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10073 4月15日 曇 良 （29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

816 グランドガール 牝3鹿 54
51 ▲森 裕太朗林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 460± 01：12．5 1．6�

48 ニシノフローラル 牝3鹿 54
51 ▲川又 賢治西山 茂行氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 484± 01：12．71� 10．3�

23 スーサンゴー 牝3鹿 54 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 440－ 21：12．91 5．3�
11 ダノンキラメキ 牝3黒鹿54 松若 風馬�ダノックス 千田 輝彦 安平 ノーザンファーム B444－ 41：13．21� 32．3�
713 サウンドビクトリー 牝3鹿 54 中谷 雄太増田 雄一氏 高橋 康之 新ひだか 見上牧場 498 ―1：13．3� 14．0�
35 タガノハウオリ 牝3栗 54 福永 祐一八木 良司氏 千田 輝彦 浦河 大北牧場 442＋ 21：13．4� 8．5	
510 ニホンピロアーニャ 牝3黒鹿54 国分 恭介小林百太郎氏 服部 利之 平取 稲原牧場 406－ 21：13．93 254．2

714 サンシャワー 牝3鹿 54 四位 洋文寺田 寿男氏 矢作 芳人 日高 日高大洋牧場 458＋ 61：14．0� 28．6�
36 クニサキカッシーニ 牝3栗 54 小牧 太國島 周夫氏 西橋 豊治 新冠 的場牧場 392－ 21：14．1� 36．8�
47 ハービーラヴド 牝3黒鹿54 高倉 稜 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 亮 新冠 村上 欽哉 414－22 〃 ハナ 148．9
59 テイエムアビーム 牝3栗 54 田中 健竹園 正繼氏 福島 信晴 日高 日高テイエム

牧場株式会社 446＋ 21：15．37 168．1�
611 アマノスペシャル 牝3鹿 54 国分 優作�髙昭牧場 安達 昭夫 日高 天羽牧場 406± 0 〃 アタマ 361．0�
24 シャイニーホーム 牝3黒鹿54 太宰 啓介小林 昌志氏 佐々木晶三 平取 川向高橋育

成牧場 428－ 61：15．4クビ 50．1�
815 メイショウシズカロ 牝3栗 54 荻野 琢真松本 好雄氏 梅田 智之 浦河 高昭牧場 436－141：16．04 336．6�
12 キャッチマイハート 牝3鹿 54 藤岡 康太小川 勲氏 藤岡 健一 様似 猿倉牧場 444 ―1：16．42� 53．0�
612 カルツェビアンコ 牝3栗 54 幸 英明岡田 牧雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 430 ―1：18．6大差 136．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，533，800円 複勝： 36，292，100円 枠連： 13，271，400円
馬連： 42，801，300円 馬単： 25，418，300円 ワイド： 27，379，000円
3連複： 62，102，500円 3連単： 86，630，800円 計： 314，429，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 210円 � 130円 枠 連（4－8） 800円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，170円

ワ イ ド �� 350円 �� 170円 �� 490円

3 連 複 ��� 820円 3 連 単 ��� 3，480円

票 数

単勝票数 計 205338 的中 � 101119（1番人気）
複勝票数 計 362921 的中 � 190552（1番人気）� 20412（4番人気）� 48084（2番人気）
枠連票数 計 132714 的中 （4－8） 12831（3番人気）
馬連票数 計 428013 的中 �� 42332（3番人気）
馬単票数 計 254183 的中 �� 16293（3番人気）
ワイド票数 計 273790 的中 �� 17942（3番人気）�� 53269（1番人気）�� 11699（5番人気）
3連複票数 計 621025 的中 ��� 56214（2番人気）
3連単票数 計 866308 的中 ��� 18037（4番人気）

ハロンタイム 12．3―11．4―11．8―12．1―12．0―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．7―35．5―47．6―59．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．8―3F37．0
3 ・（14，16）3，13，1（8，15）2（5，9）7（6，11）10－4＝12 4 ・（14，16）（3，13）（1，8）5（2，15）（6，7，9）（10，11）4＝12
市場取引馬

勝馬の
紹 介

グランドガール �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 トワイニング デビュー 2016．7．17 中京4着

2014．4．5生 牝3鹿 母 イサミステルス 母母 トップデボネア 11戦1勝 賞金 16，650，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カルツェビアンコ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年5月15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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 アビイロード号
（非抽選馬） 2頭 シャプレドサクレ号・ビターココア号

10074 4月15日 曇 良 （29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

713 ペガサスシャーイン 牡3芦 56 川田 将雅田畑 利彦氏 西村 真幸 浦河 秋場牧場 530－ 41：52．9 1．7�
48 フォースライン 牡3黒鹿56 北村 友一吉田 勝己氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 508－ 21：53．32� 4．0�
510 レッドゼノン 牡3黒鹿56 古川 吉洋 �東京ホースレーシング 昆 貢 浦河 杵臼牧場 B460－ 41：53．4� 84．4�
815 ブルベアジュラフ 牡3鹿 56 岩田 康誠 �ブルアンドベア 川村 禎彦 新ひだか 土田農場 492－ 61：54．25 11．2�
611 コ エ レ 牡3黒鹿56 	島 良太守内 満氏 西橋 豊治 日高 賀張三浦牧場 462± 0 〃 クビ 45．8�
714 ジューンソリドール 牡3鹿 56 和田 竜二吉川 潤氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 468－ 61：54．3� 11．1	
35 
 キ エ レ 牝3栗 54 藤岡 康太前田 幸治氏 松永 幹夫 米 North Hills

