
10037 4月2日 晴 稍重 （29阪神2）第4日 第1競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走10時05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

12 ワンダープラヤアン 牡3栗 56 池添 謙一山本 信行氏 森田 直行 浦河 藤春 修二 474－ 41：25．2 19．4�
24 フィールドステイ 牡3鹿 56 古川 吉洋地田 勝三氏 西園 正都 新ひだか タイヘイ牧場 500＋ 81：25．3� 28．9�
23 ジョーアラビカ 牡3芦 56 岩田 康誠上田けい子氏 沖 芳夫 浦河 杵臼斉藤牧場 516＋101：25．62 10．3�
47 ミスターロンリー 牡3鹿 56 福永 祐一三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム B460＋ 61：25．7クビ 9．4�
612 マ ジ ョ ラ ム 牝3鹿 54 浜中 俊�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 438＋ 21：26．44 23．7�
11 ワンダーリアス 牝3鹿 54 荻野 琢真山本 信行氏 今野 貞一 浦河 グラストレーニ

ングセンター 450 ―1：26．5� 40．1	
35 ビップハーデス 牡3栗 56 中村 将之鈴木 邦英氏 松下 武士 新ひだか 山田牧場 500－ 41：26．71� 204．2

48 バ タ ラ 牡3黒鹿 56

54 △坂井 瑠星杉澤 光雄氏 五十嵐忠男 新冠 川島牧場 472＋ 2 〃 ハナ 213．9�
713 ザ ビ ッ グ 牡3黒鹿56 和田 竜二田畑 富子氏 西橋 豊治 浦河 小倉牧場 454－ 41：26．8� 3．2�
59 モードザナゲット 牝3黒鹿54 内田 博幸竹本いずみ氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 494－ 81：26．9クビ 66．7
36 バルコラベーロ 牡3栗 56 川須 栄彦 �サンデーレーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 486＋ 81：27．0� 47．8�
816	 アルファベット 牡3芦 56 C．ルメール 馬場 幸夫氏 石坂 正 米 Mr. & Mrs. Char-

les McGinnes 480－ 61：27．1� 1．9�
611 ヴィトンリード 牡3鹿 56 藤岡 佑介杉山 一穂氏 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 488± 01：27．63 65．5�
510 ホッコーペネロープ 牝3栗 54 川島 信二北幸商事� 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 488 ―1：27．92 170．6�
815 シゲルドーベルマン 牡3栗 56

55 ☆義 英真森中 蕃氏 高橋 康之 新冠 山岡ファーム 448－ 21：28．22 202．2�
714 イ ツ ジ ョ 牝3鹿 54 中井 裕二�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 484－ 21：28．4
 291．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，360，000円 複勝： 50，386，000円 枠連： 20，013，900円
馬連： 76，898，500円 馬単： 38，748，600円 ワイド： 44，523，500円
3連複： 102，507，800円 3連単： 151，279，800円 計： 518，718，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，940円 複 勝 � 560円 � 760円 � 310円 枠 連（1－2） 3，000円

馬 連 �� 20，150円 馬 単 �� 37，980円

ワ イ ド �� 3，450円 �� 2，210円 �� 2，550円

3 連 複 ��� 34，090円 3 連 単 ��� 284，130円

票 数

単勝票数 計 343600 的中 � 14119（5番人気）
複勝票数 計 503860 的中 � 22972（6番人気）� 16213（7番人気）� 47821（3番人気）
枠連票数 計 200139 的中 （1－2） 5156（11番人気）
馬連票数 計 768985 的中 �� 3148（33番人気）
馬単票数 計 387486 的中 �� 765（67番人気）
ワイド票数 計 445235 的中 �� 3308（29番人気）�� 5233（22番人気）�� 4501（25番人気）
3連複票数 計1025078 的中 ��� 2255（77番人気）
3連単票数 計1512798 的中 ��� 386（496番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．7―12．4―12．5―12．5―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―34．9―47．3―59．8―1：12．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワンダープラヤアン �
�
父 アルデバランⅡ �

�
母父 カリズマティック デビュー 2017．1．14 中山9着

2014．4．25生 牡3栗 母 ワンダーフウラン 母母 ワンダーアロマ 2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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 サウンドスカイメサ号
（非抽選馬） 5頭 アドレスマッチング号・ヴァルト号・オレノヴィジョン号・テイエムアラナミ号・テイエムアルドーレ号

10038 4月2日 晴 稍重 （29阪神2）第4日 第2競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走10時35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

815 ララメダイユドール 牡3鹿 56 和田 竜二フジイ興産� 今野 貞一 浦河 ヒダカフアーム 510± 01：54．2 10．2�
713� ファージンゲール 牝3鹿 54 C．ルメール 吉田 和美氏 吉村 圭司 米 Kaz Hill

Farm 462－101：54．51� 5．4�
22 テイエムダンシャク 牡3鹿 56

53 ▲森 裕太朗竹園 正繼氏 池添 学 日高 日高テイエム
牧場株式会社 488± 01：54．71	 7．8�

611� ホワイトドラゴン 牡3白 56 川田 将雅窪田 康志氏 
島 一歩 米 Patchen Wilkes
Farm, LLC 498＋ 21：54．8� 2．8�

35 リテラルフォース 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣村上 稔氏 佐藤 正雄 登別 ユートピア牧場 498＋ 21：54．9� 16．6�
814 ミアグレイス 牡3芦 56 藤岡 佑介吉田 晴哉氏 中内田充正 日高 日高大洋牧場 484 ―1：55．64 41．7	
11 � ラ ロ ー デ 牝3鹿 54 浜中 俊飯田 正剛氏 松田 国英 米 Chiyoda Farm,

