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10085 4月15日 雨 不良 （30阪神2）第8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

510 セイウンデルレイ 牡3鹿 56
53 ▲西村 淳也西山 茂行氏 宮本 博 新ひだか 藤巻 則弘 498＋121：12．3 151．0�

713 ワークアンドワーク 牡3黒鹿 56
55 ☆小崎 綾也小林 祥晃氏 村山 明 新冠 タニグチ牧場 472－121：12．72� 2．0�

59 クリノカサット 牝3栗 54 �島 克駿栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 456＋ 21：13．12� 127．7�
612 オメガプランタン 牡3鹿 56 北村 友一原 �子氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 432－ 21：13．2� 4．1�
48 メイショウバルコラ 牡3鹿 56 古川 吉洋松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 高昭牧場 502± 01：13．41 3．7�
816 エーティードラゴン 牝3鹿 54

51 ▲富田 暁荒木 徹氏 木原 一良 登別 青藍牧場 430－ 6 〃 ハナ 465．7�
714 ピ ー ナ ツ 牝3栗 54 川島 信二小田切有一氏 谷 潔 新ひだか 田中 裕之 464－ 2 〃 ハナ 89．3	
611 アブソルーター 牡3鹿 56 松岡 正海鈴木 康弘氏 杉山 晴紀 新冠 村上 欽哉 488＋ 81：13．5� 51．1

36 タガノデジェーロ 牡3栗 56 中井 裕二八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B476＋ 4 〃 アタマ 160．3�
23 カ ト レ ア 牝3黒鹿 54

53 ☆荻野 極石川 達絵氏 松下 武士 新ひだか 田湯牧場 462± 01：13．6� 140．8�
12 ヒロノオリオン 牝3鹿 54 藤岡 康太サンエイ開発 高橋 康之 むかわ 宇南山牧場 486＋ 6 〃 ハナ 26．1�
11 リリカルドリーム 牝3黒鹿54 松山 弘平水上 行雄氏 音無 秀孝 浦河 笠松牧場 422± 01：14．23� 25．0�
815 メイショウマユズミ 牝3栗 54 横山 典弘松本 好雄氏 千田 輝彦 新ひだか 片山牧場 424－ 21：14．94 136．1�
47 チャームリング 牝3青鹿54 丹内 祐次 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 新冠橋本牧場 424± 01：15．32� 15．0�
35 キュアビューティ 牝3鹿 54 松若 風馬吉澤 克己氏 橋口 慎介 様似 清水スタッド 384－121：15．72� 105．5�
24 ヤマカツヒーロー 牡3栗 56 池添 謙一山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 530－ 21：16．55 49．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，471，100円 複勝： 31，396，700円 枠連： 12，065，700円
馬連： 47，970，400円 馬単： 24，934，500円 ワイド： 29，808，300円
3連複： 71，839，500円 3連単： 101，222，700円 計： 341，708，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 15，100円 複 勝 � 2，770円 � 160円 � 2，170円 枠 連（5－7） 6，540円

馬 連 �� 21，070円 馬 単 �� 53，580円

ワ イ ド �� 3，370円 �� 85，380円 �� 4，320円

3 連 複 ��� 485，400円 3 連 単 ��� 4，892，430円

票 数

単勝票数 計 224711 的中 � 1190（14番人気）
複勝票数 計 313967 的中 � 2314（14番人気）� 74413（2番人気）� 2986（11番人気）
枠連票数 計 120657 的中 （5－7） 1429（12番人気）
馬連票数 計 479704 的中 �� 1764（33番人気）
馬単票数 計 249345 的中 �� 349（74番人気）
ワイド票数 計 298083 的中 �� 2300（24番人気）�� 89（106番人気）�� 1786（29番人気）
3連複票数 計 718395 的中 ��� 111（259番人気）
3連単票数 計1012227 的中 ��� 15（1669番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．7―12．0―12．1―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．5―35．2―47．2―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セイウンデルレイ �
�
父 トランセンド �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2017．7．29 小倉4着

2015．4．20生 牡3鹿 母 ナイキステイブル 母母 エミネントガール 7戦1勝 賞金 6，100，000円
〔制裁〕 ワークアンドワーク号の騎手小崎綾也は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヤマカツヒーロー号は，「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。
（非当選馬） 1頭 ジューンシェイカー号

10086 4月15日 雨 不良 （30阪神2）第8日 第2競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走10時20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

35 ハクサンペリー 牡3鹿 56
55 ☆小崎 綾也河﨑 五市氏 寺島 良 浦河 �川 啓一 488－121：51．6 5．8�

12 ミトノブラック 牡3青鹿56 松山 弘平ロイヤルパーク 崎山 博樹 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 462＋ 21：52．66 48．3�
23 ヴィンセント 牡3黒鹿56 川田 将雅�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ B436± 01：52．92 5．4�
714 アメイジングセンス 牡3鹿 56 �島 克駿�ノースヒルズ 角田 晃一 新冠 株式会社

ノースヒルズ B494－ 4 〃 ハナ 2．3�
510 スズカビレッジ 牡3栗 56 幸 英明永井 啓弍氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 450＋ 41：54．07 19．5�
612 ブ ケ パ ロ ス 牡3黒鹿 56

53 ▲西村 淳也小田 吉男氏 中竹 和也 新ひだか 山際セントラルスタッド 448＋12 〃 ハナ 63．3	
24 ブ ン ゴ 牡3鹿 56 北村 友一江口雄一郎氏 石坂 正 浦河 杵臼牧場 484＋ 21：54．1� 172．1

47 ドリームバンバン 牡3鹿 56 国分 優作小林 茂行氏 湯窪 幸雄 日高 槇本牧場 464± 0 〃 ハナ 20．9�
815 ヴィーヴルサヴィ 牡3鹿 56 池添 謙一ライオンレースホース� 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 526 ―1：54．73� 62．2�
59 ネ ル 牡3黒鹿56 松若 風馬ユアストーリー 安田 隆行 新冠 新冠橋本牧場 488± 01：55．02 4．3
48 メイショウシンバ 牡3鹿 56