Co. Ltd. 430－ 21：54．72� 29．3

59 ワンダーラジャ 牡3栗 56 松山 弘平山本 信行氏 沖 芳夫 浦河 秋場牧場 492－ 41：54．91� 6．3�
47 ウエスタンアッレ 牡3鹿 56 水口 優也西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 506＋ 61：55．96 314．9�
816 メイショウゴウキ �3黒鹿56 太宰 啓介松本 和子氏 沖 芳夫 安平 �橋本牧場 482－ 21：56．32� 227．0
11 キングスーサ 牡3栗 56 国分 恭介田上 雅春氏 飯田 雄三 新ひだか ヒサイファーム 472－ 81：56．51 212．8�
24 ブルベアバック 牡3鹿 56 幸 英明 �ブルアンドベア 中村 均 新ひだか 斉藤スタッド 434＋ 51：56．71� 147．2�
612 プロクレイマー 牡3黒鹿 56

54 △荻野 極水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 490± 01：57．65 244．8�
36 ナムラメスナー 牡3鹿 56 川須 栄彦奈村 信重氏 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 B450－ 2 〃 クビ 125．5�
12 ファイトプラス 牡3栗 56 池添 謙一村上 憲政氏 本田 優 新ひだか 三木田牧場 B450± 01：57．81� 149．4�
23 ベルウッドルイス 牡3栗 56 高倉 稜鈴木 照雄氏 加用 正 浦河 市川フアーム 474－ 42：02．3大差 210．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，750，300円 複勝： 54，599，400円 枠連： 13，671，500円
馬連： 49，705，300円 馬単： 29，578，600円 ワイド： 29，899，500円
3連複： 67，791，700円 3連単： 110，122，200円 計： 376，118，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 120円 � 1，370円 枠 連（4－7） 260円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 440円

ワ イ ド �� 170円 �� 2，710円 �� 4，180円

3 連 複 ��� 7，500円 3 連 単 ��� 16，390円

票 数

単勝票数 計 207503 的中 � 92257（1番人気）
複勝票数 計 545994 的中 � 315583（1番人気）� 81965（2番人気）� 3005（10番人気）
枠連票数 計 136715 的中 （4－7） 39946（1番人気）
馬連票数 計 497053 的中 �� 132127（1番人気）
馬単票数 計 295786 的中 �� 49698（1番人気）
ワイド票数 計 298995 的中 �� 63977（1番人気）�� 2268（17番人気）�� 1454（26番人気）
3連複票数 計 677917 的中 ��� 6775（18番人気）
3連単票数 計1101222 的中 ��� 4871（44番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―13．2―12．9―12．0―12．4―12．5―12．8―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―37．4―50．3―1：02．3―1：14．7―1：27．2―1：40．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ペガサスシャーイン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2017．3．11 阪神2着

2014．4．24生 牡3芦 母 キャラメリーナ 母母 ファーイースト 3戦1勝 賞金 9，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ベルウッドルイス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年5月15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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 カンティレーナ号・マイラビング号

第２回 阪神競馬 第７日



10075 4月15日 小雨 良 （29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

611 オーサムバローズ 牡3鹿 56 C．ルメール 猪熊 広次氏 中内田充正 日高 シンボリ牧場 494－ 21：25．1 3．0�
816 ハートフルタイム 牡3黒鹿56 武 豊青山 洋一氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 496－ 81：25．31� 3．1�
24 ウニオミュスティカ 牡3栗 56 川田 将雅吉田 勝己氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム B494－ 21：25．51� 5．2�
612 クールデイズ 牡3黒鹿56 田中 健川上 哲司氏 目野 哲也 新ひだか 沖田 博志 484＋ 41：25．6クビ 28．9�
510 ジ ェ ミ ニ ズ 牡3栗 56 岡田 祥嗣ライオンレースホース� 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 478－ 81：25．7� 88．9�
23 キングレイスター 牡3鹿 56 小牧 太伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 浜口牧場 470－ 2 〃 クビ 50．4	
47 ミラクルシップ 牡3鹿 56

53 ▲森 裕太朗合同会社小林英一
ホールディングス 西村 真幸 日高 出口牧場 476± 01：25．8クビ 12．4


11 ゼ セ ル 牡3鹿 56 浜中 俊杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 川島牧場 480＋ 41：26．11� 6．0�
59 ヴ ァ ル ト 牡3鹿 56 藤岡 康太�ターフ・スポート森田 直行 日高 モリナガファーム 490＋ 81：26．63 89．4
35 シゲルマサイキリン 牡3芦 56

54 △荻野 極森中 蕃氏 福島 信晴 青森 青南ムラカミ
ファーム 464－ 41：27．34 318．5�

714 アラノイケアリイ 牡3栗 56 福永 祐一守内 満氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 B444－101：27．4クビ 20．6�
12 タイキリアリティ 牡3芦 56

53 ▲三津谷隼人�大樹ファーム 西園 正都 浦河 有限会社 ビ
クトリーファーム 474 ― 〃 アタマ 60．0�

815 メイショウシオサイ 牡3鹿 56 松若 風馬松本 好雄氏 中村 均 浦河 富田牧場 460－ 81：27．93 124．1�
713 パワーストライド 牡3栗 56 松山 弘平前原 敏行氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 564 ―1：29．28 135．6�
48 タイセイフィナール 牡3栗 56 高倉 稜田中 成奉氏 森田 直行 浦河 浦河土肥牧場 B440＋ 61：29．62� 297．0�
36 スズカベローナ 牡3鹿 56 国分 恭介永井 啓弍氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 452 ―1：30．23� 331．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，728，600円 複勝： 36，161，000円 枠連： 13，148，000円
馬連： 50，425，800円 馬単： 25，520，900円 ワイド： 33，002，700円
3連複： 69，265，500円 3連単： 90，113，200円 計： 341，365，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 130円 � 130円 枠 連（6－8） 530円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 1，030円

