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09061 4月12日 雨 良 （2阪神2） 第6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

611 チェルアルコ 牝3栗 54 池添 謙一吉田 晴哉氏 森田 直行 安平 追分ファーム 508－121：55．5 6．5�
12 ペルルドール 牝3栗 54 坂井 瑠星寺田 寿男氏 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 472＋ 21：56．24 4．1�
23 スズカスペクトル 牝3栗 54 藤岡 佑介永井 啓弍氏 武 英智 日高 藤本ファーム B442－ 21：56．3� 208．9�
713 ラボンダンス 牝3栗 54 松山 弘平�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 490－ 41：56．4クビ 16．0�
612 ダンツエリーゼ 牝3青鹿 54

51 ▲泉谷 楓真山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 千代田牧場 516＋ 21：56．61� 2．3�
815 エンカンタドーラ 牝3鹿 54 福永 祐一 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 新ひだか 畠山牧場 440＋ 21：56．92 24．8	
48 ラスティングラヴ 牝3鹿 54 浜中 俊水上ふじ子氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 510＋ 41：57．0クビ 34．6

59 タイセイチアーズ 牝3栗 54 松田 大作田中 成奉氏 宮本 博 むかわ 市川牧場 442－ 61：57．1� 23．5�
714 ワイドディスボン 牝3鹿 54

53 ☆岩田 望来幅田 昌伸氏 笹田 和秀 日高 浦新 徳司 492＋101：57．63 37．2�
24 リ ピ ネ 牝3鹿 54 藤井勘一郎�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 490－ 41：58．02� 18．7
510 サンデージュピター 牝3鹿 54 武 豊杉野 公彦氏 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 488－ 21：58．31� 6．7�
816 エ ケ ベ リ ア 牝3芦 54 石橋 脩石瀬 浩三氏 川村 禎彦 新冠 ムラカミファーム 448＋ 21：59．25 104．6�
35 マテラハピネス 牝3鹿 54 小牧 太大野 照旺氏 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444± 01：59．41� 536．6�
11 メイショウモクレン 牝3黒鹿54 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 下屋敷牧場 438 ―1：59．61� 115．6�
47 ヤマニンスープル 牝3黒鹿54 城戸 義政土井 肇氏 西橋 豊治 浦河 廣田 光夫 398＋ 42：00．34 681．9�
36 エイシンマーチング 牝3黒鹿54 古川 吉洋�栄進堂 高橋 康之 浦河 高野牧場 B428－ 42：01．25 622．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，825，700円 複勝： 61，547，000円 枠連： 10，349，700円
馬連： 53，790，200円 馬単： 23，167，800円 ワイド： 47，500，600円
3連複： 92，008，600円 3連単： 94，992，300円 計： 420，181，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 220円 � 170円 � 3，230円 枠 連（1－6） 380円

馬 連 �� 1，660円 馬 単 �� 3，620円

ワ イ ド �� 600円 �� 23，390円 �� 10，320円

3 連 複 ��� 95，970円 3 連 単 ��� 368，280円

票 数

単勝票数 計 368257 的中 � 44943（3番人気）
複勝票数 計 615470 的中 � 76116（3番人気）� 118397（2番人気）� 3524（12番人気）
枠連票数 計 103497 的中 （1－6） 20684（1番人気）
馬連票数 計 537902 的中 �� 25001（5番人気）
馬単票数 計 231678 的中 �� 4789（12番人気）
ワイド票数 計 475006 的中 �� 22114（5番人気）�� 500（68番人気）�� 1138（52番人気）
3連複票数 計 920086 的中 ��� 719（137番人気）
3連単票数 計 949923 的中 ��� 187（623番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．3―38．0―51．3―1：04．4―1：17．2―1：29．7―1：42．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

チェルアルコ �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2020．3．8 阪神3着

2017．5．2生 牝3栗 母 オーゾラヲマウトキ 母母 レッドクローシュ 2戦1勝 賞金 6，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エイシンマーチング号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年6月12日まで平地

競走に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 マテラハピネス号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年6月12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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 アマノエリザベート号・ヴィネット号・カプリシャス号・クロリ号・トリプルプレイ号・バトルピアサー号

09062 4月12日 雨 良 （2阪神2） 第6日 第2競走 ��1，200�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
1：08．8
1：08．7