55 ☆加藤 祥太松本 好�氏 池添 学 浦河 近藤牧場 522－ 21：56．06 155．9�
36 メイショウタフマン 牡3鹿 56 太宰 啓介松本 好雄氏 木原 一良 浦河 高昭牧場 450－ 21：56．21	 117．4�
11 マイネルハイルング 牡3黒鹿56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 470－ 61：57．9大差 28．3�

816 ワキノグローブ 牡3栃栗 56
55 ☆荻野 極脇山 良之氏 松下 武士 新ひだか 広田牧場 486 ―1：58．75 134．2�

611 ワンダープボワール 牡3鹿 56 岩崎 翼山本 能成氏 石橋 守 新ひだか 米田牧場 476－122：02．2大差 250．9�
713 コパノジャッキー 牡3栗 56 古川 吉洋小林 祥晃氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 484＋ 2 （競走中止） 43．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，446，400円 複勝： 24，676，400円 枠連： 9，859，400円
馬連： 41，275，400円 馬単： 18，467，400円 ワイド： 24，370，500円
3連複： 54，432，000円 3連単： 64，018，600円 計： 255，546，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 230円 � 650円 � 190円 枠 連（1－3） 4，150円

馬 連 �� 15，380円 馬 単 �� 24，510円

ワ イ ド �� 3，580円 �� 840円 �� 2，280円

3 連 複 ��� 18，620円 3 連 単 ��� 101，330円

票 数

単勝票数 計 184464 的中 � 25157（4番人気）
複勝票数 計 246764 的中 � 28675（4番人気）� 7966（7番人気）� 38303（2番人気）
枠連票数 計 98594 的中 （1－3） 1839（16番人気）
馬連票数 計 412754 的中 �� 2079（31番人気）
馬単票数 計 184674 的中 �� 565（53番人気）
ワイド票数 計 243705 的中 �� 1705（34番人気）�� 7824（8番人気）�� 2713（22番人気）
3連複票数 計 544320 的中 ��� 2192（50番人気）
3連単票数 計 640186 的中 ��� 458（262番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―13．2―12．4―12．4―12．6―12．3―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．6―36．8―49．2―1：01．6―1：14．2―1：26．5―1：38．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハクサンペリー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2018．3．31 阪神6着

2015．4．8生 牡3鹿 母 サウンドウェーブ 母母 ペンタルビー 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔競走中止〕 コパノジャッキー号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため向正面で競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ワキノグローブ号・ワンダープボワール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成30年5月15日まで平地競走に出走できない。
マイネルハイルング号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年6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） 3頭 ソリロキー号・テイエムナナイロ号・トワイライトタイム号
（非抽選馬） 1頭 ジューンナイト号

第２回 阪神競馬 第８日



10087 4月15日 小雨 不良 （30阪神2）第8日 第3競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10時50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

59 バ ク ハ ツ 牡3栗 56 藤岡 康太�キーファーズ 小崎 憲 千歳 社台ファーム 510± 01：25．0 6．3�
816 ミスティック 牝3黒鹿54 国分 優作 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 浦河 富田牧場 450－ 21：25．1� 10．7�
23 センスオブワンダー 牡3栗 56 川島 信二前田 晋二氏 荒川 義之 新冠 株式会社

ノースヒルズ B462＋ 41：25．52� 4．2�
510 チャーチタウン 牡3鹿 56 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 新冠 オリエント牧場 B502± 01：25．6� 19．2�
12 メイショウツバキ 牝3黒鹿54 横山 典弘松本 好�氏 西橋 豊治 浦河 赤田牧場 442－ 41：25．7クビ 3．7	
24 メイショウタンゴ 牝3黒鹿 54

53 ☆小崎 綾也松本 好雄氏 石橋 守 浦河 山田 昇史 460＋ 2 〃 クビ 41．7

714 ドストライク 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 白井牧場 508＋181：25．8アタマ 65．3�
11 メイショウハニー 牝3黒鹿 54

53 ☆加藤 祥太松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 まるとみ冨岡牧場 420± 01：25．9� 20．2�
815 セドゥラマジー 牝3栗 54 川田 将雅 シルクレーシング 池添 学 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 506－ 61：26．21� 4．9�
48 ベ ル ノ ー ト 牝3鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 408± 01：26．73 21．9�
611 ファントムメナス 牡3黒鹿56 �島 克駿 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 安田 隆行 日高 広富牧場 508 ―1：26．8クビ 17．1�
35 タ ガ ノ ユ イ 牝3栗 54 松岡 正海八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 438＋ 41：26．9� 169．9�
713 ガ ブ リ ヨ リ 牡3栗 56

53 ▲三津谷隼人中西 功氏 安田 翔伍 新ひだか 小河 豊水 B476－ 41：27．32� 56．7�
36 ラベンダーパープル 牡3黒鹿56 松山 弘平青芝商事� 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 440± 01：27．51 44．3�
612 コ ク シ ネ ル 牡3栗 56

53 ▲西村 淳也村上 憲政氏 高柳 大輔 平取 北島牧場 478＋ 41：28．45 227．9�
47 オーミプレスト 牡3黒鹿56 柴田 未崎岩﨑 僖澄氏 西橋 豊治 青森 諏訪牧場 B464－ 61：29．25 306．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，731，200円 複勝： 38，078，700円 枠連： 17，188，900円
馬連： 62，163，900円 馬単： 26，055，000円 ワイド： 40，677，800円
3連複： 79，662，200円 3連単： 88，995，800円 計： 378，553，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 230円 � 280円 � 160円 枠 連（5－8） 780円

馬 連 �� 3，840円 馬 単 �� 6，530円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 480円 �� 580円

3 連 複 ��� 2，970円 3 連 単 ��� 19，580円

票 数

単勝票数 計 257312 的中 � 32472（4番人気）
複勝票数 計 380787 的中 � 39710（4番人気）� 31702（5番人気）� 71571（1番人気）
枠連票数 計 171889 的中 （5－8） 16932（4番人気）
馬連票数 計 621639 的中 �� 12523（11番人気）
馬単票数 計 260550 的中 �� 2988（23番人気）
ワイド票数 計 406778 的中 �� 9321（10番人気）�� 22563（4番人気）�� 18185（5番人気）
3連複票数 計 796622 的中 ��� 20109（5番人気）
3連単票数 計 889958 的中 ��� 3294（46番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．7―11．9―12．2―12．7―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―34．9―46．8―59．0―1：11．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バ ク ハ ツ �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 Distorted Humor デビュー 2017．11．11 京都5着