Shizunai 480－ 41：56．02� 3．0

610 クールブルーズ 牡3黒鹿56 国分 優作川上 哲司氏 松下 武士 新ひだか 沖田 博志 474－161：56．1� 210．2�
712 ブ ル ノ 牡3栗 56 水口 優也北山 敏�氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 458＋ 4 〃 クビ 180．7
47 キ ャ ラ バ ン �3栗 56 岩田 康誠馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 474－ 61：56．2� 47．9�
46 マイフォルテ 牡3黒鹿56 福永 祐一窪田 康志氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 492－ 21：56．41� 90．7�
59 バイアストリート 牡3黒鹿 56

54 △荻野 極岡田 牧雄氏 平田 修 平取 稲原牧場 454＋121：56．5クビ 137．5�
23 バーディーズカフェ 牡3鹿 56 秋山真一郎田島 大史氏 中村 均 新冠 オリエント牧場 516－ 11：57．67 143．2�
34 � アスターリュート �3黒鹿 56

54 △城戸 義政加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Charles
H. Deters 520－141：58．55 36．7�

（14頭）
58 ストロングスタイル 牡3黒鹿56 内田 博幸�ノースヒルズ 笹田 和秀 新ひだか 土居牧場 ― ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 35，616，000円 複勝： 51，275，800円 枠連： 16，565，500円
馬連： 72，691，300円 馬単： 34，029，900円 ワイド： 47，302，800円
3連複： 102，335，900円 3連単： 136，104，100円 計： 495，921，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，020円 複 勝 � 260円 � 220円 � 210円 枠 連（7－8） 1，650円

馬 連 �� 2，900円 馬 単 �� 5，810円

ワ イ ド �� 800円 �� 900円 �� 810円

3 連 複 ��� 6，450円 3 連 単 ��� 41，370円

票 数

単勝票数 差引計 356160（返還計 281） 的中 � 27716（5番人気）
複勝票数 差引計 512758（返還計 310） 的中 � 49536（5番人気）� 62877（4番人気）� 64963（3番人気）
枠連票数 差引計 165655（返還計 0 ） 的中 （7－8） 7751（8番人気）
馬連票数 差引計 726913（返還計 1132） 的中 �� 20625（12番人気）
馬単票数 差引計 340299（返還計 627） 的中 �� 4389（21番人気）
ワイド票数 差引計 473028（返還計 838） 的中 �� 15328（11番人気）�� 13374（13番人気）�� 15071（12番人気）
3連複票数 差引計1023359（返還計 3691） 的中 ��� 11891（22番人気）
3連単票数 差引計1361041（返還計 3807） 的中 ��� 2385（127番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―13．4―13．2―13．4―13．2―12．7―12．3―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．6―37．0―50．2―1：03．6―1：16．8―1：29．5―1：41．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ララメダイユドール �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー 2017．3．11 阪神4着

2014．5．18生 牡3鹿 母 テイクザケイク 母母 エ ビ ス マ イ 2戦1勝 賞金 5，900，000円
〔出走取消〕 ストロングスタイル号は，疾病〔左前肢挫創〕のため出走取消。

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第２回 阪神競馬 第４日



10039 4月2日 晴 良 （29阪神2）第4日 第3競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走11時05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
1：32．0
1：30．7

良
良

611 インビジブルレイズ 牡3鹿 56 浜中 俊 �シルクレーシング 吉村 圭司 浦河 アイオイファーム 464－ 61：34．9 1．6�
713 ヤマニンペダラーダ 牡3黒鹿56 池添 謙一土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 454－ 61：35．22 4．8�
612 トーホウシーマ 牡3栗 56 福永 祐一東豊物産� 高橋 亮 日高 竹島 幸治 482＋ 2 〃 クビ 10．3�
815 エヴリトリック 牝3鹿 54 藤岡 康太�下河辺牧場 今野 貞一 日高 下河辺牧場 470＋ 61：35．41� 31．7�
59 エイシンムジカ 牝3栗 54 武 豊平井 克彦氏 西園 正都 新ひだか 木田牧場 474 ―1：35．61� 26．9	
12 テイエムイキオイ 牡3青鹿56 松山 弘平竹園 正繼氏 山内 研二 新ひだか 桜井牧場 444－10 〃 クビ 7．2

23 シャイニングスカイ 牝3黒鹿54 内田 博幸杉山 忠国氏 池江 泰寿 新ひだか 明治牧場 420－ 41：36．02� 57．3�
816 ファニーフェロー 牡3黒鹿56 岩田 康誠小田 吉男氏 斉藤 崇史 日高 加藤牧場 460＋121：36．21� 34．1�
48 	 エイシンフレイヤ 牝3鹿 54 和田 竜二�栄進堂 野中 賢二 愛 Hong Kong

Eishindo 436＋ 21：36．3
 51．7
35 ピ ュ ア ラ ブ 牝3黒鹿 54

53 ☆岩崎 翼松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 432 ―1：36．51� 58．1�
714 イージーライド 牡3黒鹿56 太宰 啓介松岡 雅昭氏 谷 潔 日高 アイズスタッド株式会社 438 ― 〃 ハナ 88．2�
47 アルセーヌメジャー 牡3栗 56 武士沢友治前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 494 ― 〃 クビ 86．8�
817 エールミニョン 牝3鹿 54

53 ☆義 英真佐伯由加理氏 平田 修 日高 下河辺牧場 434－ 61：36．6
 79．0�
11 	 エアレーザー 牝3黒鹿54 藤岡 佑介�ノースヒルズ 笹田 和秀 米 North Hills

Co. Limited 462－ 81：37．02� 98．0�
36 エルミニョンヌ 牝3黒鹿 54

53 ☆加藤 祥太迎 徹氏 庄野 靖志 日高 下河辺牧場 408 ― 〃 ハナ 249．6�
510 トラヲサイゴニ 牡3鹿 56 田村 太雅西野 敏啓氏 沖 芳夫 新ひだか 橋本牧場 464 ―1：38．17 218．6�
24 ゼットディーン 牡3青鹿 56