重
重

510 フレッシュステージ 牡3鹿 56 小牧 太西村新一郎氏 笹田 和秀 新ひだか 田原橋本牧場 444－ 41：13．4 61．9�
47 ジョーフォレスト 牡3栗 56 川田 将雅上田けい子氏 清水 久詞 新ひだか 土居牧場 488＋ 8 〃 クビ 2．5�
48 ジューンマウス 牡3栗 56 松田 大作吉川 潤氏 坂口 智康 日高 白井牧場 450－141：13．82� 168．5�
611 コズミックランナー 牡3栗 56 藤岡 佑介�ノースヒルズ 長谷川浩大 新ひだか 土居牧場 454－ 21：14．0� 23．4�
24 テ ラ ン ガ 牡3青鹿56 武 豊寺田 寿男氏 武 幸四郎 千歳 社台ファーム B452－ 21：14．1� 5．8�
23 ビービーファブル 牡3黒鹿56 藤井勘一郎坂東 勝彦氏 野中 賢二 新冠 奥山 博 454 ―1：14．2� 47．0	
12 サンドジョーカー 牡3鹿 56 岩田 康誠 �YGGホースクラブ 高橋 康之 日高 船越牧場 500－ 6 〃 クビ 51．3

714 メイショウマサカツ 牡3栗 56 藤岡 康太松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 松栄牧場 422－ 41：14．3� 13．0�
35 ペプチドシンデレラ 牝3鹿 54 松山 弘平沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 428－ 21：14．51� 4．7�
815 プリティユニバンス 牝3黒鹿54 田辺 裕信亀井 哲也氏 村山 明 千歳 社台ファーム 454＋261：14．81� 33．8
713 ムーンレース 牡3栗 56 坂井 瑠星�レッドマジック高柳 大輔 日高 下河辺牧場 518＋ 4 〃 ハナ 12．6�
11 ファンキーホース 牡3鹿 56 福永 祐一鈴木 邦英氏 松下 武士 新冠 プログレスファーム 482＋ 2 〃 アタマ 7．4�
59 アスタービオラ 牡3鹿 56 太宰 啓介加藤 久枝氏 木原 一良 新ひだか 嶋田牧場 464－ 41：15．43� 490．2�
36 タイセイブルース �3鹿 56 幸 英明田中 成奉氏 大橋 勇樹 浦河 ディアレスト

クラブ 438＋ 41：15．5クビ 27．5�
816 メイショウココロネ 牝3鹿 54 国分 恭介松本 好雄氏 木原 一良 浦河 赤田牧場 406－ 61：17．6大差 751．6�
612 ア イ オ ー ン 牡3鹿 56 岡田 祥嗣�G1レーシング 	島 一歩 安平 追分ファーム 492 ―1：18．66 132．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，054，800円 複勝： 61，199，200円 枠連： 10，559，000円
馬連： 58，131，700円 馬単： 25，066，200円 ワイド： 54，430，300円
3連複： 91，481，200円 3連単： 92，429，600円 計： 431，352，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，190円 複 勝 � 1，150円 � 160円 � 2，900円 枠 連（4－5） 9，480円

馬 連 �� 9，890円 馬 単 �� 26，780円

ワ イ ド �� 2，550円 �� 38，300円 �� 5，240円

3 連 複 ��� 186，950円 3 連 単 ��� 1，313，950円

票 数

単勝票数 計 380548 的中 � 4916（12番人気）
複勝票数 計 611992 的中 � 11412（10番人気）� 137179（1番人気）� 4336（13番人気）
枠連票数 計 105590 的中 （4－5） 863（23番人気）
馬連票数 計 581317 的中 �� 4555（30番人気）
馬単票数 計 250662 的中 �� 702（74番人気）
ワイド票数 計 544303 的中 �� 5582（27番人気）�� 362（92番人気）�� 2676（44番人気）
3連複票数 計 914812 的中 ��� 367（236番人気）
3連単票数 計 924296 的中 ��� 51（1398番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．7―12．2―12．4―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．5―35．2―47．4―59．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．9―3F38．2
3 ・（5，7，11）（2，14）（6，10）（13，15）（1，4）－8＝9，16，3＝12 4 ・（5，7，11）（2，14）（10，13）15（6，4）（1，8）－3－9－16＝12

勝馬の
紹 介

フレッシュステージ �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 アドマイヤムーン デビュー 2019．8．10 小倉5着

2017．2．8生 牡3鹿 母 モンタージュ 母母 モ ケ ッ ト 4戦1勝 賞金 5，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイオーン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年5月12日まで平地競走に

出走できない。
メイショウココロネ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年6月12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 アビーシュート号・キモンルビー号・グッドストーム号