2015．2．21生 牡3栗 母 ファニーストーリー 母母 チケットトゥダンス 3戦1勝 賞金 5，700，000円
〔発走状況〕 コクシネル号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 チャーチタウン号の騎手水口優也は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（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。
（非抽選馬） 1頭 グランシェーヌ号

10088 4月15日 曇 重 （30阪神2）第8日 第4競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走11時20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
1：31．9
1：30．7

良
良

12 ラ ノ カ ウ 牝3栗 54 松田 大作畑佐 博氏 寺島 良 浦河 富田牧場 426－121：36．6 5．0�
818 ペプチドバンブー 牡3黒鹿56 四位 洋文沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 486＋ 41：36．81 4．4�
816 ミッキードーヴィル 牡3黒鹿56 松若 風馬野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 462＋ 2 〃 ハナ 18．0�
11 エムケイフローラル 牝3青鹿54 岩崎 翼 �丸幸小林牧場 本田 優 浦河 丸幸小林牧場 428－ 21：36．9� 71．5�
35 エイシンウェルズ 牝3栗 54 北村 友一�栄進堂 奥村 豊 浦河 多田 善弘 446＋161：37．11 8．6	
817 キムケンロード 牡3鹿 56

53 ▲富田 暁木村 永浩氏 西村 真幸 新ひだか 築紫 洋 430＋ 2 〃 アタマ 25．8

59 ア ト ミ カ 牝3鹿 54 �島 克駿合同会社東堂 笹田 和秀 新ひだか フジワラフアーム 420－ 2 〃 ハナ 11．5�
612 アドマイヤセレブ 牝3鹿 54 藤岡 康太近藤 利一氏 友道 康夫 浦河 辻 牧場 B448－ 6 〃 クビ 27．4�
715 サトノグリッター 牡3鹿 56 松山 弘平 �サトミホースカンパニー 吉村 圭司 新ひだか 千代田牧場 488＋ 2 〃 ハナ 2．7
611 ウインドピトレスク 牝3栗 54 中井 裕二福原 正博氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド 438± 01：37．2	 59．5�
510 サンマルヴェール 牝3鹿 54 岡田 祥嗣相馬 勇氏 千田 輝彦 日高 田端牧場 410 ―1：38．05 285．0�
24 ピースラヴィング 牡3栗 56 川島 信二小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 516－ 41：38．31� 55．7�
36 ビーチタイム 牝3鹿 54 川田 将雅松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 426－ 4 〃 クビ 35．6�
713 カレンスレイ 牡3芦 56 池添 謙一鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 484＋ 61：38．4クビ 97．0�
714 タガノマリーチャン 牝3芦 54 藤懸 貴志八木 良司氏 奥村 豊 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 458＋ 21：39．78 389．0�
47 レッドガーランド 
3鹿 56 古川 吉洋 �東京ホースレーシング 斉藤 崇史 新ひだか 千代田牧場 516＋341：42．1大差 90．7�
48 ベイビーシャンク 牡3鹿 56

53 ▲西村 淳也大塚Ry’sCLUB 今野 貞一 浦河 杵臼牧場 420 ―1：42．31 235．9�
23 シャンデリアスピン 牝3青鹿54 横山 典弘 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム B456＋ 4 （競走中止） 38．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 31，465，000円 複勝： 44，825，800円 枠連： 17，044，900円
馬連： 60，495，400円 馬単： 26，770，500円 ワイド： 42，436，400円
3連複： 81，873，800円 3連単： 91，312，800円 計： 396，224，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 190円 � 160円 � 330円 枠 連（1－8） 900円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 2，940円

ワ イ ド �� 610円 �� 1，230円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 5，450円 3 連 単 ��� 23，300円

票 数

単勝票数 計 314650 的中 � 50276（3番人気）
複勝票数 計 448258 的中 � 63197（3番人気）� 87075（2番人気）� 28021（6番人気）
枠連票数 計 170449 的中 （1－8） 14607（3番人気）
馬連票数 計 604954 的中 �� 32385（3番人気）
馬単票数 計 267705 的中 �� 6808（8番人気）
ワイド票数 計 424364 的中 �� 18483（3番人気）�� 8663（14番人気）�� 9873（11番人気）
3連複票数 計 818738 的中 ��� 11252（13番人気）
3連単票数 計 913128 的中 ��� 2841（54番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．3―35．1―47．1―59．5―1：11．7―1：23．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．5―3F37．1
3 5，17（2，3）（1，6，12）15（4，11，9）16（14，18）（10，13）＝7，8 4 ・（5，17）（2，12，15）11（1，9，16）18（3，6）（4，10，13）14＝（8，7）

勝馬の
紹 介

ラ ノ カ ウ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2017．12．17 阪神2着

2015．4．5生 牝3栗 母 エリモマドンナ 母母 エリモエクセル 4戦1勝 賞金 11，100，000円
〔競走中止〕 シャンデリアスピン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔その他〕 ベイビーシャンク号は，最後の直線コース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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レッドガーランド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年6月15日まで平地競

走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 シャンデリアスピン号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成30年5月15日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ナンヨーオートヌ号



10089 4月15日 曇 不良 （30阪神2）第8日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時10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

55 ララプリムヴェール 牝3芦 54 松山 弘平フジイ興産� 今野 貞一 安平 ノーザンファーム B516－ 81：52．9 2．3�
66 � アポロテネシー 牡3鹿 56 松若 風馬アポロサラブレッドクラブ 山内 研二 米

Ron Kirk, John
Bates & Mi-
chael Riordan

500＋ 41：53．11� 4．4�
33 ノ ー ウ ェ イ 牡3鹿 56 古川 吉洋宮川 純造氏 高橋 義忠 浦河 富田牧場 468－ 41：53．2	 7．3�
79 ミトノクイーン 牝3黒鹿54 北村 友一ロイヤルパーク 崎山 博樹 新ひだか タガミファーム B460－ 41：53．3
 39．6�
22 トーセンブレイヴ 牡3黒鹿56 藤岡 康太島川 �哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B502－ 2 〃 アタマ 7．5	
11 コカボムクイーン 牝3黒鹿 54