55 ☆�島 克駿�フォーレスト 宮 徹 新冠 カミイスタット 486± 01：38．52� 104．7�
（17頭）

売 得 金
単勝： 37，942，500円 複勝： 114，888，300円 枠連： 22，490，400円
馬連： 71，874，100円 馬単： 40，719，900円 ワイド： 46，547，400円
3連複： 96，340，000円 3連単： 157，669，100円 計： 588，471，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 130円 � 180円 枠 連（6－7） 280円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 450円

ワ イ ド �� 180円 �� 300円 �� 470円

3 連 複 ��� 730円 3 連 単 ��� 1，890円

票 数

単勝票数 計 379425 的中 � 180820（1番人気）
複勝票数 計1148883 的中 � 794134（1番人気）� 92696（2番人気）� 54271（4番人気）
枠連票数 計 224904 的中 （6－7） 61880（1番人気）
馬連票数 計 718741 的中 �� 168970（1番人気）
馬単票数 計 407199 的中 �� 67828（1番人気）
ワイド票数 計 465474 的中 �� 78264（1番人気）�� 36999（3番人気）�� 21248（5番人気）
3連複票数 計 963400 的中 ��� 98684（2番人気）
3連単票数 計1576691 的中 ��� 60405（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．3―35．1―47．8―1：00．3―1：11．5―1：23．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

インビジブルレイズ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2017．1．22 中京3着

2014．4．28生 牡3鹿 母 クレバースプリント 母母 スギノプリンセス 3戦1勝 賞金 8，500，000円
〔発走状況〕 エアレーザー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※出走取消馬 ダノンハーレー号（疾病〔左前肢跛行〕のため）
※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 スカイフ号
（非抽選馬） 2頭 ウインログロ号・ノルナゲスト号

10040 4月2日 晴 稍重 （29阪神2）第4日 第4競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走11時35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

611 サザンボルケーノ 牡3栗 56
54 △荻野 極南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 484－ 41：12．0 12．8�

815 ア ー ド ラ ー 牡3鹿 56 和田 竜二吉澤 克己氏 音無 秀孝 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 472± 01：12．21� 4．4�
59 メイショウアリソン 牡3黒鹿56 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 476± 0 〃 クビ 5．3�
510 オアシスクイーン 牝3鹿 54

52 △城戸 義政村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 448＋ 41：12．3� 11．2�
11 スマートアムール 牝3栗 54 武 豊大川 徹氏 須貝 尚介 浦河 杵臼牧場 438± 0 〃 クビ 7．5�
713 スズカゴーディー 牡3黒鹿56 内田 博幸永井 啓弍氏 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 478－10 〃 ハナ 8．0�
36 テイエムアニマンテ 牡3青鹿 56

53 ▲森 裕太朗竹園 正繼氏 岩元 市三 新ひだか 聖心台牧場 490± 01：12．72� 21．9	
23 カ ム カ ム 牡3鹿 56 小牧 太共田 義夫氏 浜田多実雄 新冠 松浦牧場 460＋ 21：13．01� 59．6

47 タ テ ヤ マ 牡3栗 56

55 ☆岩崎 翼小島 將之氏 柴田 光陽 日高 山田 政宏 450± 01：13．21� 95．7�
12 イイデメモリー 牝3鹿 54 藤岡 康太松本 俊廣氏 北出 成人 新冠 山岡ファーム 544＋ 4 〃 クビ 51．0�
24 アユツリオヤジ 牡3栗 56

55 ☆小崎 綾也 キャピタル・システム 村山 明 浦河 �川 啓一 478－ 41：13．41� 40．7�
35 タマモサザンクロス 牡3黒鹿 56

53 ▲富田 暁タマモ 藤沢 則雄 日高 スマイルファーム 442± 01：13．93 68．7�
816 ウ マ コ 牝3栗 54 松山 弘平河原 義宏氏 森田 直行 新ひだか 城地 清満 420± 01：14．21� 34．1�
714 スマートダフネ 牝3栗 54

52 △坂井 瑠星大川 徹氏 小崎 憲 浦河 桑田牧場 448＋ 21：14．83� 156．9�
612	 トップロマン 牡3青鹿 56

53 ▲三津谷隼人�宮内牧場 柴田 光陽 えりも 能登 浩 450＋ 4 〃 クビ 304．0�
48 ケンシュナウザー 牡3栗 56 浜中 俊中西 宏彰氏 本田 優 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 468± 01：15．97 4．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 37，855，000円 複勝： 61，694，900円 枠連： 19，229，400円
馬連： 88，761，700円 馬単： 37，705，300円 ワイド： 55，688，300円
3連複： 122，624，800円 3連単： 148，395，800円 計： 571，955，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，280円 複 勝 � 300円 � 170円 � 180円 枠 連（6－8） 2，120円

馬 連 �� 2，500円 馬 単 �� 5，700円

ワ イ ド �� 860円 �� 1，000円 �� 440円

3 連 複 ��� 3，670円 3 連 単 ��� 30，280円

票 数

単勝票数 計 378550 的中 � 23565（7番人気）
複勝票数 計 616949 的中 � 44507（7番人気）� 103977（1番人気）� 96201（2番人気）
枠連票数 計 192294 的中 （6－8） 7000（11番人気）
馬連票数 計 887617 的中 �� 29246（10番人気）
馬単票数 計 377053 的中 �� 4956（26番人気）
ワイド票数 計 556883 的中 �� 16129（9番人気）�� 13722（14番人気）�� 34679（1番人気）
3連複票数 計1226248 的中 ��� 25010（8番人気）
3連単票数 計1483958 的中 ��� 3552（94番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．8―12．2―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．9―47．1―59．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サザンボルケーノ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2016．7．9 函館1着

2014．3．3生 牡3栗 母 サザンジュエリー 母母 サウスビューティー 7戦2勝 賞金 18，454，000円
〔発走状況〕 タマモサザンクロス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 テイエムアニマンテ号の騎手森裕太朗は，3コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番・11番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 エッシャー号・オモイサイフ号



