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10049 4月7日 曇 重 （30阪神2）第5日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時00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

11 メイショウルクール 牝3鹿 54 �島 良太松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 468＋ 21：11．6 14．2�
47 ノボリソング 牝3鹿 54 岩崎 翼原田 豊氏 石橋 守 浦河 杵臼牧場 456－ 4 〃 クビ 49．3�
24 チカフェンネル 牝3黒鹿54 武 豊�キーファーズ 松永 幹夫 浦河 栄進牧場 B512＋121：11．7� 7．7�
611 アテンフラワー 牝3青鹿54 岩田 康誠河村 �平氏 牧浦 充徳 浦河 吉田 又治 456± 01：11．91� 6．2�
23 キタノタマテバコ 牝3鹿 54 小牧 太北所 直人氏 吉田 直弘 日高 シンボリ牧場 418＋ 41：12．11� 45．7	
12 ア ル マ ー ズ 牝3鹿 54 藤岡 佑介 
社台レースホース藤岡 健一 千歳 社台ファーム 490 ―1：12．31� 4．8�
59 リ ー ズ ン 牝3鹿 54 藤岡 康太林 正道氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 458－ 21：12．61� 7．5�
713 プロネルクール 牝3鹿 54 C．ルメール �G1レーシング 千田 輝彦 千歳 社台ファーム 488＋ 8 〃 アタマ 2．3
48 ウエスタンヒューズ 牝3黒鹿 54

53 ☆小崎 綾也西川 賢氏 西園 正都 新ひだか ウエスタンファーム 460＋ 4 〃 ハナ 46．1�
35 キュアサニー 牝3黒鹿 54

53 ☆加藤 祥太吉澤 克己氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 408＋ 41：13．34 336．7�
815 メイショウエンゼル 牝3鹿 54 北村 友一松本 好�氏 松永 昌博 浦河 太陽牧場 492＋121：13．72� 330．7�
36 ローズベスト 牝3鹿 54 岡田 祥嗣中島 俊房氏 作田 誠二 新ひだか 小河 豊水 446± 01：13．91 362．1�
714 ジョーダンドリーム 牝3栗 54 四位 洋文廣崎利洋HD� 武 幸四郎 新ひだか 藤原牧場 404－ 2 〃 クビ 237．9�
816 ウェーブガイア 牝3栗 54 松若 風馬万波 健二氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 444 ― 〃 ハナ 22．0�
510 サンレイファミリー 牝3栗 54

51 ▲西村 淳也永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 390± 01：14．0� 323．0�
612 カ シ ャ ー サ 牝3黒鹿54 幸 英明 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 渡辺 薫彦 新冠 守矢牧場 436＋121：14．1クビ 173．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，759，800円 複勝： 41，249，500円 枠連： 10，187，400円
馬連： 48，714，600円 馬単： 24，136，400円 ワイド： 33，336，100円
3連複： 72，266，500円 3連単： 85，238，600円 計： 340，888，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，420円 複 勝 � 450円 � 930円 � 310円 枠 連（1－4） 3，690円

馬 連 �� 20，340円 馬 単 �� 37，790円

ワ イ ド �� 5，690円 �� 1，750円 �� 3，370円

3 連 複 ��� 40，990円 3 連 単 ��� 325，250円

票 数

単勝票数 計 257598 的中 � 14507（6番人気）
複勝票数 計 412495 的中 � 24019（6番人気）� 10534（9番人気）� 38423（5番人気）
枠連票数 計 101874 的中 （1－4） 2135（13番人気）
馬連票数 計 487146 的中 �� 1856（39番人気）
馬単票数 計 241364 的中 �� 479（74番人気）
ワイド票数 計 333361 的中 �� 1492（42番人気）�� 5004（20番人気）�� 2544（33番人気）
3連複票数 計 722665 的中 ��� 1322（85番人気）
3連単票数 計 852386 的中 ��� 190（555番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．6―11．9―11．9―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．2―34．8―46．7―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウルクール �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 メイショウオウドウ デビュー 2017．10．22 新潟13着

2015．3．20生 牝3鹿 母 メイショウスコール 母母 メイショウアヤメ 6戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
※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） 4頭 クリノカサット号・クリノユナチャン号・バーニングガール号・ヒロノオリオン号

10050 4月7日 曇 重 （30阪神2）第5日 第2競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走10時30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

714 オペラアクター 牡3栗 56 藤岡 康太 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 木原 一良 浦河 宮内牧場 414－101：23．9 24．4�

59 � ジャスパーエイト 牡3栗 56 武 豊加藤 和夫氏 森 秀行 米
Kirt Cahill, Sarah
Cahill & Shackle-
ford Syndicate

490＋281：24．0� 15．4�
713 ホープウイング 牝3栗 54 	島 克駿杉山 忠国氏 杉山 晴紀 新ひだか 明治牧場 434± 01：24．85 4．1�
24 テイエムヨハネス 牡3栗 56

55 ☆荻野 極竹園 正繼氏 飯田 雄三 新冠 ハシモトフアーム 500± 0 〃 ハナ 4．2�
36 タイセイエルピス 牡3鹿 56 福永 祐一田中 成奉氏 松下 武士 新冠 石田牧場 470 ―1：25．11
 24．4�
612 ピクシーピュール 牝3鹿 54 川島 信二	髙昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 474 ―1：25．2
 89．3

611� キャットタング 牝3芦 54 松若 風馬吉田 千津氏 音無 秀孝 米 Brushwood

Stable 440＋ 2 〃 アタマ 5．1�
816 ミッキーマラン 牡3芦 56 和田 竜二三木 久史氏 中村 均 浦河 宮内牧場 470＋ 21：25．41� 14．3�
12 カフジユニコーン 牡3鹿 56 岩田 康誠加藤 守氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 482＋ 21：25．72 144．2
815 ジョーダンヒロイン 牝3青鹿54 M．デムーロ 廣崎利洋HD� 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 442＋ 4 〃 ハナ 4．1�
47 ウォーターキラキラ 牝3黒鹿54 岡田 祥嗣山岡 正人氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 436－ 21：26．02 128．0�
48 オールウェイ 牡3黒鹿56 田中 健	槇本牧場 浜田多実雄 日高 槇本牧場 500 ―1：26．1クビ 31．1�
23 タマモジュニア 牡3栗 56