53 ☆加藤 祥太三宅 勝俊氏 庄野 靖志 日高 高山牧場 452＋ 41：53．72
 6．7

67 カタトゥンボ 牡3栗 56 松岡 正海畑佐 博氏 牧田 和弥 新ひだか 神垣 道弘 478－101：54．12
 107．4�
44 コリーヌヴェルト 牡3黒鹿56 幸 英明 �サンデーレーシング 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 498＋ 81：54．2	 22．0
78 マ グ マ �3鹿 56 池添 謙一石川 達絵氏 渡辺 薫彦 安平 追分ファーム 482＋ 81：54．83
 14．1�
810 ナムラムツゴロー 牡3栗 56 �島 克駿奈村 信重氏 中村 均 浦河 谷川牧場 476－ 41：56．18 31．7�
811 マコトハインケル 牡3芦 56

53 ▲三津谷隼人�ディアマント �島 一歩 様似 出口 繁夫 486± 01：56．2クビ 219．2�
（11頭）

売 得 金
単勝： 32，264，500円 複勝： 39，614，800円 枠連： 10，924，400円
馬連： 60，106，700円 馬単： 31，406，100円 ワイド： 37，045，100円
3連複： 77，330，700円 3連単： 120，860，000円 計： 409，552，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 150円 � 200円 枠 連（5－6） 810円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，360円

ワ イ ド �� 340円 �� 420円 �� 490円

3 連 複 ��� 1，510円 3 連 単 ��� 6，880円

票 数

単勝票数 計 322645 的中 � 108494（1番人気）
複勝票数 計 396148 的中 � 107043（1番人気）� 65810（2番人気）� 38694（5番人気）
枠連票数 計 109244 的中 （5－6） 10380（3番人気）
馬連票数 計 601067 的中 �� 59679（3番人気）
馬単票数 計 314061 的中 �� 17284（3番人気）
ワイド票数 計 370451 的中 �� 29017（3番人気）�� 22293（4番人気）�� 18576（5番人気）
3連複票数 計 773307 的中 ��� 38227（3番人気）
3連単票数 計1208600 的中 ��� 12735（11番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―12．6―12．2―12．3―12．6―12．5―13．0―14．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．5―36．1―48．3―1：00．6―1：13．2―1：25．7―1：38．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．3―3F39．7
1
3
・（1，9）11（2，10）3（5，4）8，7，6・（1，9）（2，10）5（11，3）（7，4，8）6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ララプリムヴェール �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2018．2．17 京都2着

2015．2．13生 牝3芦 母 マチカネハナサソウ 母母 マチカネハツシマダ 3戦2勝 賞金 14，600，000円

10090 4月15日 曇 重 （30阪神2）第8日 第6競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12時45分 （芝・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
1：57．6
1：56．1

良
良

66 � タニノフランケル 牡3青鹿56 幸 英明谷水 雄三氏 角居 勝彦 愛 Yuzo Tani-
mizu 526± 02：02．0 2．1�

810 ジャックローズ 牡3鹿 56 北村 友一 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 498± 02：02．74 5．5�
77 � アメリカンワールド 牡3栗 56 藤岡 康太吉澤 克己氏 藤岡 健一 米 St. Elias

Stables, LLC 480± 0 〃 クビ 12．7�
44 インスピレーション 牡3黒鹿56 横山 典弘寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 猪野毛牧場 478－ 42：02．8� 5．0�
55 ブラゾンダムール 牡3黒鹿56 	島 克駿�G1レーシング 松永 幹夫 安平 追分ファーム 468± 02：03．11� 27．0	
11 メールドグラース 牡3黒鹿 56

55 ☆荻野 極 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム B462± 02：03．2
 7．4

78 カレンシリエージョ 牝3栗 54 松山 弘平鈴木 隆司氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 468－ 22：03．3
 9．9�
89 テイエムオスカー 牡3黒鹿 56

53 ▲西村 淳也竹園 正繼氏 山内 研二 日高 日高テイエム
牧場株式会社 476－ 42：03．72
 176．6�

33 マ ハ ヴ ィ ル 牡3鹿 56 池添 謙一 �社台レースホース池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 442－ 42：06．9大差 28．3

22 テイエムリボー 牡3青鹿56 四位 洋文竹園 正繼氏 武 英智 平取 清水牧場 478－ 42：07．21� 75．5�
（10頭）

売 得 金
単勝： 42，622，300円 複勝： 53，574，000円 枠連： 12，107，000円
馬連： 71，054，800円 馬単： 37，139，300円 ワイド： 44，041，500円
3連複： 83，553，400円 3連単： 155，181，200円 計： 499，273，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 160円 � 220円 枠 連（6－8） 580円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 890円

ワ イ ド �� 280円 �� 440円 �� 920円

3 連 複 ��� 1，850円 3 連 単 ��� 5，700円

票 数

単勝票数 計 426223 的中 � 159473（1番人気）
複勝票数 計 535740 的中 � 207543（1番人気）� 66917（2番人気）� 41693（6番人気）
枠連票数 計 121070 的中 （6－8） 15989（2番人気）
馬連票数 計 710548 的中 �� 80203（2番人気）
馬単票数 計 371393 的中 �� 31025（1番人気）
ワイド票数 計 440415 的中 �� 44779（1番人気）�� 25133（5番人気）�� 10933（15番人気）
3連複票数 計 835534 的中 ��� 33871（8番人気）
3連単票数 計1551812 的中 ��� 19726（15番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―13．2―12．6―12．3―12．4―12．2―11．9―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．8―37．0―49．6―1：01．9―1：14．3―1：26．5―1：38．4―1：49．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�タニノフランケル �
�
父 Frankel �

�
母父 Tanino Gimlet デビュー 2017．8．12 新潟2着

2015．2．9生 牡3青鹿 母 Vodka 母母 Tanino Sister 7戦2勝 賞金 25，952，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムリボー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年5月15日まで平地競