ワ イ ド �� 230円 �� 280円 �� 330円

3 連 複 ��� 870円 3 連 単 ��� 3，130円

票 数

単勝票数 計 237286 的中 � 61805（1番人気）
複勝票数 計 361610 的中 � 74786（1番人気）� 66950（3番人気）� 70402（2番人気）
枠連票数 計 131480 的中 （6－8） 19031（1番人気）
馬連票数 計 504258 的中 �� 74075（1番人気）
馬単票数 計 255209 的中 �� 18437（1番人気）
ワイド票数 計 330027 的中 �� 38205（1番人気）�� 29063（2番人気）�� 24136（3番人気）
3連複票数 計 692655 的中 ��� 59427（1番人気）
3連単票数 計 901132 的中 ��� 20847（1番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．8―12．2―12．2―12．3―13．3

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F37．8
3 1（3，4）12（11，16）（9，15，14）－7，2－10－（5，6）－（8，13） 4 ・（1，3）（4，12）（11，16）－（9，15，14）7－10－2－（5，6）＝（8，13）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

オーサムバローズ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．9．25 阪神3着

2014．2．14生 牡3鹿 母 スイートブレナム 母母 カフェショコラ 6戦1勝 賞金 12，850，000円
〔発走状況〕 ウニオミュスティカ号・ジェミニズ号は，枠入り不良。発走時刻4分遅延。
〔調教再審査〕 ウニオミュスティカ号・ジェミニズ号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スズカベローナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年5月15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 エイシンスパンキー号

10076 4月15日 曇 良 （29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 ゼニステレスコープ 牡3鹿 56 M．デムーロ �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 430－ 21：48．0 3．9�
11 レンジャックマン 牡3鹿 56 中谷 雄太田畑 勝彦氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 446－ 21：48．42� 12．7�
47 ビップラフォーレ 牡3栃栗56 松若 風馬鈴木 邦英氏 清水 久詞 平取 坂東牧場 442± 0 〃 クビ 9．1�
35 アンフェインド 牡3鹿 56 岩田 康誠加藤 誠氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム 490＋ 21：48．5� 11．1�
715 エイシンクリック 牡3鹿 56 和田 竜二�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 476－101：48．6クビ 60．3	
24 ブラウンプレスト 牡3鹿 56 太宰 啓介キャピタルクラブ 佐々木晶三 浦河 カナイシスタッド B452－ 6 〃 アタマ 151．9

23 ショウナンサニー 牡3鹿 56 福永 祐一国本 哲秀氏 須貝 尚介 新冠 ムラカミファーム 492－ 21：48．81 10．9�
59 ロードブレイク 牡3栗 56 池添 謙一 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 486－ 8 〃 ハナ 49．7�
816 ジ ェ ニ ア ル 牡3鹿 56 武 豊�キーファーズ 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 432－ 8 〃 ハナ 3．6
12 モンドバーグ 牡3鹿 56 C．ルメール �社台レースホース吉村 圭司 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480 ―1：49．11� 7．7�
714 シゲルキツネ 牝3黒鹿 54

51 ▲森 裕太朗森中 蕃氏 柴田 光陽 浦河 大道牧場 428－ 81：49．2� 277．9�
612 オースミベリル 牡3栗 56 浜中 俊�オースミ 荒川 義之 浦河 �川 啓一 488－ 41：49．3� 15．8�
818 オンワードミシガン 牡3芦 56 川須 栄彦樫山 章子氏 村山 明 新冠 高橋 忍 B418－12 〃 クビ 336．9�
510 マルカノカガヤキ 牡3黒鹿 56

54 △荻野 極日下部 猛氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 504± 01：49．4クビ 11．2�
713 ソニックセンス 牡3鹿 56 国分 恭介奥 裕嗣氏 大根田裕之 浦河 バンダム牧場 476＋ 41：49．82� 119．3�
817 コウザンマカロン 牝3黒鹿 54

51 ▲川又 賢治山下 良子氏 作田 誠二 新冠 小泉 学 436－ 6 〃 クビ 485．1�
611 エーティーライデン 牡3栗 56 幸 英明荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 飛野牧場 482 ―1：50．11� 179．7�
36 マサノペンダント 牝3黒鹿54 古川 吉洋猪野毛雅人氏 加藤 敬二 新ひだか 猪野毛牧場 436－ 8 〃 アタマ 376．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 26，199，700円 複勝： 36，555，700円 枠連： 16，360，600円
馬連： 53，139，800円 馬単： 26，401，400円 ワイド： 33，136，600円
3連複： 78，259，600円 3連単： 88，995，300円 計： 359，048，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 160円 � 320円 � 310円 枠 連（1－4） 710円

馬 連 �� 2，750円 馬 単 �� 4，460円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 730円 �� 1，980円

3 連 複 ��� 6，120円 3 連 単 ��� 44，130円

票 数

単勝票数 計 261997 的中 � 53431（2番人気）
複勝票数 計 365557 的中 � 74744（1番人気）� 25921（8番人気）� 26516（6番人気）
枠連票数 計 163606 的中 （1－4） 17635（2番人気）
馬連票数 計 531398 的中 �� 14963（11番人気）
馬単票数 計 264014 的中 �� 4436（16番人気）
ワイド票数 計 331366 的中 �� 8526（11番人気）�� 12010（5番人気）�� 4146（32番人気）
3連複票数 計 782596 的中 ��� 9586（16番人気）
3連単票数 計 889953 的中 ��� 1462（154番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．7―35．6―47．9―1：00．3―1：12．7―1：24．6―1：36．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゼニステレスコープ �
�
父 Galileo �

�
母父 Invincible Spirit デビュー 2016．8．27 新潟7着

2014．3．16生 牡3鹿 母 フリーティングスピリット 母母 Millennium Tale 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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ウインストラグル号
（非抽選馬） 1頭 テイエムガリバー号