10041 4月2日 晴 稍重 （29阪神2）第4日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走12時25分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，55�
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

810 ショウナンマシェリ 牝4鹿 55 川須 栄彦�湘南 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 464± 01：53．2 6．7�
78 � オンザフロウ 牝4鹿 55 田中 健五影 慶則氏 福島 信晴 新ひだか チャンピオンズファーム 460＋ 61：53．3� 23．8�
11 レッドアマビリス 牝4鹿 55

52 ▲川又 賢治 �東京ホースレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 480＋ 41：53．4クビ 2．1�
44 サンマルアリュール 牝5栗 55

52 ▲森 裕太朗相馬 勇氏 大橋 勇樹 浦河 笹島 政信 500－ 2 〃 クビ 25．1�
66 テイエムジョウネツ 牝5黒鹿 55

52 ▲富田 暁竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 448＋101：53．5� 7．8	
22 メジャーガラメキ 牝5栗 55

54 ☆小崎 綾也髙野 哲氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 484－ 21：53．92� 4．4

89 � チャーミングポッケ 牝5栗 55

54 ☆加藤 祥太橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 446± 0 〃 ハナ 56．6�
77 アタックガール 牝4青鹿 55

54 ☆義 英真長塩 豊氏 飯田 祐史 日高 幾千世牧場 428－ 2 〃 アタマ 38．3�
55 ナリタノヘア 牝5鹿 55

53 △城戸 義政�オースミ 松下 武士 新ひだか 岡田牧場 420＋ 21：54．32� 33．4
33 フィーユダムール 牝4鹿 55 福永 祐一窪田 康志氏 石坂 正 安平 追分ファーム 450＋ 81：54．93� 7．6�

（10頭）

売 得 金
単勝： 29，805，400円 複勝： 34，286，900円 枠連： 11，359，800円
馬連： 58，880，700円 馬単： 33，196，500円 ワイド： 33，844，500円
3連複： 78，723，200円 3連単： 143，564，800円 計： 423，661，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 170円 � 360円 � 120円 枠 連（7－8） 2，750円

馬 連 �� 7，120円 馬 単 �� 11，770円

ワ イ ド �� 1，690円 �� 260円 �� 940円

3 連 複 ��� 4，680円 3 連 単 ��� 33，850円

票 数

単勝票数 計 298054 的中 � 35473（3番人気）
複勝票数 計 342869 的中 � 48525（3番人気）� 15873（6番人気）� 109505（1番人気）
枠連票数 計 113598 的中 （7－8） 3190（12番人気）
馬連票数 計 588807 的中 �� 6811（21番人気）
馬単票数 計 331965 的中 �� 2115（37番人気）
ワイド票数 計 338445 的中 �� 4582（25番人気）�� 38767（2番人気）�� 8549（11番人気）
3連複票数 計 787232 的中 ��� 12613（19番人気）
3連単票数 計1435648 的中 ��� 3074（107番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―13．4―12．5―12．3―12．3―12．7―12．5―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．2―37．6―50．1―1：02．4―1：14．7―1：27．4―1：39．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ショウナンマシェリ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ショウナンカンプ デビュー 2015．9．12 阪神9着

2013．4．30生 牝4鹿 母 ショウナンカッサイ 母母 ショウナンマドンナ 17戦2勝 賞金 15，750，000円
※サンマルアリュール号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

10042 4月2日 晴 稍重 （29阪神2）第4日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走12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
1：48．5
1：47．8

重
重

44 ワンダーアビルマン 牡4黒鹿57 小牧 太山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 490± 01：52．5 2．3�
78 ミスティーフリップ 牡5栗 57 C．ルメール 吉田 照哉氏 笹田 和秀 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490＋ 21：53．24 3．8�
811 ドラゴンマジック �5栗 57

56 ☆�島 克駿窪田 康志氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 514－ 21：53．51� 7．2�
11 トウカイエクレール 牡4鹿 57 武 豊内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 476＋ 4 〃 クビ 4．4�
22 ミスターウインディ 牡4黒鹿57 松山 弘平阿部東亜子氏 奥村 豊 えりも 能登 浩 508－ 61：53．82 31．0�
55 タガノアーバニティ 牡4栗 57

54 ▲三津谷隼人八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠
タガノファーム B494＋ 61：53．9クビ 50．3�

79 ミキノトロンボーン 牡5鹿 57
54 ▲森 裕太朗谷口 久和氏 大橋 勇樹 新ひだか グローリーファーム 518－ 41：54．32	 12．8	

33 アイファーマグオー 牡5栗 57 内田 博幸中島 稔氏 飯田 雄三 新ひだか 野表 篤夫 522＋ 21：54．83 90．3

810 メイショウクオン 牡5鹿 57

55 △城戸 義政松本 好�氏 角田 晃一 日高 千葉飯田牧場 524－ 21：54．9� 53．5�
67 ウイングアクティブ 牡5鹿 57

56 ☆加藤 祥太池田 實氏 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 466－ 41：55．64 60．8
66 タガノインペーロ 牡4鹿 57

55 △荻野 極八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 504＋ 61：57．09 46．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 38，289，700円 複勝： 42，579，700円 枠連： 13，988，800円
馬連： 75，860，500円 馬単： 38，771，700円 ワイド： 45，558，200円
3連複： 99，411，700円 3連単： 167，931，400円 計： 522，391，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 130円 � 170円 枠 連（4－7） 400円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 770円

ワ イ ド �� 230円 �� 330円 �� 490円

3 連 複 ��� 1，030円 3 連 単 ��� 3，030円

票 数

単勝票数 計 382897 的中 � 130162（1番人気）
複勝票数 計 425797 的中 � 115430（1番人気）� 81018（2番人気）� 51678（4番人気）
枠連票数 計 139888 的中 （4－7） 26961（1番人気）
馬連票数 計 758605 的中 �� 124672（1番人気）
馬単票数 計 387717 的中 �� 37294（1番人気）
ワイド票数 計 455582 的中 �� 56498（2番人気）�� 34129（4番人気）�� 21195（7番人気）
3連複票数 計 994117 的中 ��� 72042（3番人気）
3連単票数 計1679314 的中 ��� 40062（3番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―13．5―13．1―12．3―12．5―12．7―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．4―36．9―50．0―1：02．3―1：14．8―1：27．5―1：39．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ワンダーアビルマン �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2015．12．13 阪神6着