走に出走できない。



10091 4月15日 曇 不良 （30阪神2）第8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

816 アユツリオヤジ 牡4栗 57 北村 友一 �キャピタル・システム 村山 明 浦河 �川 啓一 486－ 41：10．1 3．1�
612 タ テ ヤ マ 牡4栗 57 松山 弘平小島 將之氏 渡辺 薫彦 日高 山田 政宏 460－121：10．95 4．3�
35 フィールブリーズ 牡5鹿 57 幸 英明水谷 昌晃氏 高柳 大輔 新ひだか 土田農場 536－ 2 〃 ハナ 7．3�
48 ワイルドフォックス 牡4黒鹿57 水口 優也山上 和良氏 武 幸四郎 浦河 鳥井 征士 514－101：11．11 5．2�
714 ナムラスパルタクス 牡4黒鹿 57

54 ▲富田 暁奈村 信重氏 清水 久詞 日高 ナカノファーム 478－ 21：11．2	 18．2�
36 ロングベスト 牡4鹿 57 古川 吉洋中井 敏雄氏 大根田裕之 浦河 荻伏三好フ

アーム 510＋ 6 〃 ハナ 21．1	
510 カ ム カ ム 牡4鹿 57 岡田 祥嗣共田 義夫氏 浜田多実雄 新冠 松浦牧場 474－ 41：11．3	 10．8

59 ダブルスプリット 牡4栗 57 松田 大作�KTレーシング 西園 正都 日高 山際 辰夫 B486± 0 〃 ハナ 12．8�
11 
 メイショウアワジ 牡4鹿 57 岩崎 翼松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 浦河日成牧場 462－ 41：11．4� 174．1�
713 タガノマニカ 牝4鹿 55

54 ☆小崎 綾也八木 良司氏 石橋 守 浦河 大北牧場 440－ 41：11．5クビ 76．0
611 エスペランサリュウ 牡5鹿 57 松岡 正海江上 幸�氏 西橋 豊治 日高 中館牧場 490－ 21：11．6	 82．6�
24 �
 クライフォーローズ 牡4黒鹿57 太宰 啓介ゴドルフィン 昆 貢 米

J G Jones Jr., J Geisler, J W
Hirschmann Silent Grove
Farm, LLC & Darley

B504－ 81：11．81� 27．0�
815 ウォーターダンテ 牡4栗 57

54 ▲西村 淳也山岡 正人氏 田所 秀孝 浦河 本巣牧場 510＋ 81：11．9クビ 159．3�
12 カ イ マ ノ ア 牡6栗 57

56 ☆荻野 極山口功一郎氏 安田 翔伍 浦河 小林 仁 490－16 〃 アタマ 96．1�
47 クリノケンリュウ 牡4栗 57

56 ☆加藤 祥太栗本 博晴氏 藤沢 則雄 浦河 バンブー牧場 492＋321：12．0クビ 195．9�
23 ドンボラーレ 牡5栗 57 藤岡 康太大内 景子氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 456＋141：13．06 95．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，520，000円 複勝： 48，694，600円 枠連： 20，859，900円
馬連： 77，845，000円 馬単： 30，611，400円 ワイド： 49，183，300円
3連複： 99，788，400円 3連単： 114，906，300円 計： 474，408，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 170円 � 180円 枠 連（6－8） 660円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 1，550円

ワ イ ド �� 330円 �� 390円 �� 580円

3 連 複 ��� 1，500円 3 連 単 ��� 6，750円

票 数

単勝票数 計 325200 的中 � 83310（1番人気）
複勝票数 計 486946 的中 � 99488（1番人気）� 72886（2番人気）� 65775（4番人気）
枠連票数 計 208599 的中 （6－8） 24481（1番人気）
馬連票数 計 778450 的中 �� 81950（1番人気）
馬単票数 計 306114 的中 �� 14730（2番人気）
ワイド票数 計 491833 的中 �� 39522（1番人気）�� 32325（2番人気）�� 20505（5番人気）
3連複票数 計 997884 的中 ��� 49593（2番人気）
3連単票数 計1149063 的中 ��� 12331（4番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．3―11．5―11．7―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．0―34．3―45．8―57．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アユツリオヤジ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2016．7．9 函館8着

2014．3．19生 牡4栗 母 オースミアザレア 母母 オースミハルカ 18戦2勝 賞金 28，370，000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 クーファディーヴァ号
（非抽選馬） 5頭 オルノス号・クラウンヴォルカン号・サイモンミラベル号・スナークライデン号・メイショウトキン号

10092 4月15日 曇 稍重 （30阪神2）第8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

711 パリンジェネシス 牡4黒鹿57 川田 将雅 �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－ 42：14．0 4．6�
69 シャイニーゲール 牡4鹿 57 松山 弘平小林 昌志氏 石坂 正 平取 雅 牧場 458－ 42：15．38 10．3�
57 ハイドロフォイル 牡5鹿 57

54 ▲富田 暁 �サンデーレーシング 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム B498－ 42：15．4	 6．8�
45 エールブリリアンツ 牡4芦 57

56 ☆荻野 極佐伯由加理氏 今野 貞一 新ひだか 田中 裕之 486－ 82：15．82
 90．2�
56 タガノヤグラ 牡4栗 57 藤懸 貴志八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 466＋ 4 〃 クビ 7．9�
812 フ ォ ン ス 牡5黒鹿57 四位 洋文ゴドルフィン 武 幸四郎 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478－ 22：16．01 5．3	
11 テイエムハヤブサ 牡5青鹿57 竹之下智昭竹園 正繼氏 武 英智 浦河 駿河牧場 464－ 4 〃 クビ 101．2

22 サトノマサムネ �4鹿 57 川島 信二 �サトミホースカンパニー 西園 正都 安平 ノーザンファーム 460－ 62：16．21� 56．0�
44 バリオラージュ 牡4鹿 57 北村 友一 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム B472－ 42：16．41� 2．6
710 ユキノタイガ 牡4芦 57 太宰 啓介村上 幸三氏 木原 一良 新冠 樋渡 志尚 516－ 82：16．61� 80．3�
68 ガーランドワルツ 牝4鹿 55 古川 吉洋 �シルクレーシング 武 英智 安平 ノーザンファーム 480－ 62：17．23
 133．4�
33 アグネススターダム 牡5栗 57 岩崎 翼上山 牧氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 462－ 42：17．73 66．9�
813 ロードゼスト 牡4鹿 57 中井 裕二 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか グランド牧場 456－ 4 〃 クビ 41．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 31，401，300円 複勝： 37，620，100円 枠連： 17，074，000円
馬連： 72，335，100円 馬単： 33，342，300円 ワイド： 41，349，600円
3連複： 86，575，100円 3連単： 122，743，200円 計： 442，440，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 190円 � 290円 � 190円 枠 連（6－7） 2，630円

