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09037 4月5日 晴 良 （2阪神2） 第4日 第1競走 ��1，800�3歳未勝利
発走10時05分 （ダート・右）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

48 クーファアチャラ 牝3鹿 54
52 △団野 大成大迫久美子氏 松永 幹夫 新冠 川島牧場 448 ―1：55．5 24．4�

36 ジョウショーリード 牝3黒鹿54 国分 恭介熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 柏木 一則 458± 01：56．13� 22．4�
816 メイジュシンワ 牝3鹿 54 �島 克駿荒井 元明氏 川村 禎彦 日高 スマイルファーム 458＋101：57．37 159．3�
12 ローヌグレイシア 牝3芦 54

53 ☆西村 淳也 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B482＋ 41：57．4クビ 2．4�
612 カ ト ゥ ー ア 牝3鹿 54 藤井勘一郎増田 和啓氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 472－ 41：57．72 30．3�
815 メイショウトラヒメ 牝3青 54 秋山真一郎松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 462＋ 4 〃 ハナ 2．5	
59 リュクスレジェンド 牝3鹿 54

53 ☆斎藤 新田畑 憲士氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 448± 01：57．91� 69．3

713 ゼットピアレス 牝3黒鹿 54

51 ▲亀田 温心�フォーレスト 宮 徹 新ひだか 嶋田牧場 482＋ 41：58．0クビ 7．4�
510 サウンドレベッカ 牝3青鹿54 福永 祐一増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 448＋ 21：58．53 10．5�
47 メイクルーザー 牝3黒鹿 54

51 ▲服部 寿希醍醐 伸之氏 森 秀行 新ひだか 有限会社 下河辺
トレーニングセンター 454＋ 1 〃 クビ 182．1

35 ニホンピロデュラン 牝3栗 54 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 460－141：58．6クビ 308．8�
23 ラヴアンドヨウコ 牝3栗 54 菱田 裕二薪浦 亨氏 武 英智 新冠 松浦牧場 424＋10 〃 クビ 129．2�
11 アシャカチャン 牝3黒鹿 54

51 ▲泉谷 楓真吉冨 学氏 斉藤 崇史 新ひだか タイヘイ牧場 460－12 〃 ハナ 22．9�
611 アンジュブーケ 牝3鹿 54 坂井 瑠星北畑 忍氏 矢作 芳人 浦河 ヒダカフアーム 468± 02：00．19 395．9�
714 ア メ ト リ ン 牝3栗 54

53 ☆岩田 望来�G1レーシング 清水 久詞 安平 追分ファーム 430－ 22：01．9大差 49．3�
24 タガノエストレリア 牝3鹿 54 柴山 雄一八木 良司氏 武 幸四郎 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 442＋ 82：03．510 349．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 35，832，000円 複勝： 48，792，400円 枠連： 11，698，900円
馬連： 58，416，000円 馬単： 28，620，300円 ワイド： 52，023，800円
3連複： 95，314，600円 3連単： 109，760，700円 計： 440，458，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，440円 複 勝 � 660円 � 490円 � 2，440円 枠 連（3－4） 14，710円

馬 連 �� 22，170円 馬 単 �� 44，160円

ワ イ ド �� 4，620円 �� 29，420円 �� 12，290円

3 連 複 ��� 554，150円 3 連 単 ��� 2，566，980円

票 数

単勝票数 計 358320 的中 � 11726（7番人気）
複勝票数 計 487924 的中 � 19757（7番人気）� 27916（5番人気）� 4903（11番人気）
枠連票数 計 116989 的中 （3－4） 616（25番人気）
馬連票数 計 584160 的中 �� 2042（36番人気）
馬単票数 計 286203 的中 �� 486（69番人気）
ワイド票数 計 520238 的中 �� 2931（32番人気）�� 454（77番人気）�� 1091（51番人気）
3連複票数 計 953146 的中 ��� 129（283番人気）
3連単票数 計1097607 的中 ��� 31（1361番人気）

ハロンタイム 13．2―11．4―12．9―12．9―12．8―12．7―12．9―13．6―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．6―37．5―50．4―1：03．2―1：15．9―1：28．8―1：42．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．3―3F39．6
1
3

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

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

クーファアチャラ �
�
父 トランセンド �

�
母父 ゼンノロブロイ 初出走

2017．5．18生 牝3鹿 母 クーファナイン 母母 ウインアンジェラス 1戦1勝 賞金 5，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アメトリン号・タガノエストレリア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年5月5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 テクノプライド号

09038 4月5日 晴 良 （2阪神2） 第4日 第2競走 ��1，400�3歳未勝利
発走10時35分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

816 ワイドカント 牡3栗 56 松山 弘平幅田 京子氏 西園 正都 青森 風ノ丘ファーム 502± 01：25．1 2．2�
23 モズナガレボシ 牡3芦 56 川島 信二 �キャピタル・システム 荒川 義之 浦河 谷川牧場 482± 01：25．52� 4．9�
510 レッドエランドール 牡3鹿 56

55 ☆岩田 望来 �東京ホースレーシング 松田 国英 千歳 社台ファーム B512－ 81：25．71� 22．0�
611 オウケンファイター 牡3青鹿 56

55 ☆西村 淳也福井 明氏 牧浦 充徳 白老 社台牧場 506＋ 41：25．8� 17．7�
713 メイショウハリオ 牡3栗 56 菱田 裕二松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 502 ―1：25．9� 50．2�
815 ブルベアカロリー 牡3鹿 56 国分 恭介 �ブルアンドベア 五十嵐忠男 新冠 若林牧場 476－ 21：26．43 15．1	
612 シェイクスピア 牡3青鹿56 坂井 瑠星 �カナヤマホール

ディングス 西浦 勝一 新ひだか 乾 皆雄 486＋ 61：27．25 27．2

47 グ ラ フ ェ ン 牡3芦 56 岩田 康誠 �スリーエイチレーシング 大久保龍志 新ひだか 矢野牧場 508＋ 41：27．52 10．5�
48 キタサンロッキー 牡3青鹿56 武 豊�大野商事 清水 久詞 むかわ 桑原牧場 506＋ 8 〃 アタマ 5．2
36 カモントゥミー 牡3鹿 56 幸 英明薪浦 亨氏 牧田 和弥 新ひだか 北洋牧場 492－ 41：27．71� 32．8�
714 ホープウィーク 牡3黒鹿 56