53 ▲西村 淳也タマモ� 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 448 ―1：26．2� 135．5�
35 ランドヘルメース 牡3鹿 56 北村 友一木村 昌三氏 安達 昭夫 新冠 村上 欽哉 470＋181：26．73 283．1�
510 ブルベアヤマイモ 牡3鹿 56 川須 栄彦 �ブルアンドベア 藤沢 則雄 新ひだか 飯岡牧場 422－101：28．7大差 552．0�
11 グ リ ュ ッ ク 牡3芦 56 幸 英明篠田くみ子氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム 518 ―1：36．7大差 19．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，637，000円 複勝： 35，489，600円 枠連： 12，179，600円
馬連： 44，212，800円 馬単： 19，534，300円 ワイド： 30，976，100円
3連複： 59，449，800円 3連単： 64，403，300円 計： 290，882，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，440円 複 勝 � 640円 � 410円 � 170円 枠 連（5－7） 3，020円

馬 連 �� 18，460円 馬 単 �� 54，660円

ワ イ ド �� 4，700円 �� 1，580円 �� 1，420円

3 連 複 ��� 29，540円 3 連 単 ��� 277，930円

票 数

単勝票数 計 246370 的中 � 8058（8番人気）
複勝票数 計 354896 的中 � 11794（9番人気）� 19759（6番人気）� 72133（1番人気）
枠連票数 計 121796 的中 （5－7） 3120（10番人気）
馬連票数 計 442128 的中 �� 1856（42番人気）
馬単票数 計 195343 的中 �� 268（105番人気）
ワイド票数 計 309761 的中 �� 1661（41番人気）�� 5086（18番人気）�� 5708（16番人気）
3連複票数 計 594498 的中 ��� 1509（82番人気）
3連単票数 計 644033 的中 ��� 168（648番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オペラアクター �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 テイエムオペラオー デビュー 2017．12．23 阪神7着

2015．3．17生 牡3栗 母 フォルクスオーパー 母母 ゴールデンハピネス 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グリュック号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年5月7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。
（非抽選馬） 3頭 オーミプレスト号・ガブリヨリ号・シゲルマツタケ号

第２回 阪神競馬 第５日



10051 4月7日 晴 重 （30阪神2）第5日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時00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

816 ド ゥ リ ト ル 牡3黒鹿56 福永 祐一大林 一彦氏 村山 明 洞�湖 レイクヴィラファーム 488± 01：52．9 3．4�
47 タマモストーム 牡3栗 56 �島 克駿タマモ� 川村 禎彦 新ひだか 静内フアーム 494－ 41：53．22 3．7�
11 アフラマズダー 牡3鹿 56 藤岡 康太田所 英子氏 安達 昭夫 日高 天羽牧場 502－ 21：53．94 4．8�
12 シゲルワサビ 牡3黒鹿 56

55 ☆小崎 綾也森中 蕃氏 谷 潔 新ひだか 片山牧場 548± 01：54．11� 72．5�
612 タガノフウジン 牡3黒鹿56 岩崎 翼八木 良司氏 石橋 守 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 446± 01：54．2� 18．5�
35 フードゥルブラン 牡3芦 56 C．ルメール 平井 裕氏 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 474 ―1：54．83� 4．6	
23 レッツゴーキティ 牡3鹿 56 荻野 琢真廣崎利洋HD� 梅田 智之 千歳 社台ファーム 444＋ 8 〃 クビ 97．7

48 ヒロシゲセブン 牡3鹿 56 幸 英明�岡 隆氏 北出 成人 日高 北田 剛 500± 01：55．11	 13．7�
713 セ イ ゲ イ ル 牡3鹿 56 松若 風馬金田 成基氏 安田 翔伍 白老 習志野牧場 480－ 2 〃 ハナ 259．9
611 ローレルティーダ 牡3鹿 56 �島 良太 �ローレルレーシング 中竹 和也 新冠 川島牧場 446＋ 41：55．41	 147．7�
36 マイネルサブリエ 牡3栗 56 柴田 未崎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新ひだか 金舛 幸夫 468＋16 〃 ハナ 233．3�
510 クロンプリンツ 牡3青鹿 56

53 ▲三津谷隼人 �社台レースホース西園 正都 千歳 社台ファーム 456－ 41：55．61 167．2�
815 ブルーイメル 牡3鹿 56 蛯名 正義杉澤 真吾氏 五十嵐忠男 新ひだか 上村 清志 460＋ 41：56．02� 51．7�
59 メイショウマキシム 牡3鹿 56

55 ☆荻野 極松本 好�氏 河内 洋 浦河 赤田牧場 480＋ 21：56．1� 22．5�
24 サンライズスパーク 牡3青鹿56 高倉 稜松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 466＋ 2 〃 クビ 98．4�
714 ヤマニンラボーナ 牡3栗 56 田中 健土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 478 ―2：01．8大差 48．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，915，600円 複勝： 42，054，200円 枠連： 13，833，700円
馬連： 47，082，200円 馬単： 22，503，900円 ワイド： 30，427，000円
3連複： 66，412，100円 3連単： 78，071，400円 計： 324，300，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 130円 � 120円 � 130円 枠 連（4－8） 330円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 1，070円

ワ イ ド �� 230円 �� 270円 �� 260円

3 連 複 ��� 590円 3 連 単 ��� 2，650円

票 数

単勝票数 計 239156 的中 � 56146（1番人気）
複勝票数 計 420542 的中 � 75498（3番人気）� 90661（1番人気）� 87693（2番人気）
枠連票数 計 138337 的中 （4－8） 31842（1番人気）
馬連票数 計 470822 的中 �� 74050（1番人気）
馬単票数 計 225039 的中 �� 15639（2番人気）
ワイド票数 計 304270 的中 �� 34644（1番人気）�� 27307（3番人気）�� 29094（2番人気）
3連複票数 計 664121 的中 ��� 84399（1番人気）
3連単票数 計 780714 的中 ��� 21313（2番人気）

ハロンタイム 12．8―10．9―12．6―12．9―12．9―12．6―12．5―12．5―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．7―36．3―49．2―1：02．1―1：14．7―1：27．2―1：39．7