2013．4．15生 牡4黒鹿 母 ワンダーバーサトル 母母 ワンダールージュ 13戦2勝 賞金 20，800，000円



10043 4月2日 晴 良 （29阪神2）第4日 第7競走 ��
��2，000�サラブレッド系4歳以上

発走13時25分 （芝・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
1：57．6
1：56．1

良
良

56 マイネルネーベル 牡5鹿 57 和田 竜二 �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－ 62：02．8 26．5�

55 バティスティーニ 牡4鹿 57 福永 祐一 �サンデーレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム 480－ 8 〃 ハナ 2．3�
812 ラ デ ィ ウ ス 牡6鹿 57 川田 将雅名古屋友豊� 高野 友和 新冠 オリエント牧場 464－ 8 〃 クビ 6．9�
22 ラ ル ク 牝4鹿 55 武 豊�キーファーズ 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 446± 02：02．9クビ 7．1�
811 ゼウスバローズ 牡6鹿 57 M．デムーロ猪熊 広次氏 角居 勝彦 新冠 パカパカ

ファーム 472＋102：03．11� 8．8	
68 トレクァルティスタ 	6黒鹿57 C．ルメール �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 486－ 2 〃 ハナ 3．6

33 
 リ ッ ジ マ ン 牡4鹿 57

56 ☆加藤 祥太�辻牧場 庄野 靖志 浦河 辻 牧場 448－122：03．2� 110．6�
67 ダブルイーグル 牡9鹿 57 小牧 太田邉 康子氏 西橋 豊治 むかわ フラット牧場 482－ 2 〃 クビ 38．5�
44 デルマオギン 牝4鹿 55 太宰 啓介浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 482－ 42：03．3クビ 64．2
11 ワンスインアライフ 牡4鹿 57 岩田 康誠前田 幸治氏 谷 潔 浦河 宮内牧場 464－ 2 〃 アタマ 21．4�
79 メイショウミツボシ 牡5鹿 57

55 △坂井 瑠星松本 好雄氏 本田 優 浦河 日の出牧場 478± 02：03．51 57．5�
710
 ミトノグラス 牡4鹿 57

55 △荻野 極ロイヤルパーク 大橋 勇樹 新冠 ハクツ牧場 474± 02：03．6� 136．9�
（12頭）

売 得 金
単勝： 44，721，500円 複勝： 60，253，200円 枠連： 22，064，700円
馬連： 102，554，300円 馬単： 48，808，200円 ワイド： 59，754，900円
3連複： 135，152，100円 3連単： 214，049，400円 計： 687，358，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，650円 複 勝 � 460円 � 130円 � 170円 枠 連（5－5） 2，970円

馬 連 �� 2，990円 馬 単 �� 9，390円

ワ イ ド �� 960円 �� 1，670円 �� 340円

3 連 複 ��� 5，250円 3 連 単 ��� 59，230円

票 数

単勝票数 計 447215 的中 � 13453（7番人気）
複勝票数 計 602532 的中 � 22230（8番人気）� 162196（1番人気）� 94877（3番人気）
枠連票数 計 220647 的中 （5－5） 5755（9番人気）
馬連票数 計1025543 的中 �� 28254（10番人気）
馬単票数 計 488082 的中 �� 3898（31番人気）
ワイド票数 計 597549 的中 �� 15212（11番人気）�� 8453（21番人気）�� 50858（2番人気）
3連複票数 計1351521 的中 ��� 19289（17番人気）
3連単票数 計2140494 的中 ��� 2620（185番人気）

ハロンタイム 13．2―11．7―13．1―12．8―12．5―12．7―12．2―11．6―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―24．9―38．0―50．8―1：03．3―1：16．0―1：28．2―1：39．8―1：51．1

コーナー
通過順位

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

2
4

・（12，2）（6，10）（4，5）1，11（3，8）7，9・（2，12）（6，10）（4，5）11（3，1）（7，8）9
勝馬の
紹 介

マイネルネーベル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ステイゴールド デビュー 2015．1．25 京都3着

2012．2．13生 牡5鹿 母 マイネレーツェル 母母 ケイアイベール 23戦4勝 賞金 40，600，000円

10044 4月2日 晴 稍重 （29阪神2）第4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）
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
1：08．8
1：08．7

重
重

36 サイタスリーレッド 牡4鹿 57 高倉 稜西村 憲人氏 佐藤 正雄 新ひだか カタオカフアーム 480＋ 21：10．2 14．0�
24 � クールゼファー 牝4芦 55 M．デムーロ橋元 勇氣氏 吉村 圭司 米 Rabbah Blood-

stock LLC 540＋ 81：10．3	 1．6�
12 サーティグランド 牡5鹿 57

56 ☆義 英真山上 和良氏 崎山 博樹 新ひだか 山本 昇寿 506－ 81：10．83 31．4�
611 セレッソブランコ 牝5芦 55

53 △荻野 極三宅 勝俊氏 奥村 豊 日高 天羽 禮治 466－101：10．9
 114．0�
48 タガノヴィッター 牡4鹿 57 藤岡 康太八木 良司氏 牧浦 充徳 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 502－ 41：11．0
 5．5�
612 ブルームーン 牡5鹿 57 川田 将雅�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 468± 01：11．1	 6．4	
59 サンビショップ �5栗 57 川島 信二加藤 信之氏 谷 潔 浦河 吉田 又治 460± 0 〃 ハナ 39．2