10077 4月15日 曇 良 （29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

24 コパノピエール 牡3鹿 56 川須 栄彦小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 470－ 21：21．6 9．9�
36 デ リ ス モ ア 牝3鹿 54 四位 洋文 �社台レースホース大久保龍志 千歳 社台ファーム 462－ 4 〃 アタマ 4．1�
23 イェーガーオレンジ 牝3栗 54 福永 祐一吉田 勝己氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 444＋ 8 〃 ハナ 12．5�
816 メイショウモウコ 牡3栗 56 川島 信二松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 486± 01：21．81� 14．5�
47 プ ロ キ シ マ 牝3青 54 C．ルメール �G1レーシング 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 458－ 21：22．01 3．0	
11 ディープアドラーレ 牝3鹿 54 古川 吉洋深見 敏男氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 420－ 2 〃 クビ 22．1

714 ト ッ プ ラ ン 牡3鹿 56 太宰 啓介�ノースヒルズ 高橋 亮 浦河 高岸 順一 480± 01：22．21 44．4�
818� ス カ イ フ 牝3鹿 54 川田 将雅吉田 和美氏 高野 友和 仏 Mr Hubert

Honore 446－ 81：22．41� 31．6�
611 ロードアイビス 牡3鹿 56 和田 竜二 �ロードホースクラブ 清水 久詞 新ひだか ケイアイファーム 478＋101：22．5	 7．9
35 フルスプレンダー 牡3栗 56

53 ▲森 裕太朗岡田 牧雄氏 森田 直行 新ひだか タガミファーム 458－101：22．71	 286．5�
713 クレアチェイス 牝3鹿 54 池添 謙一 �フジワラ・ファーム 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム 430＋10 〃 クビ 41．0�
12 � サウスシュネル 牡3栗 56 藤岡 康太南波 壽氏 加用 正 米 Winches-

ter Farm 430－181：22．8	 182．2�
612 ダンツストーク 牝3青鹿54 北村 友一山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 岡田スタツド 422－ 41：22．9	 25．2�
59 ノーティカルマイル 牡3鹿 56 岩田 康誠 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 470＋ 6 〃 クビ 119．1�
817 マリノカーニバル 牝3栗 54 国分 優作�クラウン 大根田裕之 日高 クラウン日高牧場 454－ 41：23．0クビ 315．0�
510 アラハバード 牡3黒鹿56 松山 弘平�G1レーシング 池江 泰寿 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434± 01：23．1	 8．5�
715 クリノレモンチャン 牝3青鹿 54

51 ▲三津谷隼人栗本 守氏 田所 秀孝 新ひだか 村上牧場 432＋101：23．84 354．3�
48 キシュウサラリン 牝3栗 54 小牧 太木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 408－ 41：25．9大差 234．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 26，973，600円 複勝： 44，476，200円 枠連： 16，053，100円
馬連： 59，402，600円 馬単： 27，055，600円 ワイド： 40，849，400円
3連複： 82，638，200円 3連単： 95，413，400円 計： 392，862，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 990円 複 勝 � 310円 � 160円 � 380円 枠 連（2－3） 1，130円

馬 連 �� 1，490円 馬 単 �� 3，680円

ワ イ ド �� 510円 �� 1，640円 �� 970円

3 連 複 ��� 7，180円 3 連 単 ��� 43，040円

票 数

単勝票数 計 269736 的中 � 21743（5番人気）
複勝票数 計 444762 的中 � 33746（5番人気）� 93748（2番人気）� 25862（7番人気）
枠連票数 計 160531 的中 （2－3） 11005（4番人気）
馬連票数 計 594026 的中 �� 30840（2番人気）
馬単票数 計 270556 的中 �� 5503（12番人気）
ワイド票数 計 408494 的中 �� 21718（2番人気）�� 6083（18番人気）�� 10658（10番人気）
3連複票数 計 826382 的中 ��� 8628（21番人気）
3連単票数 計 954134 的中 ��� 1607（125番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．4―11．4―11．5―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．1―34．5―45．9―57．4―1：09．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コパノピエール �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2016．11．12 京都9着

2014．5．5生 牡3鹿 母 ヒガシリンクス 母母 ビッグラブリー 5戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キシュウサラリン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年5月15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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 サトノホルス号
（非抽選馬） 3頭 エイシンユリーカ号・セクシーモーション号・パッションチカ号

10078 4月15日 曇 良 （29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

22 クイーンマンボ 牝3青 54 北村 友一 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 490－121：51．2 4．4�

67 テンザワールド 牡3栗 56 和田 竜二天白 泰司氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 434＋ 41：51．52 22．6�
33 ミキノトランペット 牡3鹿 56 武 豊谷口 久和氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 522＋ 21：51．6� 12．9�
812 ブルベアパンサー 牡3栗 56 松山 弘平 �ブルアンドベア 沖 芳夫 新ひだか 三石川上牧場 450± 01：52．02� 99．7�
11 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 B466－ 41：52．21� 8．5	
710 キーグラウンド 牡3鹿 56 �島 良太北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 中本牧場 476－ 21：52．41 7．9

811 バニーテール 牝3芦 54 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム 468＋ 61：52．61	 4．8�
79 ナンヨープルートー 牡3鹿 56 岩田 康誠中村 德也氏 松永 幹夫 新ひだか 桜井牧場 494＋ 2 〃 クビ 3．3�
55 スズカフリオーソ 牡3栗 56 藤岡 康太永井 啓弍氏 藤沢 則雄 浦河 田中スタッド 460± 01：52．7� 29．3
44 ダンツゴウユウ 牡3栗 56 古川 吉洋山元 哲二氏 谷 潔 浦河 バンブー牧場 444± 01：52．91 102．1�
56 ディーエスアクシス 牡3芦 56 C．ルメール 秋谷 壽之氏 岡田 稲男 新ひだか 野坂牧場 476± 01：53．53� 19．3�
68 アンタガシャチョウ 牡3黒鹿56 福永 祐一 �ミキハウスHKサービス 野中 賢二 日高 下河辺牧場 510± 01：53．6
 19．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 27，059，100円 複勝： 46，495，900円 枠連： 12，959，300円
馬連： 61，857，500円 馬単： 27，802，100円 ワイド： 39，328，000円
3連複： 76，803，500円 3連単： 102，184，200円 計： 394，489，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 210円 � 650円 � 350円 枠 連（2－6） 3，740円