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ド ゥ リ ト ル �
�
父 トーセンホマレボシ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2017．7．1 中京6着

2015．4．24生 牡3黒鹿 母 ウィストラム 母母 リュドゥパーム 8戦1勝 賞金 8，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヤマニンラボーナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年5月7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。
（非当選馬） 1頭 ラガースパーブ号

10052 4月7日 晴 稍重 （30阪神2）第5日 第4競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走11時30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
1：19．5
1：19．0

良
良

35 アルジャーノン 牡3栗 56 川島 信二 Him Rock Racing 荒川 義之 日高 北田 剛 434＋ 21：23．1 13．6�
816 ハードカウント 牡3栗 56 武 豊�ノースヒルズ 小崎 憲 新冠 株式会社

ノースヒルズ 458＋ 61：23．2� 13．9�
818 メモリーコロネット 牝3黒鹿54 岩田 康誠�シンザンクラブ 大久保龍志 日高 下河辺牧場 446± 0 〃 アタマ 3．4�
59 フェスタマドンナ 牝3鹿 54 松若 風馬服部 統祥氏 千田 輝彦 日高 チャンピオン

ズファーム 496＋10 〃 クビ 61．6�
47 アンリミット 牝3青鹿 54

53 ☆荻野 極前原 敏行氏 清水 久詞 新ひだか 千代田牧場 474＋ 21：23．3クビ 2．5�
715 フリーガーアス 牡3青鹿56 川田 将雅吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 444± 01：23．4� 24．6	
713 ディヴィナライン 牝3栗 54 M．デムーロ吉澤 克己氏 奥村 豊 浦河 辻 牧場 456＋ 2 〃 クビ 6．1

817 アリイタヤス 牡3鹿 56 幸 英明横瀬 兼二氏 池添 兼雄 新冠 対馬 正 492＋ 61：23．72 20．0�
24 ジューンナイト 牡3青鹿56 福永 祐一吉川 潤氏 今野 貞一 浦河 高昭牧場 B432－ 81：23．91� 15．5�
611 ヒロノカチドキ 牡3青 56 水口 優也小野 博郷氏 崎山 博樹 新ひだか 西川富岡牧場 454－ 61：24．11� 189．9
23 ネオヴォイス 牝3鹿 54 北村 友一山内 邦一氏 安達 昭夫 新冠 森永 聡 438－ 21：24．2� 17．1�
11 ワンダーショコラ 牝3鹿 54 高倉 稜山本 能成氏 杉山 晴紀 浦河 秋場牧場 400 ―1：24．83� 231．8�
714 ヒミングレーヴァ 牝3鹿 54

51 ▲西村 淳也吉田 勝己氏 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 420－ 61：25．11� 152．6�
510 レティーツィア 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太名古屋友豊� 宮本 博 日高 白井牧場 412－ 81：25．41� 377．5�
612 リリーマーキュリー 牝3黒鹿 54

51 ▲三津谷隼人土井 孝夫氏 平田 修 日高 下河辺牧場 418 ―1：25．5� 321．1�
36 ワンダーアロンジェ 牝3青鹿 54

53 ☆小崎 綾也山本 能行氏 小崎 憲 新ひだか 米田牧場 408 ―1：26．35 173．5�
12 クリノユメジ 牡3栗 56 �島 良太栗本 博晴氏 川村 禎彦 日高 山際 辰夫 436＋101：29．1大差 277．0�
48 シャイニーキャット 牡3栗 56 太宰 啓介小林 昌志氏 佐々木晶三 平取 川向高橋育

成牧場 494 ― （競走中止） 141．2�
（18頭）

売 得 金
単勝： 28，224，700円 複勝： 45，297，200円 枠連： 16，240，600円
馬連： 53，064，600円 馬単： 25，110，300円 ワイド： 36，422，400円
3連複： 68，804，700円 3連単： 85，553，700円 計： 358，718，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，360円 複 勝 � 370円 � 320円 � 170円 枠 連（3－8） 2，160円

馬 連 �� 6，110円 馬 単 �� 12，420円

ワ イ ド �� 1，720円 �� 1，200円 �� 880円

3 連 複 ��� 10，110円 3 連 単 ��� 74，010円

票 数

単勝票数 計 282247 的中 � 16539（4番人気）
複勝票数 計 452972 的中 � 27019（7番人気）� 33084（4番人気）� 89292（2番人気）
枠連票数 計 162406 的中 （3－8） 5803（9番人気）
馬連票数 計 530646 的中 �� 6721（21番人気）
馬単票数 計 251103 的中 �� 1516（43番人気）
ワイド票数 計 364224 的中 �� 5326（22番人気）�� 7800（13番人気）�� 10838（7番人気）
3連複票数 計 688047 的中 ��� 5104（35番人気）
3連単票数 計 855537 的中 ��� 838（227番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．3―11．7―11．6―12．6―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―34．5―46．2―57．8―1：10．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アルジャーノン �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2017．11．25 京都3着

2015．4．24生 牡3栗 母 クラウディーハート 母母 サザンシーラ 6戦1勝 賞金 8，050，000円
〔発走状況〕 ハードカウント号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。

ヒミングレーヴァ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 シャイニーキャット号は，競走中に異常歩様となったため3コーナーで競走中止。
〔調教再審査〕 ハードカウント号・ヒミングレーヴァ号は，発走調教再審査。

シャイニーキャット号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔その他〕 クリノユメジ号は，4コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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 ラノカウ号
（非抽選馬） 5頭 アトミカ号・シャンデリアスピン号・タガノライジン号・ニシノキントウン号・ミッキードーヴィル号



10053 4月7日 晴 重 （30阪神2）第5日 第5競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走12時20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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

611� シ ヴ ァ ー ジ 牡3栗 56 川田 将雅 �カナヤマホール
ディングス 野中 賢二 米 Hinkle Farms 496＋ 81：23．5 1．9�

12 タマモカトレア 牝3鹿 54 藤岡 佑介タマモ� 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 472－ 21：23．6� 13．9�
23 グローリーグローリ 牡3黒鹿56 蛯名 正義深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 486＋ 61：23．81� 15．9�
816 マイウェイアムール 牝3青鹿54 高倉 稜田畑 利彦氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 476－ 81：24．0	 16．6�
35 カレンガリアード 牡3黒鹿56 北村 友一鈴木 隆司氏 安田 翔伍 日高 高柳 隆男 460－ 61：24．1� 20．0�
714 シゲルホウレンソウ 牡3栗 56 国分 優作森中 蕃氏 五十嵐忠男 新ひだか 井高牧場 490＋ 4 〃 クビ 16．9	
510 ガウラミディ 牝3栗 54 岩田 康誠村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 496± 01：24．42 57．6