35 ダイシンバルカン 牡5鹿 57 松山 弘平大八木信行氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 504± 01：11．41
 143．6�
815 クリノシャンボール 牡4黒鹿 57

56 ☆�島 克駿栗本 博晴氏 川村 禎彦 新ひだか 水上 習孝 482± 01：11．61	 21．3�
714 ワンダーヴィーヴァ 牡7青鹿57 小牧 太山本 信行氏 笹田 和秀 浦河 大島牧場 556－ 41：11．91	 57．7
510 メイショウカフウ 牡6鹿 57

54 ▲森 裕太朗松本 和子氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 486－ 21：12．11 183．6�
11 ウォーターメアヌイ 牝5鹿 55

54 ☆岩崎 翼山岡 正人氏 田所 秀孝 新ひだか 酒井 秀紀 432＋ 2 〃 クビ 299．8�
47 ドラゴンシュバリエ 牡4芦 57 福永 祐一窪田 芳郎氏 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 510＋ 21：12．2クビ 16．4�
23 シルバードリーム 牝4栃栗 55

53 △坂井 瑠星南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 462± 01：12．83	 47．5�
816 キョウワエステル 牝4鹿 55 竹之下智昭�協和牧場 千田 輝彦 新冠 協和牧場 458－101：12．9
 77．4�
713 リッシンロケット 牡7芦 57 内田 博幸小原 該一氏 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 484＋ 41：13．0	 165．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，765，000円 複勝： 89，737，600円 枠連： 25，240，000円
馬連： 118，005，200円 馬単： 60，535，400円 ワイド： 67，876，400円
3連複： 150，009，200円 3連単： 249，944，700円 計： 810，113，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，400円 複 勝 � 260円 � 110円 � 380円 枠 連（2－3） 1，040円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 4，000円

ワ イ ド �� 500円 �� 3，210円 �� 820円

3 連 複 ��� 7，160円 3 連 単 ��� 48，500円

票 数

単勝票数 計 487650 的中 � 27816（4番人気）
複勝票数 計 897376 的中 � 52747（4番人気）� 447195（1番人気）� 31577（7番人気）
枠連票数 計 252400 的中 （2－3） 18752（3番人気）
馬連票数 計1180052 的中 �� 95267（3番人気）
馬単票数 計 605354 的中 �� 11345（11番人気）
ワイド票数 計 678764 的中 �� 36938（4番人気）�� 5066（28番人気）�� 21170（7番人気）
3連複票数 計1500092 的中 ��� 15708（20番人気）
3連単票数 計2499447 的中 ��� 3736（129番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．7―11．8―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．6―46．4―58．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サイタスリーレッド �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 Salt Lake デビュー 2015．8．16 小倉8着

2013．4．24生 牡4鹿 母 ユメノラッキー 母母 Tracey’s Secret 14戦3勝 賞金 30，600，000円
〔制裁〕 サーティグランド号の騎手義英真は，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：14番）
※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 ミスキララ号



10045 4月2日 晴 良 （29阪神2）第4日 第9競走 ��
��2，400�

みどうすじ

御堂筋ステークス
発走14時25分 （芝・右・外）
4歳以上，1，600万円以下，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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 168，000円 48，000円 24，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．2
2：22．1

良
良

66 ア ル タ ー �5栗 56 C．ルメール 吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 510－102：28．0 2．1�
33 � サンタフェチーフ 牝5黒鹿53 川田 将雅吉田 和美氏 斉藤 崇史 愛 Gestut Bona 470± 02：28．1	 4．6�
44 サラトガスピリット 牡5栗 55 武 豊平井 裕氏 友道 康夫 日高 白井牧場 514± 02：28．31
 3．5�
55 ノーブルマーズ 牡4栗 55 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 新ひだか タガミファーム 482－ 22：28．72	 6．8�
88 エーティータラント 牡7芦 55 富田 暁荒木 徹氏 木原 一良 登別 青藍牧場 508－ 22：29．65 44．3�
11 � ヤマカツポセイドン 牡8黒鹿54 国分 優作山田 和夫氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム 474± 02：29．81
 32．1�
77 ウインオリアート 牝6黒鹿51 坂井 瑠星	ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 436－ 42：30．11� 41．2

22 エイシンハドソン 牡6鹿 55 岩田 康誠	栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 550＋ 2 （競走中止） 14．5�

（8頭）

売 得 金
単勝： 47，318，600円 複勝： 60，204，700円 枠連： 発売なし
馬連： 111，714，000円 馬単： 52，100，700円 ワイド： 49，986，500円
3連複： 122，656，900円 3連単： 280，394，700円 計： 724，376，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 130円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 940円

ワ イ ド �� 220円 �� 140円 �� 270円

3 連 複 ��� 400円 3 連 単 ��� 2，020円

票 数

単勝票数 計 473186 的中 � 174348（1番人気）
複勝票数 計 602047 的中 � 258183（1番人気）� 75001（3番人気）� 116273（2番人気）
馬連票数 計1117140 的中 �� 149557（2番人気）
馬単票数 計 521007 的中 �� 41528（3番人気）
ワイド票数 計 499865 的中 �� 51740（2番人気）�� 112031（1番人気）�� 38561（4番人気）
3連複票数 計1226569 的中 ��� 226353（1番人気）
3連単票数 計2803947 的中 ��� 100419（4番人気）

ハロンタイム 13．6―12．7―14．1―13．2―12．4―11．8―11．7―11．6―11．6―11．2―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．6―26．3―40．4―53．6―1：06．0―1：17．8―1：29．5―1：41．1―1：52．7―2：03．9―2：15．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．9―3F35．3
1
3
5，7（4，6）－3，8－1＝2
5（7，1）－（4，6）8，3