馬 連 �� 2，950円 馬 単 �� 5，740円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 490円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 5，810円 3 連 単 ��� 33，260円

票 数

単勝票数 計 314013 的中 � 54019（2番人気）
複勝票数 計 376201 的中 � 56754（2番人気）� 29752（6番人気）� 53044（3番人気）
枠連票数 計 170740 的中 （6－7） 5023（11番人気）
馬連票数 計 723351 的中 �� 18951（13番人気）
馬単票数 計 333423 的中 �� 4350（25番人気）
ワイド票数 計 413496 的中 �� 9948（14番人気）�� 22810（6番人気）�� 10071（13番人気）
3連複票数 計 865751 的中 ��� 11172（17番人気）
3連単票数 計1227432 的中 ��� 2675（106番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．8―23．9―35．4―48．1―1：00．6―1：12．9―1：25．5―1：37．8―1：49．6―2：01．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

パリンジェネシス �
�
父 タートルボウル �

�
母父 メジロライアン デビュー 2016．11．12 東京5着

2014．5．14生 牡4黒鹿 母 メジロジョーンズ 母母 メジロビユーテイー 9戦2勝 賞金 13，950，000円



10093 4月15日 曇 稍重 （30阪神2）第8日 第9競走 ��
��1，200�

ち く さ が わ

千 種 川 特 別
発走14時15分 （芝・右）
4歳以上，1，000万円以下，29．4．15以降30．4．8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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．1
1：06．5

良
良

69 ブラッククローバー 牡6黒鹿56 �島 克駿巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 492＋ 21：09．4 2．9�
712 ユアスイスイ 牝4栗 52 松若 風馬ユアストーリー 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 484＋ 2 〃 クビ 8．3�
57 グランドロワ 牡4栗 55 松山 弘平田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 B480＋ 2 〃 ハナ 2．9�
610 ウインハートビート 牡5栗 53 池添 謙一�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 494± 01：09．5� 29．2�
813 ブライティアレディ 牝5青鹿52 岩崎 翼小林 昌志氏 武 幸四郎 平取 雅 牧場 414－ 2 〃 クビ 17．8�
46 アグネスユーリヤ 牡6鹿 56 松岡 正海畑佐 博氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 470－ 61：09．71	 21．3	
58 
 スペードクイーン 牝5栗 53 幸 英明吉田 和子氏 西村 真幸 米 Robert B. Trus-

sell Jr et al 470± 01：09．91	 7．9

45 ビーカーリー 牝4黒鹿52 国分 優作馬場 祥晃氏 西村 真幸 新ひだか 沼田 照秋 B446－ 41：10．0クビ 28．7�
33 レッドカーペット 牡5栗 53 小崎 綾也 �泉新キャピタル 高野 友和 安平 ノーザンファーム 526＋ 4 〃 アタマ 49．2�
22 � エアシーラン 牡6黒鹿51 藤懸 貴志村田 裕子氏 小崎 憲 平取 稲原牧場 494－ 41：10．21	 46．1
34 ディープウォーリア 牡4黒鹿54 古川 吉洋中村 孝氏 中竹 和也 浦河 丸村村下

ファーム 452＋ 2 〃 クビ 28．6�
711 キタサンコンサート 牡6芦 54 太宰 啓介�大野商事 昆 貢 新ひだか 藤川フアーム B496＋ 41：10．41	 38．0�
11 � キングクリチャン 牡9栗 50 加藤 祥太栗本 博晴氏 高市 圭二 むかわ 小林 孝幸 B494－ 21：10．61	 128．3�
814 ブライスガウ 牝5栗 54 勝浦 正樹一村 哲也氏 岡田 稲男 新ひだか グランド牧場 486± 0 〃 クビ 22．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 41，077，600円 複勝： 53，213，300円 枠連： 22，988，800円
馬連： 105，312，000円 馬単： 43，777，500円 ワイド： 61，078，000円
3連複： 127，844，800円 3連単： 176，354，100円 計： 631，646，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 120円 � 200円 � 130円 枠 連（6－7） 1，120円

馬 連 �� 1，260円 馬 単 �� 2，220円

ワ イ ド �� 460円 �� 210円 �� 550円

3 連 複 ��� 1，380円 3 連 単 ��� 7，950円

票 数

単勝票数 計 410776 的中 � 109697（2番人気）
複勝票数 計 532133 的中 � 127800（1番人気）� 50356（4番人気）� 114399（2番人気）
枠連票数 計 229888 的中 （6－7） 15896（4番人気）
馬連票数 計1053120 的中 �� 64341（4番人気）
馬単票数 計 437775 的中 �� 14729（5番人気）
ワイド票数 計 610780 的中 �� 30910（4番人気）�� 89926（1番人気）�� 25249（5番人気）
3連複票数 計1278448 的中 ��� 69174（2番人気）
3連単票数 計1763541 的中 ��� 16069（13番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―10．9―11．1―11．5―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．0―45．1―56．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブラッククローバー �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2014．7．12 中京5着

2012．4．9生 牡6黒鹿 母 パリスセイリュウ 母母 ローランロード 34戦4勝 賞金 103，096，000円

10094 4月15日 晴 稍重 （30阪神2）第8日 第10競走 ��
��1，800�

な ん ば

難波ステークス
発走14時50分 （芝・右・外）
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 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：43．9

良
良

813 ナイトオブナイツ 牡5栗 57 池添 謙一市川義美ホール
ディングス� 池添 兼雄 千歳 社台ファーム 458－ 41：47．5 5．9�

22 クリノヤマトノオー 牡4鹿 57 藤岡 康太栗本 守氏 高橋 義忠 新ひだか 西村 和夫 454－ 61：47．6� 6．8�
812 ドレッドノータス 	5栗 57 松山 弘平 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 454－ 61：47．91� 8．1�
33 カリビアンゴールド 牝4黒鹿55 川田 将雅ゴドルフィン 
島 一歩 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 462＋101：48．11� 4．8�
68 エンヴァール 牡5栗 57 北村 友一寺田千代乃氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 472± 0 〃 ハナ 4．5	
57 マイネルネーベル 牡6鹿 57 丹内 祐次 �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 464＋ 81：48．2� 87．5