馬 連 �� 8，160円 馬 単 �� 9，780円

ワ イ ド �� 2，760円 �� 1，430円 �� 4，790円

3 連 複 ��� 25，160円 3 連 単 ��� 96，210円

票 数

単勝票数 計 270591 的中 � 48572（2番人気）
複勝票数 計 464959 的中 � 66683（3番人気）� 16138（9番人気）� 33645（6番人気）
枠連票数 計 129593 的中 （2－6） 2684（16番人気）
馬連票数 計 618575 的中 �� 5870（30番人気）
馬単票数 計 278021 的中 �� 2130（40番人気）
ワイド票数 計 393280 的中 �� 3662（32番人気）�� 7243（18番人気）�� 2084（44番人気）
3連複票数 計 768035 的中 ��� 2289（85番人気）
3連単票数 計1021842 的中 ��� 770（340番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．6―36．9―49．5―1：02．2―1：14．8―1：27．0―1：39．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クイーンマンボ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2017．3．4 小倉14着

2014．3．28生 牝3青 母 スズカエルマンボ 母母 スプリングマンボ 3戦2勝 賞金 12，200，000円



10079 4月15日 晴 良 （29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 （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 375，000
375，000

円
円� コースレコード

中央レコード
2：01．0
2：01．0

不良
不良

55 � ジョーダンキング 牡4黒鹿57 	島 良太廣崎利洋HD� 藤原 英昭 新ひだか 藤原牧場 488－ 22：05．3 2．5�
44 モンストルコント 牡4黒鹿57 浜中 俊 �社台レースホース本田 優 千歳 社台ファーム 494＋ 22：06．36 12．0�
78 ミキノトロンボーン 牡5鹿 57 藤岡 康太谷口 久和氏 大橋 勇樹 新ひだか グローリーファーム 520＋ 22：06．4
 20．8�
89 トウカイハッピー 牡4鹿 57 四位 洋文内村 正則氏 野中 賢二 新ひだか 佐藤 陽一 480－ 2 〃 クビ 39．4�
11 ワールドリースター 牡5鹿 57 太宰 啓介 �サンデーレーシング 渡辺 薫彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460－ 82：06．5クビ 12．1	
33 ウォーターレスター 牡4黒鹿57 武 豊山岡 良一氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 520－ 6 〃 同着 5．7

22 アドマイヤカロ 牡6栗 57 幸 英明近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 528－ 22：07．03 2．4�
810 ダイナミックショー 牡5鹿 57

54 ▲三津谷隼人小川 勲氏 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 574＋ 62：07．74 135．6�
66 デヴァスタシオン 牡5栃栗57 岩田 康誠一村 哲也氏 	島 一歩 千歳 社台ファーム 518± 02：07．91
 64．6
77 ニホンピロボーラー 牡4鹿 57 高倉 稜小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 508＋ 72：09．38 113．3�

（10頭）

売 得 金
単勝： 25，682，800円 複勝： 40，483，200円 枠連： 11，593，300円
馬連： 53，401，200円 馬単： 31，278，600円 ワイド： 32，197，700円
3連複： 69，474，800円 3連単： 138，887，800円 計： 402，999，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 150円 � 320円 � 610円 枠 連（4－5） 1，510円

馬 連 �� 1，290円 馬 単 �� 1，710円

ワ イ ド �� 460円 �� 940円 �� 2，410円

3 連 複 ��� 6，590円 3 連 単 ��� 18，770円

票 数

単勝票数 計 256828 的中 � 81491（2番人気）
複勝票数 計 404832 的中 � 95280（2番人気）� 29610（5番人気）� 13348（6番人気）
枠連票数 計 115933 的中 （4－5） 5920（7番人気）
馬連票数 計 534012 的中 �� 31926（7番人気）
馬単票数 計 312786 的中 �� 13707（7番人気）
ワイド票数 計 321977 的中 �� 19575（7番人気）�� 8657（10番人気）�� 3207（19番人気）
3連複票数 計 694748 的中 ��� 7902（16番人気）
3連単票数 計1388878 的中 ��� 5363（53番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―11．3―13．2―13．0―13．0―12．8―12．8―12．5―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．2―35．5―48．7―1：01．7―1：14．7―1：27．5―1：40．3―1：52．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ジョーダンキング �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス

2013．5．26生 牡4黒鹿 母 フューチャサンデー 母母 アスクローザ 4戦1勝 賞金 12，200，000円
初出走 JRA

10080 4月15日 晴 良 （29阪神2）第7日 第8競走 ��
��2，200�サラブレッド系4歳以上

発走13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 750，000円� コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：09．9