24 イチネンプリンス 牡3黒鹿56 小牧 太国田 正忠氏 吉田 直弘 浦河 谷口牧場 460＋ 6 〃 ハナ 64．2�
47 トラベリング 牡3栗 56 C．ルメール �グリーンファーム高橋 亮 千歳 社台ファーム 486－ 6 〃 ハナ 2．9�
48 ナイトスプライト 牝3栗 54 
島 克駿 社台レースホース浅見 秀一 安平 追分ファーム 458－ 41：24．82� 216．6�
612 フレッシビレ 牝3栗 54 横山 典弘グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 484＋ 21：25．33 67．8�
11 ブラウハーツ 牡3鹿 56 幸 英明金山 敏也氏 鈴木 孝志 浦河 栄進牧場 442－ 81：25．5	 67．4�
815 ブ ー ス タ ー 牡3鹿 56 
島 良太吉田 照哉氏 中村 均 千歳 社台ファーム 512－ 41：26．13� 141．7�
713� セイウンスパイ 牡3栗 56 松田 大作西山 茂行氏 池上 昌和 米 James Millar &

Janice Millar 476－ 81：26．42 73．1�
59 マーブルタンギー 牡3鹿 56

55 ☆荻野 極下村 直氏 池添 兼雄 日高 厚賀古川牧場 B460＋ 21：28．3大差 398．7�
（15頭）

36 � コパノキッキング �3黒鹿56 川須 栄彦小林 祥晃氏 村山 明 米 Reiley
McDonald ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 33，249，100円 複勝： 57，455，600円 枠連： 13，301，300円
馬連： 59，807，000円 馬単： 32，826，900円 ワイド： 39，555，400円
3連複： 80，389，700円 3連単： 116，420，900円 計： 433，005，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 210円 � 220円 枠 連（1－6） 910円

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 1，190円

ワ イ ド �� 360円 �� 440円 �� 1，310円

3 連 複 ��� 2，270円 3 連 単 ��� 6，480円

票 数

単勝票数 計 332491 的中 � 137947（1番人気）
複勝票数 計 574556 的中 � 298453（1番人気）� 38847（3番人気）� 37447（4番人気）
枠連票数 計 133013 的中 （1－6） 11319（3番人気）
馬連票数 計 598070 的中 �� 48963（2番人気）
馬単票数 計 328269 的中 �� 20624（3番人気）
ワイド票数 計 395554 的中 �� 29817（2番人気）�� 23760（4番人気）�� 6974（14番人気）
3連複票数 計 803897 的中 ��� 26485（6番人気）
3連単票数 計1164209 的中 ��� 13006（13番人気）

ハロンタイム 12．2―10．4―11．1―11．9―12．1―12．3―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．6―33．7―45．6―57．7―1：10．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�シ ヴ ァ ー ジ �
�
父 First Samurai �

�
母父 Indian Charlie デビュー 2018．1．27 京都1着

2015．3．27生 牡3栗 母 Indian Bay 母母 Buy the Barrel 4戦2勝 賞金 18，657，000円
〔出走取消〕 コパノキッキング号は，疾病〔左前肢挫創〕のため出走取消。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の11頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）11頭 アポロテネシー号・イイコトズクシ号・ヴィグラスファイア号・クォーターバック号・クリスエステソーロ号・

シアトルトウショウ号・ジャスパーウィン号・タガノプレトリア号・ティカル号・ニシノダンテ号・メイショウミライ号

10054 4月7日 晴 稍重 （30阪神2）第5日 第6競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走12時55分 （芝・右・外）
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
1：31．9
1：30．7

良
良

11 アドマイヤアルバ 牡3鹿 56 川田 将雅近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 468－ 21：34．5 2．4�
22 � バトルマイスター 牡3鹿 56 岩田 康誠グリーンフィールズ� 手塚 貴久 米 Northwest

Farms LLC B492－ 4 〃 クビ 36．4�
44 サクステッド 牡3栗 56 C．ルメール �キャロットファーム 小西 一男 安平 ノーザンファーム 470－121：34．92� 6．1�
710 スラッシュメタル 牡3鹿 56 M．デムーロ吉田 勝己氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 434＋ 61：35．0クビ 14．7�
57 ギンコイエレジー 牝3黒鹿54 和田 竜二飯田 吉哉氏 南井 克巳 新冠 有限会社 大

作ステーブル 448＋ 41：35．31	 6．2	
45 リュクスポケット 牡3栗 56 藤岡 佑介田畑 憲士氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 506± 01：35．4� 10．2

69 スリーケープマンボ 牡3鹿 56 四位 洋文永井商事� 武 英智 浦河 信岡牧場 492－ 81：35．82� 471．7�
812 プリンセスケイト 牝3黒鹿54 横山 典弘ゴドルフィン 昆 貢 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 512－ 41：35．9	 19．5�
56 � ジャスパープリンス 牡3鹿 56 武 豊加藤 和夫氏 森 秀行 米

Hill ’n’ Dale
Equine Hold-
ings, Inc

456－ 21：36．0クビ 31．1
711 ニコルハイウェイ 牡3鹿 56 幸 英明杉浦 和也氏 寺島 良 鹿児島 服部 文明 450± 01：36．1� 33．0�
33 ト ラ イ ン 牡3鹿 56 北村 友一大野 照旺氏 浜田多実雄 新ひだか タイヘイ牧場 446－141：36．31
 5．2�
68 ナ デ ィ ア 牝3鹿 54 �島 克駿�ノースヒルズ 笹田 和秀 新冠 株式会社

ノースヒルズ 404＋ 21：36．4	 68．8�
813 タガノヒバナ 牡3栗 56 松若 風馬八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 472＋ 21：37．46 280．6�
（13頭）