第２回 阪神競馬 第６日



09063 4月12日 雨 良 （2阪神2） 第6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

59 ケイアイドリー 牡3鹿 56 藤岡 康太亀田 和弘氏 村山 明 新冠 隆栄牧場 496＋ 61：54．2 4．5�
816 シャープレシオ 牡3黒鹿56 田辺 裕信青山 洋一氏 笹田 和秀 平取 稲原牧場 474± 01：54．94 59．1�
47 � ベッサメモー 牝3鹿 54 武 豊吉田 和子氏 武 幸四郎 米

Grousemont Farm,
Summerhill Farm
& Ellen Chapman

508－ 21：55．32� 3．3�
510 メイショウメイユウ 牡3鹿 56 川島 信二松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 436－ 6 〃 アタマ 130．7�
11 オーバーリミット 牡3鹿 56 北村 友一吉澤 克己氏 音無 秀孝 浦河 辻 牧場 492－ 61：55．72 48．2�
815 スズノプレジャー 牡3栗 56 古川 吉洋新木 鈴子氏 湯窪 幸雄 新ひだか 鹿嶋牧場 472＋ 8 〃 アタマ 52．6�
35 トキノソマリ 牡3鹿 56 松山 弘平田中 準市氏 寺島 良 新冠 村田牧場 510＋ 4 〃 ハナ 5．0	
612 オメガドラゴン 牡3鹿 56 C．ルメール 原 	子氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 492＋ 6 〃 ハナ 3．3

23 ダンツクルーズ 牡3栗 56 藤井勘一郎山元 哲二氏 谷 潔 浦河 谷口牧場 466－ 81：55．8� 484．9�
611 カネコメノボル 
3栗 56 松田 大作髙岡 義雄氏 中尾 秀正 新冠 アサヒ牧場 428± 0 〃 クビ 344．0�
714 グレートバローズ 牡3鹿 56 岩田 康誠猪熊 広次氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 450－ 41：56．44 17．9
24 マテンロウヴァモス 牡3青鹿 56

55 ☆岩田 望来寺田千代乃氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム B528＋161：57．99 11．8�
36 バ ト ル 牡3鹿 56 岡田 祥嗣ケーエスHD 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 488＋121：59．510 637．0�
713 ローレルオルブラン 牡3芦 56 浜中 俊 �ローレルレーシング 飯田 雄三 新冠 ハシモトフアーム B482＋ 22：03．2大差 41．5�
48 パ イ ナ ポ ー 牡3栗 56 坂井 瑠星加藤 誠氏 中竹 和也 新ひだか 前田ファーム 448＋122：03．3� 277．3�
12 ケイアイリア 牡3栗 56 荻野 琢真亀田 和弘氏 平田 修 新冠 隆栄牧場 504－ 62：03．4クビ 367．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，585，000円 複勝： 57，305，600円 枠連： 8，162，100円
馬連： 54，699，900円 馬単： 23，815，800円 ワイド： 47，082，300円
3連複： 78，180，700円 3連単： 86，750，600円 計： 393，582，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 170円 � 1，070円 � 150円 枠 連（5－8） 5，970円

馬 連 �� 11，900円 馬 単 �� 17，680円

ワ イ ド �� 3，340円 �� 430円 �� 4，180円

3 連 複 ��� 17，330円 3 連 単 ��� 108，620円

票 数

単勝票数 計 375850 的中 � 65821（3番人気）
複勝票数 計 573056 的中 � 100022（3番人気）� 9273（10番人気）� 117181（1番人気）
枠連票数 計 81621 的中 （5－8） 1059（19番人気）
馬連票数 計 546999 的中 �� 3560（26番人気）
馬単票数 計 238158 的中 �� 1010（43番人気）
ワイド票数 計 470823 的中 �� 3430（31番人気）�� 31138（5番人気）�� 2727（37番人気）
3連複票数 計 781807 的中 ��� 3383（50番人気）
3連単票数 計 867506 的中 ��� 579（276番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．6―37．6―50．2―1：03．2―1：15．9―1：28．1―1：40．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．3
1
3
14（9，12）7（8，11）16，6（10，13）4，2，15，1（3，5）
14，9，12（11，7）16－（6，4）（8，10）15，5－3（1，13）－2

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

勝馬の
紹 介

ケイアイドリー �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2020．1．6 京都4着

2017．4．16生 牡3鹿 母 ア ル ヴ ェ ナ 母母 Willow Bunch 3戦1勝 賞金 8，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 バトル号・ローレルオルブラン号・パイナポー号・ケイアイリア号は，「タイムオーバーによる出走

制限」のため，令和2年5月12日まで平地競走に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 ダンツクルーズ号・バトル号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年6月12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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 8頭 キーンウィット号・クリノターハイ号・サクラサーブル号・スマートキャンディ号・セイウンラストヘイ号・