53 ▲亀田 温心石川 幸司氏 牧田 和弥 新ひだか 森 政巳 516 ―1：28．65 243．4�
12 スマッシュパワー 牡3鹿 56

53 ▲泉谷 楓真�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 420＋12 〃 ハナ 218．2�
11 カイザークリスエス 牡3青 56 国分 優作星加 浩一氏 坂口 智康 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 538＋ 81：28．7� 194．0�
24 モズフォーナイン 牡3青 56 藤岡 康太 �キャピタル・システム �島 一歩 日高 目黒牧場 476 ―1：29．12� 105．7�
35 エターナルバディ �3青 56 柴山 雄一�キーファーズ 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム B484－141：29．41� 35．9�
59 パープルブルーメン 牝3栗 54 畑端 省吾中野 銀十氏 新谷 功一 様似 山本 和彦 414 ―1：29．61 389．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，957，100円 複勝： 62，008，100円 枠連： 15，369，400円
馬連： 61，721，800円 馬単： 27，764，700円 ワイド： 57，319，400円
3連複： 95，558，900円 3連単： 97，828，500円 計： 459，527，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 150円 � 450円 枠 連（2－8） 570円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 1，150円

ワ イ ド �� 310円 �� 850円 �� 1，570円

3 連 複 ��� 3，540円 3 連 単 ��� 11，600円

票 数

単勝票数 計 419571 的中 � 152135（1番人気）
複勝票数 計 620081 的中 � 162158（1番人気）� 109434（2番人気）� 23161（9番人気）
枠連票数 計 153694 的中 （2－8） 20603（2番人気）
馬連票数 計 617218 的中 �� 74874（2番人気）
馬単票数 計 277647 的中 �� 18010（2番人気）
ワイド票数 計 573194 的中 �� 54751（1番人気）�� 16357（10番人気）�� 8523（19番人気）
3連複票数 計 955589 的中 ��� 20237（9番人気）
3連単票数 計 978285 的中 ��� 6113（21番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．8―12．2―12．0―12．6―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―35．0―47．2―59．2―1：11．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワイドカント �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2019．12．8 阪神2着

2017．4．21生 牡3栗 母 アンニュイブルース 母母 エ ス ピ ヨ ン 4戦1勝 賞金 8，670，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エターナルバディ号・パープルブルーメン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

令和2年5月5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 ケイアイリア号・チャンス号・ディーププレザント号

第２回 阪神競馬 第４日



09039 4月5日 晴 良 （2阪神2） 第4日 第3競走 ��1，800�3歳未勝利
発走11時05分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

612 ユ ウ ゲ ン 牡3鹿 56 岩田 康誠林 正道氏 橋口 慎介 浦河 酒井牧場 496－ 21：55．3 26．8�
23 タイセイパワーズ 牡3黒鹿56 武 豊田中 成奉氏 松下 武士 新冠 柏木 一則 532－ 61：55．72� 1．8�
611 エイシンファイター 牡3青鹿56 松山 弘平�栄進堂 上村 洋行 新ひだか 木田牧場 484± 01：55．91� 18．3�
59 クラウンデザイアー 牡3黒鹿56 L．ヒューイットソン �クラウン 中竹 和也 日高 クラウン日高牧場 484± 01：56．32 23．9�

（南ア）

11 ヴァシリアス 牡3鹿 56 福永 祐一前田 葉子氏 安田 翔伍 新冠 村上 欽哉 476－ 8 〃 ハナ 6．8�
815 クリノキングボス 牡3栗 56 幸 英明栗本 博晴氏 南井 克巳 様似 様似渡辺牧場 472＋ 21：56．62 5．4	
48 サクセスリボーン 牡3黒鹿 56

53 ▲亀田 温心髙嶋 哲氏 北出 成人 新冠 タニグチ牧場 492＋ 41：56．7クビ 40．5

816 オ ル ガ ン ザ 牡3鹿 56 藤井勘一郎 �社台レースホース野中 賢二 千歳 社台ファーム 538＋12 〃 クビ 15．9�
714 エイユージャッカル 牡3黒鹿56 菱田 裕二笹部 義則氏 岡田 稲男 様似 富田 恭司 484＋ 21：57．33� 118．5
713 ジューンスプレイン 牡3鹿 56

53 ▲泉谷 楓真吉川 潤氏 今野 貞一 浦河 高昭牧場 460 ―1：58．15 97．5�
12 メイショウカズサ 牡3栗 56 �島 克駿松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 478＋ 21：58．42 11．8�
24 レ ラ シ オ ン 牡3青鹿56 高倉 稜朽名 誠氏 渡辺 薫彦 日高 鹿戸 和幸 514－ 41：58．5クビ 33．6�
35 ニューリリース 牡3栗 56

55 ☆斎藤 新江口雄一郎氏 石坂 公一 浦河 小島牧場 B482＋ 21：58．82 360．3�
36 テーオーニーチェ 牡3芦 56 和田 竜二小笹 公也氏 清水 久詞 日高 ヤナガワ牧場 468 ―1：58．9� 235．1�
510 ペルリナージュ 牡3黒鹿56 �島 良太岩﨑 伸道氏 高柳 大輔 洞�湖 レイクヴィラファーム 514－ 62：00．28 630．9�
47 ヤマニンブレーザー 牡3鹿 56 城戸 義政土井 肇氏 奥村 豊 新冠 錦岡牧場 518 ―2：01．810 284．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，377，600円 複勝： 73，961，700円 枠連： 15，120，900円
馬連： 63，923，400円 馬単： 35，812，200円 ワイド： 63，048，200円
3連複： 108，968，200円 3連単： 135，716，800円 計： 539，929，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，680円 複 勝 � 600円 � 120円 � 330円 枠 連（2－6） 1，040円

馬 連 �� 3，080円 馬 単 �� 7，990円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 3，500円 �� 570円

3 連 複 ��� 9，310円 3 連 単 ��� 79，600円

票 数

単勝票数 計 433776 的中 � 12928（8番人気）
複勝票数 計 739617 的中 � 21880（9番人気）� 239964（1番人気）� 45151（5番人気）
枠連票数 計 151209 的中 （2－6） 11216（4番人気）
馬連票数 計 639234 的中 �� 16081（10番人気）
馬単票数 計 358122 的中 �� 3358（25番人気）
ワイド票数 計 630482 的中 �� 13676（12番人気）�� 4390（34番人気）�� 30425（5番人気）
3連複票数 計1089682 的中 ��� 8769（28番人気）
3連単票数 計1357168 的中 ��� 1236（215番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．8―38．0―50．8―1：03．4―1：16．5―1：29．2―1：41．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．9―3F38．8
1
3
3（9，11，16）（1，12）（4，8）－5（2，13，15）14－6－10－7・（3，12）（1，9，11）（4，16）（2，8，15）－（5，14）13，6（7，10）