711 ダンツペンダント 牝5黒鹿55 岩崎 翼山元 哲二氏 本田 優 浦河 谷川牧場 512＋ 61：48．3� 27．4�
69 スズカルパン 牡9鹿 57 松若 風馬永井 宏明氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 476± 01：48．4� 27．6�
710 トレクァルティスタ 	7黒鹿57 四位 洋文 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 482＋ 21：48．82� 20．3
56 ナリタエイト 牡5鹿 57 幸 英明�オースミ 松永 昌博 千歳 社台ファーム 466－ 21：49．01� 6．1�
45 ガンサリュート 牡4黒鹿57 荻野 極 �キャロットファーム 安田 隆行 新ひだか 木村 秀則 504－ 61：49．42� 29．2�
44 ブランドベルグ 	6青鹿57 松岡 正海 �グリーンファーム牧田 和弥 千歳 社台ファーム 474＋ 61：50．25 20．8�
11 ミキノグランプリ 牡7栗 57 田中 健谷口 久和氏 南井 克巳 浦河 浦河育成牧場 476± 01：50．3クビ 171．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 45，540，400円 複勝： 66，319，600円 枠連： 29，860，900円
馬連： 130，746，100円 馬単： 51，340，500円 ワイド： 67，575，000円
3連複： 164，226，800円 3連単： 209，873，300円 計： 765，482，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 230円 � 200円 � 260円 枠 連（2－8） 1，200円

馬 連 �� 2，100円 馬 単 �� 3，870円

ワ イ ド �� 730円 �� 680円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 4，810円 3 連 単 ��� 25，730円

票 数

単勝票数 計 455404 的中 � 61495（3番人気）
複勝票数 計 663196 的中 � 73231（5番人気）� 90909（3番人気）� 62229（6番人気）
枠連票数 計 298609 的中 （2－8） 19275（5番人気）
馬連票数 計1307461 的中 �� 48194（10番人気）
馬単票数 計 513405 的中 �� 9939（18番人気）
ワイド票数 計 675750 的中 �� 24084（9番人気）�� 25838（7番人気）�� 15162（14番人気）
3連複票数 計1642268 的中 ��� 25590（16番人気）
3連単票数 計2098733 的中 ��� 5913（86番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．8―12．0―12．4―12．1―11．6―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．0―34．8―46．8―59．2―1：11．3―1：22．9―1：35．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナイトオブナイツ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．9．26 阪神4着

2013．4．16生 牡5栗 母 シャイニングアレキ 母母 シャイニンレーサー 23戦5勝 賞金 88，754，000円

１レース目



10095 4月15日 晴 不良 （30阪神2）第8日 第11競走 ��
��1，800�第23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，29．4．15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，29．4．14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 588，000円 168，000円 84，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

11 グレイトパール 牡5鹿 57 川田 将雅 H.H．シェイク・ファハド 中内田充正 新ひだか 千代田牧場 546＋ 81：49．8 2．2�
815 ミ ツ バ 牡6鹿 57 松山 弘平�協栄 加用 正 日高 タバタファーム B472－ 41：50．01� 8．9�
713 クインズサターン 牡5芦 56 四位 洋文 �クイーンズ・ランチ 野中 賢二 新ひだか 佐竹 学 B476－ 21：50．1	 10．5�
35 トップディーヴォ 牡6鹿 56 横山 典弘�コオロ 昆 貢 新冠 細川農場 B494＋ 91：50．31� 9．9�
612 ユ ラ ノ ト 牡4栗 56 藤岡 康太 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 488－141：50．4	 20．1	
47 ロンドンタウン 牡5鹿 57 松岡 正海薪浦 亨氏 牧田 和弥 新冠 松浦牧場 524＋ 21：50．5
 11．6

48 ア ル タ イ ル 牡6栗 56 小崎 綾也藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 B490－ 21：50．6クビ 27．3�
12 ナムラアラシ 牡5鹿 56 幸 英明奈村 信重氏 牧田 和弥 日高 いとう牧場 528－ 8 〃 クビ 6．2�
36 マイティティー 牝6鹿 54 岩崎 翼五影 慶則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 478＋121：50．7クビ 244．9
24 メイショウウタゲ 牡7栗 56 北村 友一松本 好雄氏 安達 昭夫 新冠 隆栄牧場 518＋ 61：50．91	 81．0�
23 ディアデルレイ 牡7栗 56 勝浦 正樹 �キャロットファーム 牧 光二 安平 ノーザンファーム B498－10 〃 アタマ 23．4�
611 メイショウスミトモ 牡7鹿 58 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 490＋ 1 〃 アタマ 76．9�
59 コスモカナディアン 牡5鹿 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 日高 アイズスタッド株式会社 488－ 21：51．21
 27．6�
510 アスカノロマン 牡7栗 57 太宰 啓介豊田 智郎氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 524－ 61：51．3クビ 52．5�
714 モンドインテロ 牡6鹿 56 池添 謙一 �シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 488± 01：51．4	 84．1�
816 マイネルバサラ 牡5鹿 58 松若 風馬 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 浜口牧場 482－ 21：52．14 35．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 126，368，200円 複勝： 147，905，100円 枠連： 86，011，700円
馬連： 420，431，900円 馬単： 158，273，900円 ワイド： 200，193，200円
3連複： 644，496，700円 3連単： 850，975，300円 計： 2，634，656，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 140円 � 220円 � 270円 枠 連（1－8） 660円

馬 連 �� 1，360円 馬 単 �� 1，760円

ワ イ ド �� 550円 �� 670円 �� 1，280円

3 連 複 ��� 4，420円 3 連 単 ��� 13，810円

票 数

単勝票数 計1263682 的中 � 448143（1番人気）
複勝票数 計1479051 的中 � 348219（1番人気）� 158089（3番人気）� 114869（5番人気）
枠連票数 計 860117 的中 （1－8） 100015（1番人気）
馬連票数 計4204319 的中 �� 238289（2番人気）
馬単票数 計1582739 的中 �� 67369（2番人気）
ワイド票数 計2001932 的中 �� 97100（2番人気）�� 77759（4番人気）�� 38174（12番人気）
3連複票数 計6444967 的中 ��� 109168（7番人気）
3連単票数 計8509753 的中 ��� 44662（17番人気）