テイエムキンシャ号・テイエムゴールデン号・トキノハヤテ号

09064 4月12日 雨 良 （2阪神2） 第6日 第4競走 ��
��2，000�3歳未勝利

発走11時35分 （芝・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
1：57．2
1：56．1

良
良

36 ノーウェアランド 牡3鹿 56 C．ルメール �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 492 ―2：03．1 1．7�
12 ナリタアレス 牡3黒鹿56 福永 祐一�オースミ 木原 一良 千歳 社台ファーム 480－ 22：03．31� 3．4�
47 エ ヒ ト 牡3鹿 56 M．デムーロ平井 裕氏 森 秀行 日高 白井牧場 448－ 4 〃 アタマ 16．8�
59 ウインサンフラワー 牡3鹿 56 松山 弘平�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 454＋ 62：04．25 6．4�
713 スマイルガール 牝3鹿 54

51 ▲泉谷 楓真首藤 徳氏 宮 徹 新冠 シンユウフアーム 430± 02：04．41� 27．7	
11 グレーフェンベルク 牡3鹿 56 田辺 裕信�G1レーシング 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 472＋ 62：04．71� 105．5

816 テイエムプリジャン 牡3栗 56 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 456＋ 6 〃 クビ 699．4�
510 ストークダバノン 牡3栗 56 武 豊 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 504 ―2：05．01� 26．5�
23 ワ ー ウ ル フ 牡3黒鹿56 幸 英明窪田 芳郎氏 斉藤 崇史 平取 坂東牧場 454－ 62：05．1� 25．9
612 サ ン テ ル ノ 牡3栗 56 北村 友一 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム B502－ 4 〃 ハナ 38．9�
35 	 インゴニャーマ 牝3鹿 54 藤岡 佑介�グランド牧場 矢作 芳人 米 Godolphin 490－ 62：06．69 110．7�
611 レッドキュリアス 牝3鹿 54

53 ☆岩田 望来 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム B426－ 4 〃 クビ 200．2�
24 マルカバージョン 牡3栗 56 森 一馬日下部 猛氏 松永 昌博 青森 ユーコー牧場 478－ 8 〃 アタマ 213．9�
714 ホワイトエース 牝3芦 54 松若 風馬栗山 良子氏 河内 洋 新ひだか U・M・A 446＋ 42：06．81 259．3�
48 プ ル セ イ ラ 牝3黒鹿54 藤岡 康太前田 幸治氏 上村 洋行 新ひだか グランド牧場 478＋ 22：07．01
 361．3�
815 メイショウドンド 牡3鹿 56 池添 謙一松本 好雄氏 長谷川浩大 浦河 近藤牧場 442－122：07．1� 179．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 52，717，800円 複勝： 65，847，500円 枠連： 10，960，200円
馬連： 62，430，700円 馬単： 34，380，600円 ワイド： 58，725，000円
3連複： 106，230，000円 3連単： 141，245，100円 計： 532，536，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 120円 � 110円 � 230円 枠 連（1－3） 320円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 490円

ワ イ ド �� 190円 �� 480円 �� 570円

3 連 複 ��� 1，230円 3 連 単 ��� 3，300円

票 数

単勝票数 計 527178 的中 � 239030（1番人気）
複勝票数 計 658475 的中 � 157842（2番人気）� 194399（1番人気）� 44844（4番人気）
枠連票数 計 109602 的中 （1－3） 26179（1番人気）
馬連票数 計 624307 的中 �� 139462（1番人気）
馬単票数 計 343806 的中 �� 52353（1番人気）
ワイド票数 計 587250 的中 �� 97193（1番人気）�� 27577（4番人気）�� 22732（6番人気）
3連複票数 計1062300 的中 ��� 64543（2番人気）
3連単票数 計1412451 的中 ��� 30971（5番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．9―12．9―12．5―12．8―12．2―11．8―12．1―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．0―36．9―49．8―1：02．3―1：15．1―1：27．3―1：39．1―1：51．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．8
1
3

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

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

ノーウェアランド �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Lando 初出走

2017．4．3生 牡3鹿 母 ハ ヤ ラ ン ダ 母母 Haya Samma 1戦1勝 賞金 5，100，000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） 3頭 インディビジュアル号・オスカーステージ号・テイエムワールド号
（非抽選馬） 3頭 ウルスラ号・ショウナンラオウ号・ロルベーア号



09065 4月12日 雨 稍重 （2阪神2） 第6日 第5競走 ��1，200�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
1：08．8
1：08．7