売 得 金
単勝： 42，868，900円 複勝： 64，363，900円 枠連： 14，252，000円
馬連： 72，187，000円 馬単： 34，129，200円 ワイド： 50，230，500円
3連複： 95，135，100円 3連単： 122，715，200円 計： 495，881，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 720円 � 240円 枠 連（1－2） 5，690円

馬 連 �� 5，280円 馬 単 �� 8，900円

ワ イ ド �� 1，650円 �� 430円 �� 2，450円

3 連 複 ��� 8，710円 3 連 単 ��� 50，890円

票 数

単勝票数 計 428689 的中 � 140684（1番人気）
複勝票数 計 643639 的中 � 214940（1番人気）� 14722（10番人気）� 58774（5番人気）
枠連票数 計 142520 的中 （1－2） 1939（16番人気）
馬連票数 計 721870 的中 �� 10579（20番人気）
馬単票数 計 341292 的中 �� 2876（32番人気）
ワイド票数 計 502305 的中 �� 7475（21番人気）�� 33448（3番人気）�� 4968（30番人気）
3連複票数 計 951351 的中 ��� 8185（33番人気）
3連単票数 計1227152 的中 ��� 1748（179番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．2―11．4―12．1―11．8―12．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．2―34．4―45．8―57．9―1：09．7―1：22．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤアルバ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Bernstein デビュー 2017．7．1 中京2着

2015．1．19生 牡3鹿 母 エリドゥバビロン 母母 Miss Suilleabhain 8戦2勝 賞金 32，042，000円



10055 4月7日 晴 重 （30阪神2）第5日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13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

33 ス ペ ク タ ー 牝4鹿 55 武 豊川勝 裕之氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 498± 01：51．9 2．2�
11 エイシンムジカ 牝4栗 55 C．ルメール 平井 克彦氏 西園 正都 新ひだか 木田牧場 482－ 2 〃 ハナ 2．5�
46 パーシーズベスト 牝5黒鹿55 福永 祐一 �シルクレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 470－ 61：52．32� 7．6�
58 カ カ ア コ 牝4栗 55

54 ☆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 460－ 21：52．61� 106．4�
814 サツキユニヴァース 牝4栗 55 川島 信二小野 博郷氏 寺島 良 新ひだか 田中 裕之 442＋ 21：52．81 169．1�
22 トラストマヴィア 牝5黒鹿55 荻野 琢真菅波 雅巳氏 羽月 友彦 新冠 松浦牧場 490＋ 41：53．12 27．2	
69 ミ ザ イ 牝4芦 55 �島 良太山住 勲氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 492＋121：53．63 97．5

45 オースミハナチャン 牝5栗 55 高倉 稜�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 506－ 2 〃 クビ 73．6�
711 ミスレジェンド 牝4黒鹿 55

52 ▲西村 淳也 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 462－ 41：53．81 16．3
813 アスターストーリー 牝4鹿 55 幸 英明加藤 久枝氏 湯窪 幸雄 浦河 日進牧場 454± 01：53．9� 18．2�
610 デルマチャチャ 牝5鹿 55 城戸 義政浅沼 廣幸氏 藤沢 則雄 日高 ファニーヒルファーム 470＋ 81：54．53� 16．7�
34 	 ウインプルミエ 牝4鹿 55

52 ▲三津谷隼人�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム B442± 01：54．71 170．5�
57 ヤマノヒマワリ 牝4黒鹿55 和田 竜二山住れい子氏 飯田 雄三 新ひだか チャンピオンズファーム 478－ 21：54．8� 41．4�
712 カンガルールブタン 牝4黒鹿55 柴田 未崎長井 純一氏 田所 秀孝 むかわ 貞広 賢治 448± 02：01．5大差 231．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 25，304，400円 複勝： 36，273，100円 枠連： 12，940，200円
馬連： 55，996，100円 馬単： 34，406，900円 ワイド： 33，950，800円
3連複： 76，346，300円 3連単： 125，297，800円 計： 400，515，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 110円 � 190円 枠 連（1－3） 220円

馬 連 �� 230円 馬 単 �� 420円

ワ イ ド �� 140円 �� 340円 �� 410円

3 連 複 ��� 600円 3 連 単 ��� 1，840円

票 数

単勝票数 計 253044 的中 � 88532（1番人気）
複勝票数 計 362731 的中 � 126249（1番人気）� 94903（2番人気）� 27111（4番人気）
枠連票数 計 129402 的中 （1－3） 44110（1番人気）
馬連票数 計 559961 的中 �� 184114（1番人気）
馬単票数 計 344069 的中 �� 61034（1番人気）
ワイド票数 計 339508 的中 �� 87949（1番人気）�� 20453（2番人気）�� 16583（4番人気）
3連複票数 計 763463 的中 ��� 95022（1番人気）
3連単票数 計1252978 的中 ��� 49207（1番人気）

ハロンタイム 12．9―11．4―12．8―12．5―12．5―12．3―12．2―12．4―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．3―37．1―49．6―1：02．1―1：14．4―1：26．6―1：39．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ス ペ ク タ ー �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2016．11．12 京都1着

2014．5．1生 牝4鹿 母 ストームツイスター 母母 テンザンストーム 7戦2勝 賞金 20，120，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カンガルールブタン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年5月7日まで平地

競走に出走できない。

10056 4月7日 曇 重 （30阪神2）第5日 第8競走 ��
��2，000�サラブレッド系4歳以上

発走13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
2：01．0
2：01．0

不良
不良

713� ジョーダンキング 牡5黒鹿57 岩田 康誠廣崎利洋HD� 藤原 英昭 新ひだか 藤原牧場 490＋ 42：04．8 2．2�
815 サマーサプライズ 牡4鹿 57 C．ルメール 吉澤 克己氏 宮本 博 浦河 帰山 清貴 478－ 42：05．01	 4．4�
11 キングサムソン 牡6鹿 57 小牧 太伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 コスモヴューファーム 484－ 22：05．1
 21．4�
35 ジャストコーズ �5青鹿57 藤岡 康太 �社台レースホース岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496－102：05．2アタマ 20．2�
48 ジョースターライト 牡5青鹿57 幸 英明上田けい子氏 松下 武士 新ひだか 山際牧場 B462± 0 〃 クビ 14．5	
510 セレブレイトソング �6栗 57

56 ☆荻野 極 �キャロットファーム 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム B494－ 22：05．3	 108．1