良
良

77 レトロロック 牡5鹿 57 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 角居 勝彦 日高 日高大洋牧場 484－ 62：13．4 2．0�
66 アグネスリバティ 牡4黒鹿57 荻野 琢真上山 牧氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 478＋202：13．61 32．5�
44 アドマイヤスター 牡5青鹿57 川田 将雅近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 490－ 4 〃 ハナ 6．9�
55 キングパール 牡5黒鹿57 武 豊 H.H．シェイク・ファハド 中内田充正 安平 ノーザンファーム 482－ 42：13．7� 24．0�
810 マイネルアトゥー 牡4青鹿57 松若 風馬 �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 450± 0 〃 アタマ 19．2�
22 	 スティルウォーター 牝4黒鹿55 福永 祐一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 寺島 良 新ひだか 橋本牧場 400＋ 62：13．8� 8．5	
11 ロ ラ イ マ 
4鹿 57 C．ルメール 
社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 448－ 22：14．22� 3．2�
78 ジャジャウマガール 牝4鹿 55 浜中 俊廣崎利洋HD� 河内 洋 新冠 川上牧場 456＋ 22：14．62 38．2�
89 トゥルーハート 牡4黒鹿57 岩田 康誠 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 庄野 靖志 様似 猿倉牧場 456± 02：14．7� 60．5
33 アルマレイモミ 牝4鹿 55 幸 英明コウトミックレーシング 西浦 勝一 新冠 須崎牧場 450± 0 〃 ハナ 29．8�

（10頭）

売 得 金
単勝： 31，432，500円 複勝： 47，376，900円 枠連： 13，891，700円
馬連： 63，495，600円 馬単： 37，732，500円 ワイド： 39，058，500円
3連複： 83，663，000円 3連単： 155，925，800円 計： 472，576，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 540円 � 190円 枠 連（6－7） 3，010円

馬 連 �� 3，490円 馬 単 �� 4，660円

ワ イ ド �� 1，140円 �� 350円 �� 2，290円

3 連 複 ��� 5，760円 3 連 単 ��� 27，040円

票 数

単勝票数 計 314325 的中 � 119946（1番人気）
複勝票数 計 473769 的中 � 189452（1番人気）� 12727（9番人気）� 50434（3番人気）
枠連票数 計 138917 的中 （6－7） 3572（9番人気）
馬連票数 計 634956 的中 �� 14080（12番人気）
馬単票数 計 377325 的中 �� 6064（16番人気）
ワイド票数 計 390585 的中 �� 8401（13番人気）�� 32558（2番人気）�� 4019（25番人気）
3連複票数 計 836630 的中 ��� 10892（18番人気）
3連単票数 計1559258 的中 ��� 4180（80番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―11．7―12．8―12．3―12．3―12．4―12．0―11．5―11．7―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―24．2―35．9―48．7―1：01．0―1：13．3―1：25．7―1：37．7―1：49．2―2：00．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レトロロック �
�
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 2014．8．31 小倉1着

2012．3．22生 牡5鹿 母 サムワントゥラブ 母母 シンコウラブリイ 17戦3勝 賞金 57，153，000円
※アルマレイモミ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



10081 4月15日 晴 良 （29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 203，000円 58，000円 29，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．6
1：56．1

良
良

66 プラチナムバレット 牡3芦 56 浜中 俊 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 河内 洋 新ひだか 岡田スタツド 478－ 22：02．1 4．7�

33 エクレアスパークル 牡3青鹿56 川田 将雅李 柱坤氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 458－ 6 〃 クビ 1．8�
89 シャイニーゲール 牡3鹿 56 福永 祐一小林 昌志氏 石坂 正 平取 雅 牧場 464－ 22：02．31� 26．5�
44 ロードアルバータ 牡3青鹿56 M．デムーロ �ロードホースクラブ 角居 勝彦 新ひだか ケイアイファーム 450－ 6 〃 ハナ 7．1�
77 ベストリゾート 牡3鹿 56 武 豊保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 460－10 〃 クビ 31．9�
55 クリノヤマトノオー 牡3鹿 56 藤岡 康太栗本 守氏 高橋 義忠 新ひだか 西村 和夫 448± 02：02．4クビ 121．4	
22 メルヴィンカズマ 牡3黒鹿56 岩田 康誠合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 466－ 42：02．5� 19．3

88 アドマイヤアゼリ 牡3鹿 56 C．ルメール 近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 442－ 62：02．92	 4．6�
11 フ レ ー バ ー 牝3栗 54 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥村 豊 新冠 ビッグレッドファーム 464＋122：03．64 163．2�
（9頭）

売 得 金
単勝： 50，473，200円 複勝： 115，536，300円 枠連： 15，981，300円
馬連： 90，512，900円 馬単： 56，877，900円 ワイド： 49，484，800円
3連複： 119，726，900円 3連単： 266，938，200円 計： 765，531，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 150円 � 110円 � 270円 枠 連（3－6） 410円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 1，120円

ワ イ ド �� 190円 �� 700円 �� 480円

3 連 複 ��� 1，500円 3 連 単 ��� 8，260円

票 数

単勝票数 計 504732 的中 � 84829（3番人気）
複勝票数 計1155363 的中 � 103918（3番人気）� 731654（1番人気）� 39095（6番人気）
枠連票数 計 159813 的中 （3－6） 29517（2番人気）
馬連票数 計 905129 的中 �� 169013（1番人気）
馬単票数 計 568779 的中 �� 37929（5番人気）
ワイド票数 計 494848 的中 �� 83369（1番人気）�� 15373（11番人気）�� 23608（8番人気）
3連複票数 計1197269 的中 ��� 59740（5番人気）
3連単票数 計2669382 的中 ��� 23420（33番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．3―37．1―49．8―1：02．3―1：14．9―1：27．6―1：39．1―1：50．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．2―3F34．5
1
3
4－6（7，8）9，3，2，5，1・（4，8）（7，6）（3，9）2，5，1

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

勝馬の
紹 介

プラチナムバレット 
�
父 マンハッタンカフェ 

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2016．12．18 阪神1着

2014．5．19生 牡3芦 母 スノースタイル 母母 シャルムダンサー 5戦2勝 賞金 28，335，000円

10082 4月15日 晴 良 （29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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：43．9