重
重

612 ニシノホライゾン 牡3鹿 56 藤岡 佑介西山 茂行氏 的場 均 新ひだか 藤巻 則弘 498－161：12．4 16．8�
611 スリーピート 牡3栗 56 松若 風馬永井商事� 湯窪 幸雄 新冠 北星村田牧場 496－ 21：12．61� 4．6�
714 サイクロトロン 牡3鹿 56 北村 友一金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 510＋ 41：13．34 3．5�
815 トリプルシックス 牝3黒鹿54 田辺 裕信西森 功氏 古賀 史生 浦河 日優牧場 460－ 81：13．72� 19．0�
713 グランドデューク 牡3栗 56 福永 祐一 �キャロットファーム 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 512± 0 〃 クビ 9．1	
11 � エイシンパラディン 牡3黒鹿56 藤井勘一郎�栄進堂 渡辺 薫彦 様似 清水 誠一 454－101：13．8クビ 269．1

816 メイショウカッサイ 牡3栗 56

55 ☆岩田 望来松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 458＋ 6 〃 クビ 6．7�
59 イーサンティラノ 牡3黒鹿56 太宰 啓介国本 勇氏 昆 貢 新冠 佐藤 静子 458＋ 41：13．9� 35．9�
510 ブルベアノット 牡3鹿 56 国分 恭介 �ブルアンドベア 湯窪 幸雄 日高 ナカノファーム 488－ 21：14．64 183．0
48 ワルツフォーデビー 牡3栗 56 M．デムーロ風早 信昭氏 森 秀行 日高 坪田 信作 438－ 21：14．81� 33．4�
36 ヴィンチェーレ 牝3鹿 54 松田 大作�桑田牧場 武 英智 浦河 桑田牧場 406＋ 61：14．9� 6．0�
24 インザムード 牡3青鹿56 岩田 康誠三田 昌宏氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 468－ 81：15．22 84．5�
35 サ ツ キ マ ス 牝3鹿 54 石橋 脩越村 哲男氏 田島 俊明 平取 坂東牧場 452－ 81：15．4� 22．4�
23 コパノマーキュリー 牡3鹿 56

53 ▲泉谷 楓真小林 祥晃氏 田所 秀孝 浦河 金成吉田牧場 500± 01：15．5� 41．5�
47 シーハーハー 牝3黒鹿54 石川裕紀人長谷川守正氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 478－ 21：15．6クビ 50．2�
12 ソウルユニバンス 牡3黒鹿56 松山 弘平亀井 哲也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 484＋101：16．23� 18．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，705，200円 複勝： 59，160，400円 枠連： 14，716，600円
馬連： 67，017，700円 馬単： 28，071，600円 ワイド： 62，578，000円
3連複： 104，797，200円 3連単： 98，205，500円 計： 474，252，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，680円 複 勝 � 440円 � 180円 � 150円 枠 連（6－6） 3，350円

馬 連 �� 3，050円 馬 単 �� 7，020円

ワ イ ド �� 970円 �� 1，380円 �� 390円

3 連 複 ��� 5，390円 3 連 単 ��� 42，380円

票 数

単勝票数 計 397052 的中 � 18825（6番人気）
複勝票数 計 591604 的中 � 25745（9番人気）� 89408（2番人気）� 123230（1番人気）
枠連票数 計 147166 的中 （6－6） 3400（12番人気）
馬連票数 計 670177 的中 �� 17021（11番人気）
馬単票数 計 280716 的中 �� 2998（27番人気）
ワイド票数 計 625780 的中 �� 15898（9番人気）�� 10955（17番人気）�� 44816（1番人気）
3連複票数 計1047972 的中 ��� 14573（9番人気）
3連単票数 計 982055 的中 ��� 1680（109番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．8―12．6―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―35．0―47．6―59．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシノホライゾン �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2019．7．21 福島3着

2017．4．24生 牡3鹿 母 フ ェ レ ッ ト 母母 フ ェ ル モ イ 9戦2勝 賞金 19，550，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 アーマーバローズ号・オカリナ号・キラービー号・タマモアテネ号・ハクアイブラック号・メイショウマサヒメ号

09066 4月12日 雨 稍重 （2阪神2） 第6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） （ダート・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
2：01．0
2：01．0

不良
不良

77 � リバプールタウン 牡5鹿 57 坂井 瑠星薪浦 亨氏 石橋 守 日高 下川 茂広 476－ 42：05．8 2．3�
88 サージュミノル 牡5黒鹿 57