36 グランセノーテ 牡5栗 57 川田 将雅安原 浩司氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 534± 02：05．4クビ 3．6�
47 ハローマイディア 牡5黒鹿57 和田 竜二飯田 正剛氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 B474－ 2 〃 ハナ 22．6�
24 スズカマイゲスト 牡4鹿 57 �島 克駿永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 470－ 4 〃 ハナ 21．4
612� パイオニアゴールド 牡4鹿 57

54 ▲西村 淳也平井 裕氏 森 秀行 日高 白井牧場 420－ 52：05．93 233．8�
59 ワイドコマンダー 牡4鹿 57

54 ▲三津谷隼人幅田 京子氏 加用 正 日高 若林 順一 522± 02：06．64 267．2�
816 エールブリリアンツ 牡4芦 57 藤岡 佑介佐伯由加理氏 今野 貞一 新ひだか 田中 裕之 494－ 42：06．7	 82．8�
611 アルマシャール 牡4鹿 57 太宰 啓介コウトミックレーシング 佐々木晶三 浦河 バンブー牧場 496－ 82：07．33	 135．1�
12 � シ ン ゲ キ 牡6栗 57 田中 健 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 庄野 靖志 日高 槇本牧場 508＋ 62：07．72	 423．7�
23 � アイアンエフケイ 牡4鹿 57 岩崎 翼池上 一馬氏 服部 利之 新ひだか グローリーファーム 494－ 62：08．44 526．0�
714 インツォリア 牡4鹿 57 北村 友一�G1レーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム B498－ 82：12．9大差 133．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，039，800円 複勝： 42，128，500円 枠連： 16，223，600円
馬連： 70，337，300円 馬単： 31，368，400円 ワイド： 43，494，600円
3連複： 91，852，800円 3連単： 120，335，300円 計： 446，780，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 140円 � 180円 � 280円 枠 連（7－8） 570円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 830円

ワ イ ド �� 320円 �� 640円 �� 980円

3 連 複 ��� 2，520円 3 連 単 ��� 6，050円

票 数

単勝票数 計 310398 的中 � 111012（1番人気）
複勝票数 計 421285 的中 � 94003（2番人気）� 62524（3番人気）� 29841（5番人気）
枠連票数 計 162236 的中 （7－8） 21896（2番人気）
馬連票数 計 703373 的中 �� 105316（2番人気）
馬単票数 計 313684 的中 �� 28104（2番人気）
ワイド票数 計 434946 的中 �� 38650（3番人気）�� 16665（6番人気）�� 10464（15番人気）
3連複票数 計 918528 的中 ��� 27279（8番人気）
3連単票数 計1203353 的中 ��� 14416（8番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．4―13．0―12．4―12．4―12．4―12．7―12．9―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．8―35．2―48．2―1：00．6―1：13．0―1：25．4―1：38．1―1：51．0

コーナー
通過順位

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

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

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5黒鹿 母 フューチャサンデー 母母 アスクローザ 6戦2勝 賞金 25，772，000円
初出走 JRA

〔タイムオーバーによる出走制限〕 インツォリア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年5月7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。
（非当選馬） 1頭 ラローデ号



10057 4月7日 晴 良 （30阪神2）第5日 第9競走 ��
��1，600�

た ん ば

丹 波 特 別
発走14時25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
1：31．9
1：30．7

良
良

44 インビジブルレイズ 牡4鹿 57 C．ルメール �シルクレーシング 吉村 圭司 浦河 アイオイファーム 478＋ 61：34．1 4．1�
811 エイシンスレイマン 牡4鹿 57 M．デムーロ�栄進堂 西園 正都 浦河 多田 善弘 484＋ 81：34．31� 1．8�
78 ワンダープチュック 牡4黒鹿57 幸 英明山本 能成氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 502＋ 21：34．4	 46．0�
67 サウンドバーニング 牡6鹿 57 北村 友一増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 424＋ 21：34．5	 105．3�
11 ジ ェ ニ ア ル 牡4鹿 57 武 豊�キーファーズ 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 438＋ 2 〃 アタマ 3．0	
22 ヴ ェ ゼ ー ル 牡5栗 57 岩崎 翼畑佐 博氏 河内 洋 浦河 中神牧場 556＋101：34．6	 216．2

79 グランドボヌール 牡4鹿 57 城戸 義政田畑 利彦氏 鈴木 孝志 新ひだか 片岡 博 472－ 21：34．7	 15．7�
810 ケンシュナウザー 牡4栗 57 和田 竜二中西 宏彰氏 本田 優 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 478－ 41：35．33	 238．8�
33 タガノカムイ 牡6栗 57 国分 優作八木 良司氏 中尾 秀正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 470－ 61：35．4
 120．3
66 ルナプロスペクター 牡6鹿 57 荻野 極 �サンデーレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 464＋101：36．03	 31．1�
55 ア バ ン サ ル �7栗 57 �島 良太今西 宏枝氏 中村 均 新冠 石田牧場 500＋ 21：36．42	 346．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 51，013，800円 複勝： 105，467，500円 枠連： 16，789，400円
馬連： 86，012，100円 馬単： 55，338，300円 ワイド： 39，267，700円
3連複： 100，149，700円 3連単： 245，916，200円 計： 699，954，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 160円 � 110円 � 310円 枠 連（4－8） 380円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 900円

ワ イ ド �� 200円 �� 950円 �� 600円

3 連 複 ��� 1，900円 3 連 単 ��� 8，200円

票 数

単勝票数 計 510138 的中 � 97751（3番人気）
複勝票数 計1054675 的中 � 82233（3番人気）� 685357（1番人気）� 29721（5番人気）
枠連票数 計 167894 的中 （4－8） 33803（2番人気）
馬連票数 計 860121 的中 �� 176668（2番人気）
馬単票数 計 553383 的中 �� 45740（4番人気）
ワイド票数 計 392677 的中 �� 63092（2番人気）�� 9042（11番人気）�� 14939（7番人気）
3連複票数 計1001497 的中 ��� 39489（6番人気）
3連単票数 計2459162 的中 ��� 21723（22番人気）

ハロンタイム 12．7―10．6―11．5―11．8―11．9―11．3―12．1―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．3―34．8―46．6―58．5―1：09．8―1：21．9