2
4
5，7，4，6－（3，8）1
5（7，1）（4，6）（3，8）

勝馬の
紹 介

ア ル タ ー �

父 ネオユニヴァース �


母父 フレンチデピュティ デビュー 2014．9．21 新潟3着

2012．2．15生 �5栗 母 ロレットチャペル 母母 サンタフェトレイル 17戦5勝 賞金 101，751，000円
〔競走中止〕 エイシンハドソン号は，競走中に疾病〔右第1趾骨粉砕骨折〕を発症したため2コーナーで競走中止。

10046 4月2日 晴 良 （29阪神2）第4日 第10競走 ��
��1，400�マーガレットステークス

発走15時00分 （芝・右）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量，収得賞金1，200万円毎1�
増

賞 品
本 賞 19，000，000円 7，600，000円 4，800，000円 2，900，000円 1，900，000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
1：19．9
1：19．0

良
良

66 オールザゴー 牡3鹿 56 内田 博幸 �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 474＋ 21：22．3 5．2�

88 クインズサリナ 牝3黒鹿55 川田 将雅亀田 和弘氏 西村 真幸 新ひだか 佐竹 学 430＋101：22．51 13．4�
44 メイショウベルボン 牝3栗 54 藤岡 康太松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 442－ 2 〃 ハナ 41．7�
55 � アスタースウィング 牡3栗 56 C．ルメール 加藤 久枝氏 中竹 和也 米 WinStar

Farm, LLC 490± 01：22．6	 6．8�
11 ラプソディーア 牝3栗 54 武 豊 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 410＋ 2 〃 クビ 3．6�
22 ビーカーリー 牝3黒鹿54 和田 竜二馬場 祥晃氏 西村 真幸 新ひだか 沼田 照秋 456＋ 21：22．7	 8．4	
33 ファンタジステラ 牡3鹿 56 浜中 俊 
グリーンファーム音無 秀孝 千歳 社台ファーム 424－ 21：23．02 3．1�
77 エスケークラウン 牡3青 56 四位 洋文菅藤 宗一氏 木原 一良 新ひだか グランド牧場 496＋101：23．31
 9．4�

（8頭）

売 得 金
単勝： 59，849，100円 複勝： 61，992，000円 枠連： 発売なし
馬連： 163，368，500円 馬単： 71，679，300円 ワイド： 59，938，200円
3連複： 156，924，800円 3連単： 348，231，500円 計： 921，983，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 230円 � 350円 � 790円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 3，740円 馬 単 �� 5，680円

ワ イ ド �� 1，180円 �� 2，650円 �� 3，150円

3 連 複 ��� 23，820円 3 連 単 ��� 129，530円

票 数

単勝票数 計 598491 的中 � 91159（3番人気）
複勝票数 計 619920 的中 � 82126（3番人気）� 45226（7番人気）� 17780（8番人気）
馬連票数 計1633685 的中 �� 35924（15番人気）
馬単票数 計 716793 的中 �� 9457（27番人気）
ワイド票数 計 599382 的中 �� 13370（17番人気）�� 5767（25番人気）�� 4827（28番人気）
3連複票数 計1569248 的中 ��� 4940（53番人気）
3連単票数 計3482315 的中 ��� 1949（284番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．7―35．5―47．5―59．0―1：10．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オールザゴー 
�
父 ステイゴールド 

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．10．2 中山2着

2014．1．19生 牡3鹿 母 アルーリングボイス 母母 アルーリングアクト 7戦3勝 賞金 39，262，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。

１レース目 ３レース目



10047 4月2日 晴 良 （29阪神2）第4日 第11競走 ��
��2，000�第61回大 阪 杯（ＧⅠ）

発走15時40分 （芝・右）
4歳以上；負担重量は，57�，牝馬2�減

日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 120，000，000円 48，000，000円 30，000，000円 18，000，000円 12，000，000円
付 加 賞 2，982，000円 852，000円 426，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

1：57．6
1：56．1
なし

良
良

45 キタサンブラック 牡5鹿 57 武 豊�大野商事 清水 久詞 日高 ヤナガワ牧場 540＋ 41：58．9 2．4�
34 ステファノス 牡6鹿 57 川田 将雅 �キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 482－ 41：59．0� 17．7�
813 ヤマカツエース 牡5栗 57 池添 謙一山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 514－ 21：59．1	 10．2�
814 マ カ ヒ キ 牡4鹿 57 C．ルメール 金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 502± 01：59．31	 3．8�
712 アンビシャス 牡5黒鹿57 福永 祐一近藤 英子氏 音無 秀孝 浦河 辻 牧場 470＋ 4 〃 アタマ 13．2	
57 サトノクラウン 牡5黒鹿57 M．デムーロ里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 478－12 〃 ハナ 4．6

11 ミッキーロケット 牡4鹿 57 和田 竜二野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 480± 01：59．4	 14．6�
610 モンドインテロ 牡5鹿 57 内田 博幸 �シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 476－ 41：59．82	 194．6�
22 アングライフェン 牡5鹿 57 岩田 康誠前田 幸治氏 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478± 02：00．01
 318．8
69 ディサイファ 牡8鹿 57 四位 洋文 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500－ 42：00．1	 229．5�
33 スズカデヴィアス 牡6黒鹿57 藤岡 佑介永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 526＋ 22：00．31	 214．5�
711 マルターズアポジー 牡5鹿 57 武士沢友治藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 520－102：00．4	 30．5�
46 � サクラアンプルール 牡6栗 57 横山 典弘�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 478－ 62：00．93 69．6�
58 ロードヴァンドール 牡4栗 57 太宰 啓介 �ロードホースクラブ 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム 498－ 62：01．43 92．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 695，871，900円 複勝： 707，577，500円 枠連： 319，866，100円 馬連： 2，179，463，200円 馬単： 1，026，944，500円
ワイド： 891，268，200円 3連複： 2，945，816，400円 3連単： 6，565，858，700円 5重勝： 452，175，200円 計： 15，784，841，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 280円 � 280円 枠 連（3－4） 2，130円