54 ▲泉谷 楓真吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 472＋ 82：07．18 19．9�
22 セ ロ シ ア 牡4黒鹿57 藤岡 康太�ノースヒルズ 渡辺 薫彦 新冠 株式会社

ノースヒルズ B482＋ 22：07．2クビ 4．0�
44 イシュタルゲート 牡4鹿 57 川田 将雅吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 516－ 22：07．83	 4．8�
66 シェアザモーメント 牡6鹿 57 C．ルメール �キャロットファーム 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 476－ 22：08．22	 8．1	
11 アルマトップエンド 牡5栗 57 国分 恭介コウトミックレーシング 佐々木晶三 新ひだか タツヤファーム 508＋ 22：08．52 61．0

89 ハルキストン 牡5鹿 57 難波 剛健若草クラブ 浅見 秀一 浦河 藤春 修二 466－ 6 〃 ハナ 29．2�
55 � トウシンアサヒ 牡6鹿 57 城戸 義政�サトー 村山 明 日高 シンボリ牧場 456－ 22：08．81
 351．0�
33 ドラウプニル �4鹿 57 北村 友一吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 480± 02：16．9大差 7．3

（9頭）

売 得 金
単勝： 43，401，300円 複勝： 50，996，900円 枠連： 5，963，300円
馬連： 54，450，400円 馬単： 28，469，300円 ワイド： 40，439，200円
3連複： 71，676，700円 3連単： 130，313，700円 計： 425，710，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 330円 � 140円 枠 連（7－8） 1，280円

馬 連 �� 1，650円 馬 単 �� 2，560円

ワ イ ド �� 590円 �� 190円 �� 920円

3 連 複 ��� 1，780円 3 連 単 ��� 7，770円

票 数

単勝票数 計 434013 的中 � 150548（1番人気）
複勝票数 計 509969 的中 � 167547（1番人気）� 24062（6番人気）� 90834（2番人気）
枠連票数 計 59633 的中 （7－8） 3595（6番人気）
馬連票数 計 544504 的中 �� 25438（7番人気）
馬単票数 計 284693 的中 �� 8331（11番人気）
ワイド票数 計 404392 的中 �� 15559（10番人気）�� 68086（1番人気）�� 9470（13番人気）
3連複票数 計 716767 的中 ��� 30181（6番人気）
3連単票数 計1303137 的中 ��� 12156（25番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―11．3―13．1―13．0―13．2―12．9―12．8―12．4―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．7―35．0―48．1―1：01．1―1：14．3―1：27．2―1：40．0―1：52．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F38．6
1
3

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

2
4

・（3，8）－7（1，2）－9－6－5－4・（8，2）7，6－（9，4）1－5＝3
勝馬の
紹 介

�リバプールタウン �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ダンスインザダーク

2015．4．3生 牡5鹿 母 マッキーパシオン 母母 リヴァーカフェ 19戦1勝 賞金 21，350，000円
初出走 JRA

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ドラウプニル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年5月12日まで平地競走
に出走できない。



09067 4月12日 雨 稍重 （2阪神2） 第6日 第7競走 ��
��1，600�4歳以上1勝クラス

発走13時25分 （500万円以下） （芝・右・外）
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
1：31．9
1：30．3

良
良

46 セ ン ト ウ ル 牡4黒鹿57 北村 友一中西 宏彰氏 森 秀行 新ひだか タイヘイ牧場 476＋121：34．9 10．8�
611� ミッドサマーハウス 牝4青 55 藤岡 康太ゴドルフィン 	島 一歩 英 Godolphin 466＋161：35．64 32．2�
815 マルモネオフォース 牝4鹿 55 幸 英明まるも組合 木原 一良 浦河 岡本 昌市 502＋ 81：35．81
 10．4�
47 ダノンシティ 牡4鹿 57 松若 風馬�ダノックス 橋口 慎介 新ひだか ケイアイファーム 484＋16 〃 ハナ 168．7�
35 ダイシンクイント 牡6黒鹿57 松田 大作大八木信行氏 森 秀行 日高 中原牧場 486－ 61：35．9クビ 112．3�
23 ダノンフォーチュン 牡5鹿 57 川田 将雅�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 534＋ 2 〃 クビ 6．3	
58 ブランシェット 牝4黒鹿55 国分 恭介�G1レーシング 岡田 稲男 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 432± 01：36．22 264．2

59 アンクルテイオウ 牡4鹿 57 福永 祐一塚本 能交氏 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 476± 01：36．3
 17．9�
814 ショウナンサスケ 牡7鹿 57 池添 謙一国本 哲秀氏 高橋 義忠 浦河 大北牧場 474± 01：36．72
 23．6�
34 � ゴールドハット �6黒鹿57 藤岡 佑介合同会社小林英一