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

勝馬の
紹 介

ユ ウ ゲ ン �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2019．12．15 阪神6着

2017．4．8生 牡3鹿 母 モーニングフェイス 母母 ファーストナイト 3戦1勝 賞金 5，100，000円
〔制裁〕 ユウゲン号の騎手岩田康誠は，向正面で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番・9番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヤマニンブレーザー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年5月5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。
（非抽選馬） 2頭 イチジン号・カネコメノボル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

09040 4月5日 晴 良 （2阪神2） 第4日 第4競走 ��2，400�3歳未勝利
発走11時35分 （芝・右・外）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
2：24．1
2：20．6

良
良

818 ダノンセレスタ 牡3青鹿56 川田 将雅�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 490± 02：28．2 2．4�
611 ヒートオンビート 牡3鹿 56 福永 祐一 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 452－142：28．62� 10．8�
612 ク レ イ ス 牡3鹿 56 藤岡 康太�G1レーシング 藤岡 健一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B510－ 22：28．92 51．2�
510 ナ ム ラ ド ン 牡3鹿 56 坂井 瑠星奈村 信重氏 清水 久詞 新冠 武田 寛治 482－ 2 〃 ハナ 231．1�
48 レーベンレジェンダ 牡3鹿 56 �島 克駿金山 敏也氏 松下 武士 新ひだか 岡田スタツド 510－ 82：29．0� 416．2	
47 キッズヒヤミカチ 牡3青鹿56 高倉 稜瀬谷 
雄氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 478± 02：29．1� 137．3�
817 タイミングハート 牡3黒鹿56 M．デムーロ�キーファーズ 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム B440± 02：29．2� 5．6�
715 ナムアミダブツ 牡3鹿 56

55 ☆川又 賢治ニューマレコード� 石坂 公一 千歳 社台ファーム 460－ 22：29．3� 224．3
816 コスモジェミラ 牝3芦 54 国分 優作 �ビッグレッドファーム 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 464＋ 62：29．51� 24．8�
24 エイシンパッション 牡3栗 56 幸 英明�栄進堂 奥村 豊 浦河 多田 善弘 448± 02：29．6クビ 55．8�
714 アドマイヤメジャー 牡3鹿 56 武 豊近藤 旬子氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 468－ 22：29．7� 2．9�
12 シゲルタイヨウ 牡3黒鹿 56

55 ☆岩田 望来森中 蕃氏 千田 輝彦 浦河 アイオイファーム 472－ 42：29．91� 79．3�
36 ケイアイコブラ 牡3鹿 56 松山 弘平亀田 和弘氏 平田 修 新ひだか 松田牧場 470＋ 6 〃 クビ 9．3�
23 キ ー パ ン チ 牡3鹿 56

53 ▲亀田 温心北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 中本牧場 466＋102：30．0� 437．3�
59 ハイコロラトゥーラ 牝3鹿 54 池添 謙一松本 俊廣氏 北出 成人 日高 天羽 禮治 406－ 42：30．1� 213．4�
35 プリンセスシューズ 牝3鹿 54

52 △団野 大成呉本 昌時氏 高柳 大輔 新ひだか チャンピオンズファーム 452－ 62：30．42 364．7�
713 ゴールドクレスト 牡3黒鹿 56

55 ☆西村 淳也ゴドルフィン 大久保龍志 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 484－122：31．14 343．6�

11 ル ア オ レ 牝3鹿 54 酒井 学�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 448－ 62：31．2� 641．4�
（18頭）

売 得 金
単勝： 52，757，600円 複勝： 76，110，900円 枠連： 16，738，500円
馬連： 72，449，100円 馬単： 36，656，100円 ワイド： 67，933，200円
3連複： 123，349，100円 3連単： 149，002，900円 計： 594，997，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 280円 � 780円 枠 連（6－8） 580円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 1，330円

ワ イ ド �� 430円 �� 1，820円 �� 3，870円

3 連 複 ��� 11，520円 3 連 単 ��� 28，760円

票 数

単勝票数 計 527576 的中 � 175590（1番人気）
複勝票数 計 761109 的中 � 196920（1番人気）� 62788（5番人気）� 18392（8番人気）
枠連票数 計 167385 的中 （6－8） 22254（3番人気）
馬連票数 計 724491 的中 �� 61506（3番人気）
馬単票数 計 366561 的中 �� 20601（4番人気）
ワイド票数 計 679332 的中 �� 44959（4番人気）�� 9157（16番人気）�� 4225（28番人気）
3連複票数 計1233491 的中 ��� 8026（27番人気）
3連単票数 計1490029 的中 ��� 3756（84番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．9―24．6―37．3―50．1―1：03．0―1：15．8―1：28．7―1：41．1―1：53．0―2：04．6―2：16．2

コーナー
通過順位

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

2
4

8－18（6，10，16）11（2，15）－（4，14）（5，9）（3，17）7（1，13）12
8（18，16，12）（6，10，11）（15，14）2（4，9，17）7（5，3，1，13）

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンセレスタ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Jump Start デビュー 2019．11．24 東京2着

2017．1．26生 牡3青鹿 母 セ レ ス タ 母母 Serata 5戦1勝 賞金 13，900，000円



09041 4月5日 晴 良 （2阪神2） 第4日 第5競走 ��1，800�3歳1勝クラス
発走12時25分 （ダート・右）（500万円以下）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

79 キッズアガチャー 牡3鹿 56 高倉 稜瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 536＋ 21：53．8 4．3�

55 ミッキーメテオ 牡3鹿 56 川田 将雅野田みづき氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 492－ 2 〃 アタマ 4．0�
22 ロッキーサンダー 牡3鹿 56 幸 英明原田 豊氏 石橋 守 浦河 杵臼牧場 472± 01：54．11� 16．9�
710 シゲルモクセイ 牝3栗 54 菱田 裕二森中 蕃氏 谷 潔 新冠 小泉牧場 448－ 41：54．31� 24．3�
811 ハンメルフェスト 牡3黒鹿56 小牧 太�三嶋牧場 庄野 靖志 浦河 三嶋牧場 550＋ 4 〃 アタマ 9．6	
812 レッドブロンクス 牡3黒鹿56 浜中 俊 
東京ホースレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 474＋ 61：54．72� 6．5�
56 ナムラカミカゼ 牡3鹿 56 和田 竜二奈村 信重氏 村山 明 日高 いとう牧場 468＋ 41：54．8� 7．8�
11 ワイドレッジャドロ 牡3黒鹿 56