コーナー
通過順位

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

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4鹿 母 クレバースプリント 母母 スギノプリンセス 8戦3勝 賞金 34，059，000円
※アバンサル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

10058 4月7日 晴 良 （30阪神2）第5日 第10競走 ��
��2，400�

し ら さ ぎ

白 鷺 特 別
発走15時00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 189，000円 54，000円 27，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．1
2：22．1

良
良

33 ヒ シ マ サ ル 牡4黒鹿57 四位 洋文阿部 雅英氏 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 498－ 22：28．7 3．5�
44 フォイヤーヴェルク 牡5青鹿57 川田 将雅 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 444＋ 22：28．8� 1．9�
88 マイネルカレッツァ 牡6黒鹿57 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中舘 英二 日高 白井牧場 508＋ 62：29．01	 15．5�
66 
 マサハヤダイヤ 牡5栗 57 和田 竜二中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 478± 02：29．21� 9．3�
11 アグリッパーバイオ 牡7黒鹿57 C．ルメール バイオ� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 452± 02：29．52 4．9	
77 タガノシャルドネ 牡4鹿 57 �島 克駿八木 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＋ 42：29．71	 23．1

55 タイセイアプローズ 牡6鹿 57 高倉 稜田中 成奉氏 宮本 博 日高 ナカノファーム 488＋ 42：30．33� 33．7�
22 ダイナミックウオー 牡8黒鹿57 藤岡 佑介小川 勲氏 作田 誠二 浦河 駿河牧場 524－ 42：31．47 119．5�

（8頭）

売 得 金
単勝： 40，114，600円 複勝： 36，423，100円 枠連： 発売なし
馬連： 80，622，600円 馬単： 41，112，900円 ワイド： 35，634，100円
3連複： 84，227，300円 3連単： 193，147，800円 計： 511，282，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 130円 � 110円 � 210円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 860円

ワ イ ド �� 190円 �� 590円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，220円 3 連 単 ��� 5，320円

票 数

単勝票数 計 401146 的中 � 89702（2番人気）
複勝票数 計 364231 的中 � 59526（2番人気）� 156103（1番人気）� 24023（5番人気）
馬連票数 計 806226 的中 �� 157536（1番人気）
馬単票数 計 411129 的中 �� 35506（3番人気）
ワイド票数 計 356341 的中 �� 56766（1番人気）�� 13176（9番人気）�� 20000（5番人気）
3連複票数 計 842273 的中 ��� 51409（4番人気）
3連単票数 計1931478 的中 ��� 26315（17番人気）

ハロンタイム 13．1―12．3―13．6―12．9―12．6―12．7―12．3―11．7―11．5―11．0―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．1―25．4―39．0―51．9―1：04．5―1：17．2―1：29．5―1：41．2―1：52．7―2：03．7―2：16．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．5―3F36．0
1
3
8－7，3，1，6，5，4，2
8－7（1，3）6（5，4）－2

2
4
8－7，3，1，6－5，4，2
8，7（1，3）6－4－5，2

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヒ シ マ サ ル 
�
父 ルーラーシップ 

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．11．6 京都2着

2014．2．11生 牡4黒鹿 母 シ ェ リ ー ル 母母 ジェドゥーザムール 9戦3勝 賞金 37，845，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 ヒシマサル号の騎手四位洋文は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：7番・1番）



10059 4月7日 晴 良 （30阪神2）第5日 第11競走 ��
��1，600�第61回サンケイスポーツ杯阪神牝馬ステークス（ＧⅡ）

発走15時35分 （芝・右・外）
牝，4歳以上；負担重量は，54�，29．4．8以降GⅠ競走1着馬2�増，GⅡ競走1着馬1�
増，29．4．7以前のGⅠ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

サンケイスポーツ賞（1着）
賞 品

本 賞 55，000，000円 22，000，000円 14，000，000円 8，300，000円 5，500，000円
付 加 賞 924，000円 264，000円 132，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．9
1：30．7

良
良

711 ミスパンテール 牝4鹿 54 横山 典弘寺田千代乃氏 昆 貢 日高 三城牧場 506± 01：34．8 8．4�
710 レッドアヴァンセ 牝5黒鹿54 北村 友一 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 444± 0 〃 アタマ 55．6�
33 リスグラシュー 牝4黒鹿54 武 豊 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 452＋ 4 〃 クビ 2．4�
22 アドマイヤリード 牝5青鹿56 M．デムーロ近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 434＋ 61：34．9クビ 6．6�
11 ジュールポレール 牝5鹿 54 幸 英明�G1レーシング 西園 正都 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466± 01：35．0� 12．0	
44 ミエノサクシード 牝5栗 54 福永 祐一里見美惠子氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 458＋ 41：35．21	 31．5

68 ミ リ ッ サ 牝4栗 54 岩田 康誠 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 418－ 2 〃 クビ 44．9�
57 エテルナミノル 牝5黒鹿54 四位 洋文吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 458＋ 41：35．3クビ 68．7�
813
 ラビットラン 牝4栗 55 川田 将雅吉田 和子氏 角居 勝彦 米 Alexander Groves

Matz, LLC 452＋10 〃 クビ 13．0
56 ソウルスターリング 牝4青鹿56 C．ルメール �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 476－ 41：35．4� 3．6�
45 デンコウアンジュ 牝5黒鹿54 蛯名 正義田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 磯野牧場 464＋ 8 〃 クビ 50．2�
812 ワントゥワン 牝5黒鹿54 藤岡 佑介青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 462＋ 61：35．61	 42．1�
69 クインズミラーグロ 牝6黒鹿54 藤岡 康太 �クイーンズ・ランチ 野中 賢二 浦河 富田牧場 456－ 41：35．91� 125．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 174，224，700円 複勝： 244，013，800円 枠連： 73，046，300円
馬連： 508，715，300円 馬単： 210，233，000円 ワイド： 281，699，500円
3連複： 808，580，200円 3連単： 1，243，133，100円 計： 3，543，645，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 210円 � 660円 � 120円 枠 連（7－7） 12，230円