ホールディングス 角居 勝彦 米 Lester Kwok &
Dr. Naoya Yoshida 426＋101：37．12
 28．5

610 アーデンフォレスト 牡4黒鹿 57
56 ☆岩田 望来 �シルクレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 464± 01：37．52
 2．3�

11 ニホンピロヘイロー 牝5鹿 55 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 平取 稲原牧場 474＋ 41：37．6
 56．7�
22 アスクフラッシュ 牡4黒鹿57 岡田 祥嗣廣崎利洋HD� 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 508＋ 21：37．7
 42．1�
712 ボ マ イ ェ 牡4鹿 57 C．ルメール �カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 日高 下河辺牧場 526＋101：37．91
 4．7�
713 ロードゼウス 牡4青鹿57 松山 弘平 �ロードホースクラブ 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム 458± 01：39．38 28．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 52，020，800円 複勝： 72，593，800円 枠連： 14，436，400円
馬連： 80，073，600円 馬単： 33，788，400円 ワイド： 71，076，100円
3連複： 120，921，800円 3連単： 127，047，100円 計： 571，958，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，080円 複 勝 � 320円 � 810円 � 260円 枠 連（4－6） 1，710円

馬 連 �� 15，190円 馬 単 �� 26，500円

ワ イ ド �� 3，230円 �� 1，610円 �� 4，050円

3 連 複 ��� 43，100円 3 連 単 ��� 270，110円

票 数

単勝票数 計 520208 的中 � 38354（5番人気）
複勝票数 計 725938 的中 � 62217（5番人気）� 20465（10番人気）� 81837（4番人気）
枠連票数 計 144364 的中 （4－6） 6514（6番人気）
馬連票数 計 800736 的中 �� 4084（44番人気）
馬単票数 計 337884 的中 �� 956（80番人気）
ワイド票数 計 710761 的中 �� 5641（37番人気）�� 11592（17番人気）�� 4480（43番人気）
3連複票数 計1209218 的中 ��� 2104（126番人気）
3連単票数 計1270471 的中 ��� 341（721番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．5―35．1―47．1―59．1―1：10．9―1：22．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セ ン ト ウ ル �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2018．8．25 小倉3着

2016．5．21生 牡4黒鹿 母 マ ル ケ サ 母母 Dietrich 12戦2勝 賞金 22，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ロードゼウス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年5月12日まで平地競走に

出走できない。

09068 4月12日 雨 稍重 （2阪神2） 第6日 第8競走 ��
��1，400�

て ん の う じ

天 王 寺 特 別
発走13時55分 （ダート・右）
4歳以上，2勝クラス（1000万円以下），31．4．6以降2．4．5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 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

11 レシプロケイト 牡4栗 54 藤岡 佑介ゴドルフィン �島 一歩 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 510＋121：24．4 10．2�

59 スズカゴーディー 牡6黒鹿56 田辺 裕信永井 啓弍氏 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 B486＋ 21：24．5� 8．1�
714	 カ ミ ノ コ 牡5青鹿54 小牧 太門野 重雄氏 森 秀行 米 Winches-

ter Farm 474＋ 21：24．71
 42．9�
35 プレイヤーズハイ 牡4黒鹿54 太宰 啓介藤田 孟司氏 高橋 亮 新冠 川上牧場 450＋ 41：24．8クビ 18．5�
12 ガ ン ケ ン 牡4黒鹿57 武 豊岡 浩二氏 宮本 博 日高 アイズスタッド株式会社 B526－ 21：25．01� 3．7�
611� クールリフレイン 牡5鹿 54 坂井 瑠星下河辺美智子氏 石橋 守 日高 下河辺牧場 524± 0 〃 アタマ 39．6�
510 メイショウハナモリ 牡4黒鹿54 泉谷 楓真松本 好雄氏 本田 優 安平 橋本牧場 500＋101：25．31� 70．3	
36 ロイヤルバローズ 牡5鹿 55 浜中 俊猪熊 広次氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 468± 0 〃 アタマ 14．1

23 サンライズフルメン 牡5栗 54 幸 英明松岡 隆雄氏 新谷 功一 日高 下河辺牧場 B496＋ 61：25．51
 51．1�
47 グトルフォス 牡4鹿 55 岩田 康誠林 正道氏 浅見 秀一 日高 ヤナガワ牧場 506－10 〃 アタマ 11．1�
816	 ラムセスバローズ 牡5栗 54 C．ルメール 猪熊 広次氏 斉藤 崇史 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