良
良

33 ジークカイザー 牡4鹿 57 川田 将雅 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 476－ 81：46．4 3．0�
44 エルプシャフト 牡4青鹿57 M．デムーロ �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 448－ 41：46．5� 2．8�
810 ショウボート 牡5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 476－ 2 〃 ハナ 4．6�
78 アンドリエッテ 牝5鹿 55 武 豊永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 454－ 21：46．6クビ 9．8�
66 オブリゲーション 牡4鹿 57 和田 竜二�辻牧場 奥村 豊 浦河 辻 牧場 462± 0 〃 クビ 67．9�
79 ピースマインド 牡4鹿 57 幸 英明小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 444－ 41：46．91� 13．4	
22 サウンドアプローズ 牡5黒鹿57 岩田 康誠増田 雄一氏 高橋 康之 日高 山際 辰夫 494± 01：47．21� 14．0

67 タガノガジュマル 牡4黒鹿57 高倉 稜八木 良司氏 本田 優 新冠 八木牧場 430＋ 2 〃 ハナ 138．7�
11 ジュンスパーヒカル 牡5鹿 57 福永 祐一河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 466± 0 〃 クビ 24．2�
811 ヤマカツボーイ 牡5黒鹿57 池添 謙一山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 456－ 81：47．41	 54．0
55 アドマイヤスカイ 牡5青鹿57 川須 栄彦近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 450－101：47．5クビ 61．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 46，345，900円 複勝： 60，955，100円 枠連： 20，791，700円
馬連： 116，912，100円 馬単： 56，413，500円 ワイド： 59，574，800円
3連複： 155，570，300円 3連単： 271，403，100円 計： 787，966，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 120円 � 120円 � 130円 枠 連（3－4） 500円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 990円

ワ イ ド �� 210円 �� 230円 �� 260円

3 連 複 ��� 590円 3 連 単 ��� 2，520円

票 数

単勝票数 計 463459 的中 � 123306（2番人気）
複勝票数 計 609551 的中 � 143712（1番人気）� 129003（2番人気）� 113273（3番人気）
枠連票数 計 207917 的中 （3－4） 31903（1番人気）
馬連票数 計1169121 的中 �� 172717（1番人気）
馬単票数 計 564135 的中 �� 42686（2番人気）
ワイド票数 計 595748 的中 �� 76740（1番人気）�� 64114（2番人気）�� 55694（3番人気）
3連複票数 計1555703 的中 ��� 195703（1番人気）
3連単票数 計2714031 的中 ��� 78056（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．8―36．8―48．7―1：00．4―1：12．0―1：23．1―1：34．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．4
3 9，3（4，11）（2，1，8）（6，10）（5，7） 4 9－（3，11）（4，1，8）（2，6，10）5，7

勝馬の
紹 介

ジークカイザー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Canadian Frontier デビュー 2015．12．27 阪神1着

2013．1．26生 牡4鹿 母 ヒルダズパッション 母母 Executricker 6戦3勝 賞金 39，685，000円



10083 4月15日 晴 良 （29阪神2）第7日 第11競走 ��
��1，800�第22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，28．4．16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，28．4．15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 560，000円 160，000円 80，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

510 モルトベーネ 牡5栗 56 M．デムーロ三宅 正義氏 松永 昌博 浦河 櫛桁牧場 464－ 61：49．9 7．3�
24 ロンドンタウン 牡4鹿 57 川田 将雅薪浦 亨氏 牧田 和弥 新冠 松浦牧場 516＋ 21：50．22 13．5�
35 ロワジャルダン 牡6鹿 56 浜中 俊 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 498－12 〃 クビ 29．4�
611 リーゼントロック 牡6黒鹿56 中谷 雄太三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 服部 牧場 534＋ 8 〃 ハナ 104．6�
713 アスカノロマン 牡6栗 57 和田 竜二豊田 智郎氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 524± 01：50．3クビ 8．5�
48 メイショウスミトモ 牡6鹿 56 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 480＋ 21：50．4� 91．4	
612 タガノエスプレッソ 牡5鹿 56 北村 友一八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 454＋ 2 〃 クビ 40．2

815 タムロミラクル 牡5青鹿56 福永 祐一谷口 屯氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 468－ 21：50．5� 33．7�
36 グレンツェント 牡4鹿 58 C．ルメール �シルクレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 464－ 6 〃 ハナ 2．3�
59 マイネルクロップ 牡7芦 56 松若 風馬 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 514－ 81：50．6� 224．5�
23 ミ ツ バ 牡5鹿 56 横山 典弘協栄 加用 正 日高 タバタファーム B468＋ 3 〃 ハナ 4．2�
714 ピ ッ ト ボ ス 牡4鹿 56 藤岡 康太前田 晋二氏 清水 久詞 日高 道見牧場 510－ 4 〃 クビ 74．4�
11 マイネルバイカ 牡8鹿 56 松山 弘平 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西村 真幸 新ひだか 乾 皆雄 496± 0 〃 ハナ 206．5�
816 ナムラアラシ 牡4鹿 56 幸 英明奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 528＋ 41：50．7クビ 20．0�
47 モンドクラッセ 牡6鹿 56 岩田 康誠�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 532± 01：51．55 13．5�
12 ショウナンアポロン 牡7鹿 56 藤岡 佑介国本 哲秀氏 古賀 史生 洞	湖 メジロ牧場 514－ 81：51．92� 116．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 125，443，700円 複勝： 181，787，600円 枠連： 79，109，900円
馬連： 429，040，700円 馬単： 177，985，700円 ワイド： 211，992，100円
3連複： 650，774，100円 3連単： 1，029，635，900円 計： 2，885，769，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 280円 � 350円 � 580円 枠 連（2－5） 1，130円

