345485 的中 （1－8） 3020（27番人気）
馬連票数 計1478217 的中 �� 11952（38番人気）
馬単票数 計 602720 的中 �� 1675（81番人気）
ワイド票数 計 831655 的中 �� 7190（37番人気）�� 3148（56番人気）�� 12043（20番人気）
3連複票数 計2097750 的中 ��� 3059（145番人気）
3連単票数 計2803630 的中 ��� 476（942番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―12．8―12．1―12．1―11．8―12．2―13．2―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．4―36．2―48．3―1：00．4―1：12．2―1：24．4―1：37．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゴーザトップ �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 マヤノトップガン デビュー 2013．12．8 阪神7着

2011．2．11生 牡6栗 母 カルチャートップ 母母 ジ ャ パ ン 18戦3勝 賞金 30，200，000円
〔制裁〕 ウェーブキング号の騎手和田竜二は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。
※アガスティア号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



（29阪神2）第3日 4月1日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 182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
厩務員出走奨励金

221，120，000円
12，940，000円
1，730，000円
24，420，000円
71，728，000円
5，546，800円
1，747，200円

勝馬投票券売得金
469，813，600円
809，207，300円
257，479，400円
1，143，261，200円
559，284，400円
660，230，400円
1，626，804，200円
2，457，853，100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 7，983，933，600円

総入場人員 12，863名 （有料入場人員 11，973名）
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