53 ▲亀田 温心幅田 京子氏 加用 正 浦河 成隆牧場 486－ 81：55．01� 24．5
68 オレンジペコ 牝3栗 54 武 豊今村 明浩氏 武 英智 浦河 大島牧場 464± 01：55．32 10．9�
33 サイモンルモンド �3栗 56 松山 弘平澤田 昭紀氏 松田 国英 日高 ヤナガワ牧場 B432－ 81：55．72� 8．3�
67 ダンツガゼール 牝3青鹿 54

52 △団野 大成山元 哲二氏 本田 優 むかわ 上水牧場 450＋ 61：55．91 267．8�
44 カ リ ニ ー ト 牡3鹿 56 秋山真一郎奥 裕嗣氏 大根田裕之 日高 高柳 隆男 464＋ 4 〃 アタマ 33．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 45，274，700円 複勝： 82，493，100円 枠連： 12，694，100円
馬連： 82，950，500円 馬単： 34，722，300円 ワイド： 70，459，700円
3連複： 124，329，000円 3連単： 129，453，600円 計： 582，377，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 140円 � 180円 � 280円 枠 連（5－7） 490円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 2，130円

ワ イ ド �� 430円 �� 670円 �� 970円

3 連 複 ��� 3，380円 3 連 単 ��� 14，270円

票 数

単勝票数 計 452747 的中 � 83636（2番人気）
複勝票数 計 824931 的中 � 192585（1番人気）� 112128（2番人気）� 60438（7番人気）
枠連票数 計 126941 的中 （5－7） 19794（1番人気）
馬連票数 計 829505 的中 �� 65920（1番人気）
馬単票数 計 347223 的中 �� 12190（2番人気）
ワイド票数 計 704597 的中 �� 45074（1番人気）�� 26511（7番人気）�� 17719（14番人気）
3連複票数 計1243290 的中 ��� 27537（5番人気）
3連単票数 計1294536 的中 ��� 6573（16番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．3―37．4―50．2―1：03．3―1：15．5―1：27．7―1：40．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キッズアガチャー �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Sligo Bay デビュー 2019．10．27 京都7着

2017．3．5生 牡3鹿 母 ベイトゥベイ 母母 Bala 8戦2勝 賞金 19，900，000円
※カリニート号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

09042 4月5日 晴 良 （2阪神2） 第4日 第6競走 ��
��2，000�4歳以上1勝クラス

発走12時55分 （500万円以下） （芝・右）
負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

33 メイショウテンモン 牡5栗 57 酒井 学松本 好雄氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 B512＋ 22：00．2 22．2�
11 キタサンバルカン 牡4鹿 57 川田 将雅�大野商事 奥村 武 安平 ノーザンファーム 436－ 22：00．3� 1．5�
77 ドラウプニル 	4鹿 57

55 △団野 大成吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 480－122：01．15 17．5�
55 レッドエンヴィー 牡4鹿 57

56 ☆西村 淳也 �東京ホースレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B492± 0 〃 クビ 5．0�
89 グッドレイズ 牡4栗 57 
島 克駿杉立 恭平氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 502－ 62：01．2クビ 10．7	
44 グレートベースン 牡4青鹿57 松山 弘平桑畑 
信氏 橋口 慎介 日高 浜本牧場 506－ 2 〃 クビ 7．1�
66 ジュンサロベツ 牝4黒鹿55 藤岡 康太河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 492－ 42：01．3クビ 21．0�
22 ドルフィンマーク 	7黒鹿57 菱田 裕二大塚 亮一氏 柄崎 孝 浦河 杵臼牧場 B502＋ 62：01．94 262．7
88 ラヴベローナ 牝5鹿 55

54 ☆岩田 望来菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 新冠橋本牧場 486＋122：07．2大差 83．3�
（9頭）

売 得 金
単勝： 43，912，600円 複勝： 80，873，000円 枠連： 6，836，600円
馬連： 55，924，300円 馬単： 37，671，400円 ワイド： 49，733，500円
3連複： 79，844，200円 3連単： 178，156，000円 計： 532，951，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，220円 複 勝 � 330円 � 110円 � 250円 枠 連（1－3） 1，300円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 4，030円

ワ イ ド �� 510円 �� 2，140円 �� 440円

3 連 複 ��� 4，260円 3 連 単 ��� 38，790円

票 数

単勝票数 計 439126 的中 � 15810（7番人気）
複勝票数 計 808730 的中 � 27513（6番人気）� 480584（1番人気）� 40415（5番人気）
枠連票数 計 68366 的中 （1－3） 4065（5番人気）
馬連票数 計 559243 的中 �� 29947（5番人気）
馬単票数 計 376714 的中 �� 7001（15番人気）
ワイド票数 計 497335 的中 �� 25904（6番人気）�� 5440（20番人気）�� 30961（4番人気）
3連複票数 計 798442 的中 ��� 14052（15番人気）
3連単票数 計1781560 的中 ��� 3329（112番人気）

ハロンタイム 12．8―11．0―12．2―12．1―11．7―12．0―11．9―11．7―12．3―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．8―36．0―48．1―59．8―1：11．8―1：23．7―1：35．4―1：47．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウテンモン �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 カリズマティック デビュー 2017．12．28 阪神4着

2015．5．8生 牡5栗 母 テンザンコノハナ 母母 テンザンユタカ 16戦2勝 賞金 19，270，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラヴベローナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年5月5日まで平地競走に

出走できない。



09043 4月5日 晴 良 （2阪神2） 第4日 第7競走 ��
��1，200�4歳以上2勝クラス

発走13時25分 （1000万円以下） （ダート・右）
負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．7

重
重

59 � メイプルグレイト 牡5栗 57 松山 弘平節 英司氏 清水 久詞 平取 スガタ牧場 B516＋ 41：11．2 4．1�
48 � ラホーヤノキセキ 牡6青鹿 57

55 △団野 大成 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 506± 01：11．51	 31．2�

47 レッドシャーロット 牝5鹿 55
54 ☆岩田 望来 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 468＋ 41：12．14 9．9�

713 オンリーワンスター 牝7鹿 55
52 ▲亀田 温心�宮内牧場 渡辺 薫彦 浦河 宮内牧場 462＋ 2 〃 アタマ 86．5�

36 サンビショップ 
8栗 57 川島 信二�三嶋牧場 谷 潔 浦河 吉田 又治 484＋ 41：12．31 137．8	
12 ウインクルチェリー 牝6鹿 55 松若 風馬塚本 能交氏 高橋 亮 日高 竹島 幸治 512－ 21：12．51� 24．1

510� ピ ア シ ッ ク 牡4鹿 57 武 豊�キーファーズ 森 秀行 米

McMahon of
Saratoga Thor-
oughbreds, LLC

496＋ 41：12．6 2．8�
24 � リュウシンベガス 牡6黒鹿57 岩田 康誠桑畑 �信氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 504± 01：12．7クビ 13．8
815 アイアムハヤスギル 牡4黒鹿57 浜中 俊堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 まるとみ冨岡牧場 486＋ 4 〃 クビ 4．6�
816 スターペスマリア 牝6栗 55 国分 優作河野和香子氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 502＋ 61：12．8クビ 42．9�
611� メイショウヒボタン 牝6栗 55 �島 克駿松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 村中牧場 456± 0 〃 アタマ 111．2�
23 � カーンテソーロ 牡4栗 57 和田 竜二了德寺健二ホール

ディングス� 竹内 正洋 仏
Dunmore Stud（Ire-
land）Ltd, Earl
Haras De L’Hotellerie

490± 01：12．9 10．3�
11 ウ ラ ガ ー ノ 牝6青鹿55 太宰 啓介藤田 孟司氏 上村 洋行 日高 モリナガファーム B526＋16 〃 クビ 34．0�
612 バルコラベーロ 牡6栗 57

54 ▲泉谷 楓真 �サンデーレーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 502＋ 21：13．0クビ 62．0�
35 � ライブリテックス 牡5青鹿57 中井 裕二加藤 哲郎氏 湯窪 幸雄 宮城 早坂牧場 B516± 01：14．17 297．4�
714 アウトバーン 牡5鹿 57 小牧 太中島 俊房氏 服部 利之 新ひだか 静内山田牧場 462－ 21：14．63 386．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，440，700円 複勝： 70，308，500円 枠連： 21，112，400円
馬連： 88，004，600円 馬単： 36，469，500円 ワイド： 72，944，600円
3連複： 133，065，500円 3連単： 148，968，600円 計： 618，314，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 160円 � 780円 � 270円 枠 連（4－5） 770円

馬 連 �� 7，110円 馬 単 �� 11，310円

ワ イ ド �� 2，420円 �� 680円 �� 5，160円

3 連 複 ��� 24，320円 3 連 単 ��� 142，480円

票 数

単勝票数 計 474407 的中 � 90848（2番人気）
複勝票数 計 703085 的中 � 148604（1番人気）� 17782（9番人気）� 65595（4番人気）
枠連票数 計 211124 的中 （4－5） 21030（4番人気）
馬連票数 計 880046 的中 �� 9581（22番人気）
馬単票数 計 364695 的中 �� 2418（41番人気）
ワイド票数 計 729446 的中 �� 7591（25番人気）�� 29464（7番人気）�� 3498（47番人気）
3連複票数 計1330655 的中 ��� 4103（68番人気）
3連単票数 計1489686 的中 ��� 758（394番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．4―11．6―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．6―46．2―58．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�メイプルグレイト �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 カコイーシーズ

2015．1．31生 牡5栗 母 ディーエスメイドン 母母 タケハナホープ 13戦2勝 賞金 24，800，000円
初出走 JRA

〔騎手変更〕 オンリーワンスター号の騎手岩崎翼は，疾病予防措置により騎手変更を命ぜられたため亀田温心に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 セトノシャトル号

09044 4月5日 晴 良 （2阪神2） 第4日 第8競走 ��1，400�4歳以上2勝クラス
発走13時55分 （ダート・右）（1000万円以下）

牝；負担重量は，55�
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

59 ハッピーゴラッキー 牝4鹿 55
54 ☆岩田 望来ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 496＋141：24．6 4．4�
714 パラーティウム 牝4黒鹿55 武 豊 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 480＋ 41：25．02� 6．2�
23 ア リ ア 牝5栗 55 柴山 雄一樋口 稔氏 武 幸四郎 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506＋ 61：25．1� 37．8�
12 ププッピドゥ 牝4栗 55

52 ▲亀田 温心岡 浩二氏 北出 成人 浦河 モトスファーム 496＋ 21：25．2� 7．1�
816 シティーポップ 牝5鹿 55 北村 友一山本 剛史氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 452－ 41：25．3� 4．7�
48 ロ ン ス 牝5芦 55 酒井 学熊澤 浩樹氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 474＋ 8 〃 ハナ 20．9	
47 ブルレジーナ 牝5栗 55 藤井勘一郎髙田 秀信氏 小崎 憲 日高 チャンピオン

ズファーム 454＋ 41：25．51� 106．8

713 デンコウハピネス 牝4黒鹿 55

54 ☆斎藤 新田中 康弘氏 坂口 智康 新冠 村上 欽哉 438＋ 61：25．6� 93．1�
24 ヴィーナスフローラ 牝6栗 55 藤岡 康太大塚 亮一氏 須貝 尚介 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B482－ 21：25．7� 8．4�
36 シアワセデス 牝7鹿 55 幸 英明窪田 康志氏 浜田多実雄 浦河 有限会社

吉田ファーム 496＋ 21：25．8� 32．1
612 カシマフウリン 牝5栗 55

53 △団野 大成松浦 一久氏 加藤士津八 新ひだか 金舛 幸夫 B492－ 81：26．11� 31．7�
510 サムシングフレア 牝7鹿 55 和田 竜二阿部 善武氏 松山 将樹 新冠 対馬 正 502＋ 8 〃 クビ 20．7�
35 キコクイーン 牝4青 55 松若 風馬若草クラブ 浅見 秀一 新冠 八木 明広 450＋ 41：26．31� 41．2�
611 プリカジュール 牝4鹿 55 	島 克駿�ノースヒルズ 寺島 良 新冠 株式会社