馬 連 �� 4，360円 馬 単 �� 7，600円

ワ イ ド �� 1，420円 �� 3，560円 �� 3，760円

3 連 複 ��� 38，510円 3 連 単 ��� 167，220円

票 数

単勝票数 計1254437 的中 � 137135（3番人気）
複勝票数 計1817876 的中 � 184488（3番人気）� 136598（5番人気）� 75371（8番人気）
枠連票数 計 791099 的中 （2－5） 53955（5番人気）
馬連票数 計4290407 的中 �� 76128（15番人気）
馬単票数 計1779857 的中 �� 17555（26番人気）
ワイド票数 計2119921 的中 �� 39269（16番人気）�� 15178（34番人気）�� 14377（36番人気）
3連複票数 計6507741 的中 ��� 12672（98番人気）
3連単票数 計10296359 的中 ��� 4464（429番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―13．0―12．5―12．4―12．1―12．1―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．3―36．3―48．8―1：01．2―1：13．3―1：25．4―1：37．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

モルトベーネ �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2014．7．5 中京11着

2012．3．24生 牡5栗 母 ノーブルエターナル 母母 クイーンズメモリー 24戦7勝 賞金 155，497，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 ロワジャルダン号の騎手浜中俊は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 マイネルバサラ号
（非抽選馬） 6頭 カゼノコ号・キクノソル号・グレナディアーズ号・トップディーヴォ号・バスタータイプ号・ランウェイワルツ号

10084 4月15日 曇 良 （29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

612 ベ ル ク リ ア 牝4芦 55 川田 将雅水上 行雄氏 吉田 直弘 浦河 笠松牧場 456－101：23．5 3．6�
59 ミッキーグッドネス 牝4鹿 55 武 豊野田みづき氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 416＋ 6 〃 クビ 7．1�
11 シルバーポジー 牝4芦 55 北村 友一 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 496－ 21：23．71� 22．3�
12 ブライスガウ 牝4栗 55 中谷 雄太一村 哲也氏 岡田 稲男 新ひだか グランド牧場 486＋ 81：24．01� 3．5�
36 トップノート 牝4栗 55 浜中 俊水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 484＋141：24．21� 23．3�
714 エミノマユアク 牝4黒鹿55 岩田 康誠�酒井牧場 尾関 知人 浦河 酒井牧場 460－101：24．3� 66．0	
48 ア グ ネ ッ タ 牝4鹿 55

52 ▲森 裕太朗菅原 広隆氏 羽月 友彦 新ひだか 上村 清志 B462± 01：24．61� 89．0

816� ファミリーズオナー 牝5栗 55 藤岡 佑介岡田 牧雄氏 飯田 雄三 日高 白瀬 盛雄 474－ 21：24．7	 64．1�
611 オ ル ノ ス 牝4芦 55 幸 英明武田 茂男氏 鈴木 孝志 浦河 信岡牧場 444－ 4 〃 クビ 136．8�
713 タガノヴェルリー 牝5鹿 55 C．ルメール 八木 良司氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B450＋ 21：24．91� 7．2
815 グリューヴァイン 牝5栗 55

53 △荻野 極 �キャロットファーム 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 466＋ 61：25．0	 29．3�
510 スノードリーム 牝4芦 55 水口 優也三田 昌宏氏 高橋 義忠 日高 ナカノファーム 454± 01：25．42	 30．3�
47 ミ ス キ ラ ラ 牝4黒鹿55 池添 謙一窪田 康志氏 池添 学 新冠 若林牧場 492＋ 81：25．5クビ 12．0�
23 コートシャルマン 牝5鹿 55 松山 弘平 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 450± 0 〃 ハナ 20．2�
35 メイショウバーズ 牝4鹿 55 松若 風馬松本 好�氏 本田 優 新ひだか 藤沢牧場 458＋ 21：25．6	 141．3�
24 ハラペーニョペパー 牝5芦 55 荻野 琢真 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 498＋ 81：26．45 13．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 49，660，400円 複勝： 70，666，900円 枠連： 32，415，400円
馬連： 140，225，900円 馬単： 55，711，100円 ワイド： 72，442，000円
3連複： 182，935，200円 3連単： 245，466，000円 計： 849，522，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 170円 � 250円 � 550円 枠 連（5－6） 1，310円

馬 連 �� 1，660円 馬 単 �� 3，090円

ワ イ ド �� 710円 �� 1，700円 �� 2，410円

3 連 複 ��� 12，200円 3 連 単 ��� 56，650円

票 数

単勝票数 計 496604 的中 � 110019（2番人気）
複勝票数 計 706669 的中 � 129794（2番人気）� 71051（4番人気）� 27075（9番人気）
枠連票数 計 324154 的中 （5－6） 19100（5番人気）
馬連票数 計1402259 的中 �� 65358（4番人気）
馬単票数 計 557111 的中 �� 13481（9番人気）
ワイド票数 計 724420 的中 �� 27440（5番人気）�� 10759（19番人気）�� 7496（29番人気）
3連複票数 計1829352 的中 ��� 11244（41番人気）
3連単票数 計2454660 的中 ��� 3141（174番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．3―12．0―12．2―12．5―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．5―33．8―45．8―58．0―1：10．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベ ル ク リ ア �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2015．12．26 阪神3着

2013．2．16生 牝4芦 母 プレシャスライフ 母母 スターマイライフ 15戦3勝 賞金 40，000，000円
〔制裁〕 ミスキララ号の騎手池添謙一は，向正面で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4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。
（非当選馬） 1頭 ピントゥリッキオ号



（29阪神2）第7日 4月15日（土曜日） 曇一時雨一時晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 168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

225，520，000円
2，530，000円
15，420，000円
1，460，000円
26，740，000円
67，826，000円
4，640，000円
1，612，800円

勝馬投票券売得金
474，283，600円
771，386，300円
259，247，200円
1，210，920，700円
577，776，200円
668，345，100円
1，699，005，300円
2，681，715，900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 8，342，680，300円

総入場人員 14，239名 （有料入場人員 13，458名）
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