ハロンタイム 12．7―10．7―12．3―12．2―12．3―12．0―12．3―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．4―35．7―47．9―1：00．2―1：12．2―1：24．5―1：36．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

グレイトパール �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2016．1．5 京都1着

2013．3．29生 牡5鹿 母 フォーチュンワード 母母 コパノオマモリ 9戦7勝 賞金 137，929，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 9頭 カフェリュウジン号・ザイディックメア号・サイモントルナーレ号・タガノヴェリテ号・トラキチシャチョウ号・

ドリームキラリ号・ブライトンロック号・マイネルオフィール号・メイプルブラザー号

10096 4月15日 晴 不良 （30阪神2）第8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

23 マルカソレイユ 牝4栗 55 藤岡 康太日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 470－ 21：23．2 3．0�
47 デロングスター 牝4栗 55 北村 友一 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 458－ 2 〃 クビ 5．1�
24 レッドリボン 牝4鹿 55 四位 洋文甘糟 麗子氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 440－ 61：23．62� 13．3�
713 タガノカトレア 牝4鹿 55 松岡 正海八木 良司氏 岡田 稲男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 426－ 4 〃 クビ 9．3�
48 シゲルゴホウサイ 牝6鹿 55 幸 英明森中 蕃氏 森田 直行 新冠 中央牧場 460＋ 21：23．7クビ 10．4�
611 ウィズエモーション 牝5鹿 55 松山 弘平 �社台レースホース栗田 博憲 千歳 社台ファーム 488＋ 2 〃 クビ 31．7	
510 ミ ス パ イ ロ 牝4黒鹿55 勝浦 正樹村田 哲朗氏 小野 次郎 日高 戸川牧場 466± 01：23．8クビ 29．8

12 フィルムフランセ 牝4鹿 55 岩崎 翼吉田 照哉氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 490＋ 21：23．9� 126．7�
714 プエルトプリンセサ 牝5鹿 55 古川 吉洋丸山 担氏 小笠 倫弘 浦河 伏木田牧場 428－ 4 〃 クビ 87．9�
612 ビ バ ラ ビ ダ 牝5鹿 55 川田 将雅桐谷 茂氏 石栗 龍彦 浦河 久保 昇 486－ 41：24．11 6．5
35 シゲルメジロザメ 牝5鹿 55 松若 風馬森中 蕃氏 高橋 康之 浦河 三好牧場 452＋ 21：24．2� 134．6�
59 スターペスマリア 牝4栗 55 太宰 啓介河野和香子氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 478－ 6 〃 ハナ 110．4�
816 ミヤジヴィジェ 牝4鹿 55 �島 克駿曽我 司氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 464＋ 6 〃 クビ 6．0�
815 ア グ ネ ッ タ 牝5鹿 55

54 ☆小崎 綾也菅原 広隆氏 羽月 友彦 新ひだか 上村 清志 B474＋121：24．52 84．8�
36 ブ ル ー ミ ン 牝4黒鹿55 中井 裕二佐々木雄二氏 松元 茂樹 浦河 �川 啓一 462＋141：24．81� 63．8�
11 マルモレイナ 牝4鹿 55 田中 健まるも組合 木原 一良 浦河 岡本 昌市 448＋ 21：26．5大差 169．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 71，269，800円 複勝： 90，649，800円 枠連： 45，260，100円
馬連： 184，062，700円 馬単： 71，624，300円 ワイド： 102，557，100円
3連複： 245，679，000円 3連単： 356，613，100円 計： 1，167，715，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 170円 � 300円 枠 連（2－4） 460円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 1，410円

ワ イ ド �� 340円 �� 680円 �� 1，360円

3 連 複 ��� 3，170円 3 連 単 ��� 10，570円

票 数

単勝票数 計 712698 的中 � 186536（1番人気）
複勝票数 計 906498 的中 � 198026（1番人気）� 138729（2番人気）� 60543（7番人気）
枠連票数 計 452601 的中 （2－4） 75866（1番人気）
馬連票数 計1840627 的中 �� 173712（1番人気）
馬単票数 計 716243 的中 �� 38002（1番人気）
ワイド票数 計1025571 的中 �� 86517（1番人気）�� 37482（7番人気）�� 17771（18番人気）
3連複票数 計2456790 的中 ��� 58091（8番人気）
3連単票数 計3566131 的中 ��� 24458（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．0―34．4―46．3―58．1―1：10．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マルカソレイユ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Starborough デビュー 2016．7．3 中京8着

2014．2．17生 牝4栗 母 ウォートルベリー 母母 Rotina 11戦3勝 賞金 33，400，000円
〔制裁〕 タガノカトレア号の騎手松岡正海は，後検量について注意義務を怠り過怠金10，000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 スズカプリズム号

４レース目



（30阪神2）第8日 4月15日（日曜日） 雨後曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

重後稍重
不良

競走回数 12回 出走頭数 175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

245，310，000円
2，590，000円
17，760，000円
1，750，000円
28，920，000円
71，879，500円
4，822，000円
1，680，000円

勝馬投票券売得金
521，177，800円
676，568，900円
301，245，700円
1，333，799，400円
553，742，700円
740，315，800円
1，817，302，400円
2，453，056，400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 8，397，209，100円

総入場人員 15，623名 （有料入場人員 14，670名）



平成30年度 第2回阪神競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，371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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

2，269，220，000円
30，680，000円
142，960，000円
52，100，000円
270，150，000円
12，000，000円
560，520，500円
39，005，400円
13，161，600円

勝馬投票券売得金
5，584，335，500円
7，689，828，000円
2，826，604，800円
13，854，780，500円
6，436，422，800円
7，526，491，000円
19，291，055，200円
31，814，924，400円
1，331，369，300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 96，355，811，500円

総入場延人員 180，350名 （有料入場延人員 171，869名）
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