ノースヒルズ 512－ 61：26．5� 29．3�
815 ア ゴ ベ イ 牝4鹿 55 福永 祐一ゴドルフィン 尾関 知人 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 442－ 41：27．14 9．8�
11 レ ナ ー タ 牝5黒鹿55 岩田 康誠村上 卓史氏 小崎 憲 日高 オリオンファーム 452± 01：27．3� 29．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，428，100円 複勝： 82，152，300円 枠連： 20，917，600円
馬連： 100，282，900円 馬単： 36，139，100円 ワイド： 84，287，800円
3連複： 152，903，700円 3連単： 146，621，400円 計： 667，732，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 170円 � 270円 � 800円 枠 連（5－7） 1，420円

馬 連 �� 1，670円 馬 単 �� 3，520円

ワ イ ド �� 710円 �� 3，890円 �� 4，880円

3 連 複 ��� 23，720円 3 連 単 ��� 113，560円

票 数

単勝票数 計 444281 的中 � 79270（1番人気）
複勝票数 計 821523 的中 � 155599（1番人気）� 77957（5番人気）� 20772（12番人気）
枠連票数 計 209176 的中 （5－7） 11390（7番人気）
馬連票数 計1002829 的中 �� 46476（3番人気）
馬単票数 計 361391 的中 �� 7691（7番人気）
ワイド票数 計 842878 的中 �� 32217（4番人気）�� 5413（48番人気）�� 4305（61番人気）
3連複票数 計1529037 的中 ��� 4834（85番人気）
3連単票数 計1466214 的中 ��� 936（384番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．8―12．5―12．1―12．5―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．6―34．4―46．9―59．0―1：11．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハッピーゴラッキー �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 King’s Best デビュー 2018．12．8 阪神2着

2016．2．11生 牝4鹿 母 フェリシタス 母母 Embassy 10戦3勝 賞金 33，550，000円
〔制裁〕 パラーティウム号の騎手武豊は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：13番・12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 ウィンターリリー号



09045 4月5日 晴 良 （2阪神2） 第4日 第9競走 ��
��1，200�

ち く さ が わ

千 種 川 特 別
発走14時25分 （芝・右）
4歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

44 コウエイダリア 牝6黒鹿55 松山 弘平伊東 政清氏 新谷 功一 日高 浜本牧場 498－ 21：08．7 6．1�
68 ト ン ボ イ 牝5栗 55 酒井 学幅田 京子氏 西園 正都 浦河 大北牧場 448± 01：08．8� 5．9�
57 ス キ ッ プ 牡4黒鹿57 松若 風馬�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 468＋ 21：08．9� 23．3�
22 ピースマインド 牡7鹿 57 岩田 康誠小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 458＋ 41：09．0クビ 13．6�
33 メイショウシャチ 牡7鹿 57 太宰 啓介松本 好雄氏 石橋 守 浦河 本巣 敦 482－ 41：09．1� 91．3�
710 ヴェルスパー 牝5鹿 55 M．デムーロ 	サンデーレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 448－ 8 〃 クビ 4．2

11 レジーナファースト 牝5鹿 55 武 豊ライオンレースホース� 森田 直行 新ひだか 土田農場 460± 01：09．2	 8．5�
45 
 ライバーバード 牡6芦 57 岩田 望来馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米 Marablue

Farm, LLC B510－ 41：09．3� 25．9�
711 ナンゴクアイネット 牝5鹿 55 川田 将雅渡 義光氏 �島 一歩 新冠 つつみ牧場 462＋ 4 〃 クビ 5．2
812 キャスパリーグ 牝6鹿 55 福永 祐一杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 466＋ 4 〃 ハナ 5．6�
56 パッションチカ 牝6鹿 55 柴田 未崎冨沢 敦子氏 田所 秀孝 浦河 浦河小林牧場 434＋ 21：09．51 210．4�
813 ファイトフォーラヴ 牡4鹿 57 国分 優作金山 政信氏 石橋 守 清水 小野瀬 竜馬 460± 0 〃 クビ 78．6�
69 ホッコーシェルビー 牡4黒鹿57 幸 英明北幸商事� 西浦 勝一 日高 川端 正博 504＋121：10．56 64．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 43，959，600円 複勝： 71，294，700円 枠連： 15，605，200円
馬連： 109，125，200円 馬単： 40，834，100円 ワイド： 72，118，800円
3連複： 152，884，300円 3連単： 176，020，300円 計： 681，842，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 240円 � 190円 � 680円 枠 連（4－6） 1，480円

馬 連 �� 2，000円 馬 単 �� 3，540円

ワ イ ド �� 720円 �� 2，080円 �� 1，860円

3 連 複 ��� 12，070円 3 連 単 ��� 51，350円

票 数

単勝票数 計 439596 的中 � 57353（5番人気）
複勝票数 計 712947 的中 � 80892（5番人気）� 111130（3番人気）� 21978（9番人気）
枠連票数 計 156052 的中 （4－6） 8171（7番人気）
馬連票数 計1091252 的中 �� 42129（10番人気）
馬単票数 計 408341 的中 �� 8634（17番人気）
ワイド票数 計 721188 的中 �� 27127（7番人気）�� 8696（24番人気）�� 9750（22番人気）
3連複票数 計1528843 的中 ��� 9496（47番人気）
3連単票数 計1760203 的中 ��� 2485（199番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．3―11．1―11．1―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．4―34．7―45．8―56．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．3―3F34．0
3 4，8（3，10）7（2，11）（6，9，12）5，13，1 4 4，8（3，10）7，12（2，11）13（6，9）（5，1）

勝馬の
紹 介

コウエイダリア �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2016．7．24 中京13着

2014．5．2生 牝6黒鹿 母 ツルマルアイ 母母 サンデーアイ 27戦4勝 賞金 66，473，000円

09046 4月5日 晴 良 （2阪神2） 第4日 第10競走 ��
��1，800�

な ん ば

難波ステークス
発走15時00分 （芝・右・外）
4歳以上，3勝クラス（1600万円以下），31．3．30以降2．3．31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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．4
1：43．9

良
良

612 セ ラ ピ ア 牝4芦 53 M．デムーロ吉田 照哉氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 494± 01：45．3 5．4�
816 ボッケリーニ 牡4栗 55 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 456＋ 21：45．51� 4．3�
12 エングレーバー 牡4鹿 55 藤岡 佑介 �キャロットファーム 中内田充正 安平 ノーザンファーム 456＋ 21：45．82 7．5�
23 ゴータイミング 牡4鹿 56 武 豊�キーファーズ 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 452－ 21：45．9� 2．7�
48 	 スリーマキシマム 牡9鹿 53 松若 風馬永井商事� 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 512－101：46．0� 159．0	
59 アバルラータ 牝6鹿 53 幸 英明安原 浩司氏 
島 一歩 新ひだか 岡田牧場 458＋ 21：46．1� 82．4