馬 連 �� 16，680円 馬 単 �� 28，330円

ワ イ ド �� 4，200円 �� 340円 �� 1，430円

3 連 複 ��� 8，660円 3 連 単 ��� 82，760円

票 数

単勝票数 計1742247 的中 � 165271（4番人気）
複勝票数 計2440138 的中 � 262306（3番人気）� 61609（10番人気）� 760905（1番人気）
枠連票数 計 730463 的中 （7－7） 4627（28番人気）
馬連票数 計5087153 的中 �� 23635（35番人気）
馬単票数 計2102330 的中 �� 5564（62番人気）
ワイド票数 計2816995 的中 �� 15714（42番人気）�� 245082（2番人気）�� 47587（17番人気）
3連複票数 計8085802 的中 ��� 69977（30番人気）
3連単票数 計12431331 的中 ��� 10889（240番人気）

ハロンタイム 12．9―12．0―12．3―11．9―11．9―11．0―11．1―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．9―37．2―49．1―1：01．0―1：12．0―1：23．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F33．8
3 11（1，10）6（2，4）8（3，5，13）（7，12）9 4 11（10，6）1（2，4）（3，8）（7，5）13，12，9

勝馬の
紹 介

ミスパンテール �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2016．7．30 札幌1着

2014．2．21生 牝4鹿 母 エールドクラージュ 母母 ジョウノマチエール 9戦5勝 賞金 168，482，000円
〔制裁〕 リスグラシュー号の騎手武豊は，決勝線手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：1番）
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりミスパンテール号は，ヴィクトリアマイル（GⅠ）競走に優先出走できる。

10060 4月7日 晴 重 （30阪神2）第5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

12 フィールドセンス 牡4鹿 57 福永 祐一前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか 千代田牧場 528＋ 21：50．5 10．2�
816� ヘヴントゥナイト 牡4芦 57 松若 風馬 �社台レースホース杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 478± 0 〃 ハナ 5．1�
24 ダノンロッソ 牡4青鹿57 M．デムーロ�ダノックス 松田 国英 安平 ノーザンファーム 440± 01：51．03 5．2�
36 フリーフリッカー 牡4鹿 57 横山 典弘�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 470－ 21：51．21 16．6�
510 テイエムチューハイ 牡4黒鹿 57

54 ▲西村 淳也竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 B448＋ 4 〃 クビ 10．4	
611 メイショウノボサン 牡5栗 57 藤岡 佑介松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 474－ 81：51．51� 17．1

47 メイショウエイコウ 牡4鹿 57 蛯名 正義松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 444＋ 4 〃 クビ 7．2�
714 エイシンミノアカ 牝5黒鹿55 岩田 康誠�栄進堂 坂口 正則 浦河 高野牧場 444－ 8 〃 アタマ 21．2�
713 テイエムジョウネツ 牝6黒鹿55 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 450＋ 41：51．6クビ 183．0
815 エグランティーナ 牝6黒鹿55 幸 英明村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 546± 01：51．91� 152．2�
35 バニーテール 牝4芦 55 和田 竜二金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム 482＋ 21：52．21� 3．6�
48 ダ ン カ ン 牡6鹿 57 藤岡 康太杉田 周作氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 460＋ 21：52．3� 108．9�
612 サウンドテーブル 牡4黒鹿57 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 新ひだか 金 球美 480± 0 〃 クビ 89．9�
11 タイキオールブルー 牡6青鹿57 	島 克駿�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 B450＋ 41：53．15 90．4�
59 テイエムアンムート 牝4黒鹿55 松田 大作竹園 正繼氏 武 英智 日高 日高テイエム

牧場株式会社 490＋ 41：56．1大差 20．8�
（15頭）

23 � キングズアフェアー 
6黒鹿57 川田 将雅吉田 照哉氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム 522＋ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 49，572，700円 複勝： 74，557，200円 枠連： 31，128，300円
馬連： 125，658，600円 馬単： 46，882，800円 ワイド： 75，237，000円
3連複： 162，409，900円 3連単： 193，822，800円 計： 759，269，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，020円 複 勝 � 280円 � 210円 � 200円 枠 連（1－8） 2，380円

馬 連 �� 2，230円 馬 単 �� 4，880円

ワ イ ド �� 930円 �� 900円 �� 870円

3 連 複 ��� 4，480円 3 連 単 ��� 31，120円

票 数

単勝票数 差引計 495727（返還計 13719） 的中 � 38561（5番人気）
複勝票数 差引計 745572（返還計 25920） 的中 � 62211（6番人気）� 97771（3番人気）� 104295（2番人気）
枠連票数 差引計 311283（返還計 3184） 的中 （1－8） 10114（12番人気）
馬連票数 差引計1256586（返還計 99686） 的中 �� 43561（8番人気）
馬単票数 差引計 468828（返還計 38358） 的中 �� 7202（20番人気）
ワイド票数 差引計 752370（返還計 72234） 的中 �� 20697（11番人気）�� 21493（9番人気）�� 22352（8番人気）
3連複票数 差引計1624099（返還計227647） 的中 ��� 27152（10番人気）
3連単票数 差引計1938228（返還計267876） 的中 ��� 4515（92番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―13．0―12．4―12．2―11．8―12．1―12．2―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．2―37．2―49．6―1：01．8―1：13．6―1：25．7―1：37．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フィールドセンス �
�
父 ストリートセンス �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2016．6．18 阪神3着

2014．5．1生 牡4鹿 母 クロスザレイチェル 母母 ハローレイチェル 11戦3勝 賞金 31，827，000円
〔競走除外〕 キングズアフェアー号は，馬場入場後に疾病〔左後肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔発走状況〕 テイエムアンムート号は，発進不良〔膠着〕。
〔馬の出走停止〕 テイエムアンムート号は，平成30年4月8日から裁定委員会の議定があるまで出走停止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムアンムート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年5月7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。
（非当選馬） 1頭 スマイルフォース号



（30阪神2）第5日 4月7日（土曜日） 曇時々晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
重

競走回数 12回 出走頭数 171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

276，090，000円
7，600，000円
16，780，000円
1，960，000円
33，190，000円
69，507，000円
4，667，000円
1，641，600円

勝馬投票券売得金
549，925，100円
824，773，200円
230，122，400円
1，252，410，200円
577，583，300円
730，231，200円
1，766，024，100円
2，674，056，100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 8，605，125，600円

総入場人員 16，919名 （有料入場人員 15，992名）
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