馬 連 �� 2，320円 馬 単 �� 3，390円

ワ イ ド �� 540円 �� 480円 �� 1，800円

3 連 複 ��� 4，830円 3 連 単 ��� 23，910円

5 重 勝
対象競走：阪神9R／中山10R／阪神10R／中山11R／阪神11R

キャリーオーバー なし����� 179，020円

票 数

単勝票数 計6958719 的中 � 2229243（1番人気）
複勝票数 計7075775 的中 � 2508372（1番人気）� 469896（5番人気）� 476121（4番人気）
枠連票数 計3198661 的中 （3－4） 116249（9番人気）
馬連票数 計21794632 的中 �� 772970（7番人気）
馬単票数 計10269445 的中 �� 227003（12番人気）
ワイド票数 計8912682 的中 �� 437189（7番人気）�� 494555（3番人気）�� 117855（21番人気）
3連複票数 計29458164 的中 ��� 456832（18番人気）
3連単票数 計65658587 的中 ��� 199010（79番人気）
5重勝票数 差引計4521752（返還計1738481） 的中 ����� 1768

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．4―35．5―47．6―59．6―1：11．8―1：23．6―1：35．3―1：46．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キタサンブラック �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2015．1．31 東京1着

2012．3．10生 牡5鹿 母 シュガーハート 母母 オトメゴコロ 15戦9勝 賞金 1，190，485，000円

10048 4月2日 晴 稍重 （29阪神2）第4日 第12競走 ��
��1，400�

な る と

鳴門ステークス
発走16時25分 （ダート・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 343，000円 98，000円 49，000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 プレスティージオ 牡4栗 57 C．ルメール 奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 三木田牧場 478± 01：23．1 4．3�
59 ダノンフェイス 牡4黒鹿57 福永 祐一�ダノックス 大久保龍志 千歳 社台ファーム 530－ 21：23．31� 3．7�
48 ソーディヴァイン 牝4鹿 55 川田 将雅 �シルクレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 526± 01：23．51	 4．9�
36 カネトシビバーチェ 牝6鹿 55 岩田 康誠兼松 忠男氏 大橋 勇樹 浦河 山下 恭茂 462＋ 61：23．6	 9．9�
24 ヒロブレイブ 牡4鹿 57 内田 博幸石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 小河 豊水 476－ 21：23．81 16．1	
510 ビナイーグル 牡4鹿 57 和田 竜二井之口二三雄氏 服部 利之 新ひだか 塚田 達明 490－ 41：23．9
 17．3

612 ヨ シ オ 牡4鹿 57 川又 賢治仲山誉志夫氏 森 秀行 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 470± 0 〃 ハナ 51．3�
23 メイショウアイアン 牡7鹿 57 �島 克駿松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 藤沢牧場 496－ 4 〃 クビ 33．3�
47 スズカシャーマン 牝6芦 55 横山 典弘永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新ひだか 藤沢牧場 460－ 61：24．11� 127．5
12 � チェリーサマー 牡5鹿 57 松山 弘平櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 イーストファーム 520－ 21：24．2クビ 19．0�
35 コパノチャーリー 牡5栗 57 藤岡 佑介小林 祥晃氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 516－ 2 〃 ハナ 12．3�
816 ペプチドウォヘッド 牡5鹿 57 富田 暁沼川 一彦氏 木原 一良 浦河 杵臼牧場 468± 0 〃 クビ 54．5�
611 イ ク ラ ト ロ 牡6鹿 57 中谷 雄太 �キャピタル・システム 矢作 芳人 日高 目黒牧場 436＋ 41：24．3クビ 98．4�
713 ア チ ー ヴ 牡7黒鹿57 四位 洋文前田 晋二氏 加藤 敬二 新ひだか 土居 忠吉 476－ 6 〃 クビ 116．6�
714 ロードフォワード 牡6青鹿57 M．デムーロ �ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 466＋ 61：24．51� 12．3�
11 ナンヨーカノン 牝7青鹿55 浜中 俊中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 476＋ 8 〃 ハナ 49．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 105，950，500円 複勝： 140，786，000円 枠連： 72，185，400円
馬連： 301，336，300円 馬単： 107，583，000円 ワイド： 163，507，200円
3連複： 430，616，700円 3連単： 589，916，000円 計： 1，911，881，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 170円 � 160円 � 170円 枠 連（5－8） 660円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 1，680円

ワ イ ド �� 450円 �� 490円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，780円 3 連 単 ��� 7，070円

票 数

単勝票数 計1059505 的中 � 196161（2番人気）
複勝票数 計1407860 的中 � 202499（3番人気）� 230744（1番人気）� 216613（2番人気）
枠連票数 計 721854 的中 （5－8） 83976（1番人気）
馬連票数 計3013363 的中 �� 271779（1番人気）
馬単票数 計1075830 的中 �� 47878（2番人気）
ワイド票数 計1635072 的中 �� 92314（2番人気）�� 82905（3番人気）�� 107211（1番人気）
3連複票数 計4306167 的中 ��� 181183（1番人気）
3連単票数 計5899160 的中 ��� 60468（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．5―35．0―47．0―59．0―1：10．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プレスティージオ �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 ラストタイクーン デビュー 2015．9．20 阪神1着

2013．4．13生 牡4栗 母 ス ー リ ア 母母 メイシヨウコマチ 10戦4勝 賞金 61，345，000円
〔発走状況〕 ロードフォワード号は，枠入り不良。
※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 アキトクレッセント号

５レース目



（29阪神2）第4日 4月2日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 158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
厩務員出走奨励金

444，210，000円
9，980，000円
17，970，000円
5，260，000円
53，980，000円
65，736，000円
4，626，000円
1，516，800円

勝馬投票券売得金
1，216，345，200円
1，475，662，600円
543，004，000円
3，421，408，300円
1，590，823，000円
1，565，796，100円
4，543，119，500円
9，153，340，000円
452，175，200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
5 重 勝
計 23，961，673，900円

総入場人員 47，336名 （有料入場人員 45，666名）
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