36 サトノケンシロウ 牡7黒鹿56 藤井勘一郎 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 474－ 41：46．31 41．9�
35 シ フ ル マ ン 牡4芦 56 松山 弘平�G1レーシング 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 512＋ 4 〃 クビ 8．0�
815	 ペ ガ ー ズ 牡6鹿 54 川又 賢治 �カナヤマホール

ディングス 中尾 秀正 新冠 ヒカル牧場 496－ 81：46．4クビ 61．9
714 ル ナ ス テ ラ 牝5鹿 53 浜中 俊 �シルクレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 450± 0 〃 クビ 20．5�
611 ミッキーバード 牡5鹿 54 横山 典弘野田みづき氏 尾関 知人 洞�湖 レイクヴィラファーム B530＋ 81：46．5クビ 27．3�
510 カフジバンガード 牡5鹿 54 国分 恭介加藤 守氏 木原 一良 浦河 酒井牧場 476－ 2 〃 アタマ 134．2�
24 キングリッド 牡6鹿 54 藤岡 康太吉田 安惠氏 池上 昌和 安平 追分ファーム 452－10 〃 クビ 64．4�
47 ハナズレジェンド 牡7栗 56 坂井 瑠星広尾レース� 矢作 芳人 浦河 カナイシスタッド 470＋ 21：46．6クビ 49．9�
11 レオコックブルー 牝5黒鹿53 秋山真一郎親川 智行氏 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム 444＋101：46．7� 123．8�
713 シャンティローザ 牝6青鹿53 北村 友一ホシノレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 488± 01：47．44 49．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 73，585，000円 複勝： 109，525，400円 枠連： 26，717，800円
馬連： 178，193，100円 馬単： 64，515，400円 ワイド： 119，988，900円
3連複： 278，532，200円 3連単： 318，947，900円 計： 1，170，005，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 210円 � 160円 � 240円 枠 連（6－8） 1，030円

馬 連 �� 1，530円 馬 単 �� 2，910円

ワ イ ド �� 600円 �� 950円 �� 650円

3 連 複 ��� 4，270円 3 連 単 ��� 21，560円

票 数

単勝票数 計 735850 的中 � 107358（3番人気）
複勝票数 計1095254 的中 � 130898（4番人気）� 199450（2番人気）� 105563（5番人気）
枠連票数 計 267178 的中 （6－8） 19966（4番人気）
馬連票数 計1781931 的中 �� 90045（5番人気）
馬単票数 計 645154 的中 �� 16590（9番人気）
ワイド票数 計1199889 的中 �� 52407（5番人気）�� 31359（10番人気）�� 47840（7番人気）
3連複票数 計2785322 的中 ��� 48855（9番人気）
3連単票数 計3189479 的中 ��� 10721（53番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．5―35．3―47．4―59．4―1：11．4―1：22．6―1：33．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F33．9
3 8，12，16（5，10）（2，15）9，4，6，1，11（3，14）（7，13） 4 8（12，16）（5，10，15）（2，9）（4，6）（1，11）（3，14）（7，13）

勝馬の
紹 介

セ ラ ピ ア �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Tapit デビュー 2019．3．30 阪神1着

2016．4．7生 牝4芦 母 ラ ラ ア 母母 Rose of Summer 7戦4勝 賞金 47，830，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 シフルマン号の調教師中尾秀正は，馬場入場時に同馬の頭絡が外れたことについて過怠金10，000円。

１レース目 ３レース目



09047 4月5日 晴 良 （2阪神2） 第4日 第11競走 ��
��2，000�第64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 135，000，000円 54，000，000円 34，000，000円 20，000，000円 13，500，000円
付 加 賞 2，604，000円 744，000円 372，000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

1：57．2
1：56．1
1：58．2

良
良
良

55 ラッキーライラック 牝5栗 55 M．デムーロ �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 520＋ 21：58．4 4．1�
812 クロノジェネシス 牝4芦 55 北村 友一 �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 454－ 6 〃 クビ 5．2�
68 ダノンキングリー 牡4黒鹿57 横山 典弘�ダノックス 萩原 清 浦河 三嶋牧場 456－ 21：58．5クビ 3．8�
811 カ デ ナ 牡6鹿 57 �島 克駿前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか グランド牧場 486＋121：58．6	 68．2�
44 ワグネリアン 牡5鹿 57 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 466＋ 81：58．81
 5．2	
710 ジ ナ ン ボ ー 牡5黒鹿57 藤岡 佑介金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 484－161：58．9	 54．8

33 ブラストワンピース 牡5鹿 57 川田 将雅 �シルクレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 542－ 41：59．0� 4．3�
56 レッドジェニアル 牡4黒鹿57 酒井 学 �東京ホースレーシング 高橋 義忠 千歳 社台ファーム 486± 01：59．1	 107．8�
67 ステイフーリッシュ 牡5鹿 57 岩田 康誠 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 464－ 21：59．41� 49．1
22 サトノソルタス 牡5芦 57 藤岡 康太 �サトミホースカンパニー 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B490－ 8 〃 ハナ 55．7�
79 マ カ ヒ キ 牡7鹿 57 L．ヒューイットソン 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 494－121：59．5	 39．6�

（南ア）

11 ロードマイウェイ 牡4鹿 57 武 豊 �ロードホースクラブ 杉山 晴紀 新ひだか ケイアイファーム 474－ 22：00．35 25．3�
（12頭）

売 得 金
単勝： 577，208，300円 複勝： 617，774，300円 枠連： 167，575，600円 馬連： 1，628，639，000円 馬単： 706，595，000円
ワイド： 911，418，300円 3連複： 2，564，441，000円 3連単： 4，839，046，300円 5重勝： 607，751，700円 計： 12，620，449，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 140円 � 160円 � 140円 枠 連（5－8） 1，130円

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 1，970円

ワ イ ド �� 370円 �� 340円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，350円 3 連 単 ��� 7，810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����� 1，240，300円

票 数

単勝票数 計5772083 的中 � 1100133（2番人気）
複勝票数 計6177743 的中 � 1152485（2番人気）� 913344（5番人気）� 1191676（1番人気）
枠連票数 計1675756 的中 （5－8） 114750（6番人気）
馬連票数 計16286390 的中 �� 1136588（6番人気）
馬単票数 計7065950 的中 �� 267775（7番人気）
ワイド票数 計9114183 的中 �� 625237（3番人気）�� 702698（2番人気）�� 588242（4番人気）
3連複票数 計25644410 的中 ���1415870（3番人気）
3連単票数 計48390463 的中 ��� 448657（23番人気）
5重勝票数 計6077517 的中 ����� 343

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．6―36．9―48．8―1：00．4―1：12．5―1：24．2―1：35．5―1：46．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F45．9―3F34．2
1
3
8，10（5，12）（4，6，7）9（2，3）－11，1・（8，10）－（5，12）（4，6，7）3，2（9，1）11

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

勝馬の
紹 介

ラッキーライラック �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Flower Alley デビュー 2017．8．20 新潟1着

2015．4．3生 牝5栗 母 ライラックスアンドレース 母母 Refinement 14戦6勝 賞金 565，523，000円
［他本会外：1戦0勝］

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

09048 4月5日 晴 良 （2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，3勝クラス（1600万円以下）；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 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

48 エ テ ル ニ テ 牝5青鹿55 松山 弘平青山 洋一氏 平田 修 日高 白井牧場 490－141：23．9 5．5�
713 フィールドセンス 牡6鹿 57 福永 祐一前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか 千代田牧場 548－ 41：24．0� 4．7�
510 オンザロックス 牡7鹿 57 L．ヒューイットソン 稻井田有司氏 森 秀行 新冠 ベルモント

ファーム 492± 01：24．2� 11．6�
（南ア）

36 	 ワンダーアマービレ 牝6鹿 55 長岡 禎仁山本 能成氏 杉山 晴紀 新ひだか 城地 清満 462± 0 〃 アタマ 15．3�
612	 ヒルノサルバドール 牡7栗 57 横山 典弘�ヒルノ 昆 貢 浦河 辻 牧場 452＋ 4 〃 クビ 2．9�
47 スズカフェスタ 牡5栗 57 幸 英明永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 斉藤英牧場 500－121：24．3クビ 13．3	
35 アスターソード 牡5鹿 57 国分 恭介加藤 久枝氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 464－ 61：24．61� 20．4

11 コウエイアンカ 
5鹿 57 松若 風馬伊東 政清氏 森 秀行 日高 浜本牧場 484－ 6 〃 アタマ 43．2�
23 � デンバーテソーロ 牝4栗 55 �島 克駿了德寺健二ホール

ディングス� 栗田 徹 加 Debbie Collum &
Patricia Fairbairn 460－ 41：24．81 28．7�

59 ジュエアトゥー 
6栗 57 川又 賢治首藤 徳氏 坂口 智康 新ひだか 谷岡牧場 500－121：25．01� 55．5
816 メイショウミズカゼ 牡6栗 57 酒井 学松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 484－ 6 〃 ハナ 90．8�
12 メイショウヴォルガ 牡6鹿 57 太宰 啓介松本 好雄氏 本田 優 浦河 村下 明博 494－ 8 〃 クビ 43．0�
24 スピリットワンベル 牡5鹿 57 和田 竜二鈴木 昭和氏 牧田 和弥 日高 モリナガファーム 536－ 61：25．21 10．2�
815 ベルエスメラルダ 牝6黒鹿55 城戸 義政内田 滋三氏 村山 明 新ひだか へいはた牧場 438± 01：25．41 168．9�
611 クリノライメイ 牡6青鹿57 団野 大成栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 512＋ 81：25．5� 77．4�
714 マイネルラック 牡7鹿 57 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 浦河 木村牧場 482－ 41：25．6� 63．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 121，618，500円 複勝： 166，827，400円 枠連： 53，879，600円
馬連： 262，669，700円 馬単： 99，320，900円 ワイド： 209，987，200円
3連複： 454，203，800円 3連単： 506，407，800円 計： 1，874，914，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 210円 � 190円 � 290円 枠 連（4－7） 1，030円

馬 連 �� 1，320円 馬 単 �� 2，680円

ワ イ ド �� 560円 �� 1，180円 �� 920円

3 連 複 ��� 4，450円 3 連 単 ��� 21，470円

票 数

単勝票数 計1216185 的中 � 174780（3番人気）
複勝票数 計1668274 的中 � 212720（3番人気）� 254818（2番人気）� 131053（5番人気）
枠連票数 計 538796 的中 （4－7） 40431（3番人気）
馬連票数 計2626697 的中 �� 153403（3番人気）
馬単票数 計 993209 的中 �� 27722（8番人気）
ワイド票数 計2099872 的中 �� 100245（4番人気）�� 44154（12番人気）�� 57966（9番人気）
3連複票数 計4542038 的中 ��� 76511（10番人気）
3連単票数 計5064078 的中 ��� 17100（44番人気）

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

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．1
3 7，8（4，3，9）13（1，10，16）（2，12，15）11（5，6，14） 4 7（8，9）（4，3，13）（10，15）1（2，16，12）（5，6，11，14）

勝馬の
紹 介

エ テ ル ニ テ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2018．1．20 京都5着

2015．4．23生 牝5青鹿 母 グリーリーレイ 母母 コ ー レ イ 16戦4勝 賞金 55，797，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の14頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）14頭 アヴァンティスト号・オーヴァーライト号・グランドロワ号・サトノギャロス号・スマートアルタイル号・

タガノジーニアス号・タガノファジョーロ号・タガノプレトリア号・デピュティプライム号・テルモードーサ号・
ハーグリーブス号・ヒラソール号・メイショウバッハ号・ユニコーンライオン号

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

５レース目



（2阪神2）第4日 4月5日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 176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

463，250，000円
3，020，000円
31，000，000円
5，210，000円
57，960，000円
4，000，000円
76，164，000円
5，284，000円
1，689，600円

勝馬投票券売得金
1，171，351，800円
1，542，121，800円
384，266，600円
2，762，299，600円
1，185，121，000円
1，831，263，400円
4，363，394，500円
6，935，930，800円
607，751，700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 20，783，501，200円

総入場人員 0名 （有料入場人員 0名）

特 記 事 項
第2回阪神競馬第4日は，新型コロナウイルスの感染拡大防止のため，無観客で開催を実施した。
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