508± 01：25．71
 19．0
612 テーオーソルジャー 牡9栗 54 古川 吉洋小笹 公也氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 496＋141：25．91 139．4�
713	 カ バ ト ッ ト �7栗 52 松若 風馬冨士井直哉氏 森 秀行 米 Tim Thornton 486－ 4 〃 クビ 106．9�
815 テイエムグッドマン 牡6鹿 57 川田 将雅竹園 正繼氏 武 英智 新ひだか 本桐牧場 B494－ 2 〃 クビ 2．7�
48 ショウナンアンビル 牡5栗 54 池添 謙一国本 哲秀氏 高橋 義忠 様似 猿倉牧場 B444－ 21：27．07 83．0�
24 	� ステラストラータ �5鹿 54 石川裕紀人岡田 牧雄氏 大江原 哲 米

Runnymede
Farm Inc. & Pe-
ter J. Callahan

470± 01：28．06 36．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 47，580，600円 複勝： 76，472，400円 枠連： 18，736，900円
馬連： 94，324，900円 馬単： 34，292，100円 ワイド： 77，464，300円
3連複： 139，521，000円 3連単： 141，325，700円 計： 629，717，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，020円 複 勝 � 310円 � 230円 � 850円 枠 連（1－5） 1，060円

馬 連 �� 4，380円 馬 単 �� 7，510円

ワ イ ド �� 1，530円 �� 4，810円 �� 3，450円

3 連 複 ��� 39，680円 3 連 単 ��� 157，140円

票 数

単勝票数 計 475806 的中 � 37310（4番人気）
複勝票数 計 764724 的中 � 65859（4番人気）� 101409（3番人気）� 19951（9番人気）
枠連票数 計 187369 的中 （1－5） 13668（3番人気）
馬連票数 計 943249 的中 �� 16686（15番人気）
馬単票数 計 342921 的中 �� 3421（27番人気）
ワイド票数 計 774643 的中 �� 13356（16番人気）�� 4096（49番人気）�� 5740（35番人気）
3連複票数 計1395210 的中 ��� 2637（115番人気）
3連単票数 計1413257 的中 ��� 652（472番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．5―12．1―12．2―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．4―34．9―47．0―59．2―1：11．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レシプロケイト �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Distorted Humor デビュー 2019．4．7 福島5着

2016．3．5生 牡4栗 母 アフェクショネット 母母 Loving Kindness 12戦3勝 賞金 34，385，000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 ビッグデータ号
（非抽選馬） 5頭 アスクハードスパン号・グランセノーテ号・セトノシャトル号・タイセイビルダー号・ドゥリトル号



09069 4月12日 雨 稍重 （2阪神2） 第6日 第9競走 ��
��2，000�

わす ぐさ

忘 れ な 草 賞（Ｌ）
発走14時25分 （芝・右）
牝，3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金
1，200万円毎1�増，�：馬齢重量，GⅠ競走1着馬2�増，GⅡ競走またはGⅢ競走1着
馬1�増

賞 品
本 賞 20，000，000円 8，000，000円 5，000，000円 3，000，000円 2，000，000円
付 加 賞 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

22 ウインマイティー 牝3芦 54 M．デムーロ�ウイン 五十嵐忠男 新冠 コスモヴューファーム 468＋ 42：03．6 5．6�
78 イズジョーノキセキ 牝3鹿 54 岩田 康誠泉 一郎氏 石坂 公一 新ひだか 沖田 哲夫 442＋ 22：03．81 4．9�
55 リリーピュアハート 牝3鹿 54 福永 祐一 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 438± 0 〃 クビ 1．9�
44 ア カ イ イ ト 牝3青鹿54 田辺 裕信岡 浩二氏 中竹 和也 浦河 辻 牧場 488－ 62：04．11	 13．1�
33 ラ イ テ ィ ア 牝3鹿 54 武 豊 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 404± 02：04．31
 5．7	
77 キングスタイル 牝3黒鹿54 坂井 瑠星廣崎利洋HD� 矢作 芳人 新ひだか 藤原牧場 398－ 2 〃 クビ 102．6

11 ジ ャ ル ジ ェ 牝3青 54 岩田 望来 �カナヤマホール

ディングス 千田 輝彦 新ひだか 藤原牧場 468＋ 42：04．72� 43．3�
89 ルビーカサブランカ 牝3栗 54 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 456＋ 22：04．8クビ 18．4�
66 ルーチェデラヴィタ 牝3鹿 54 幸 英明安原 浩司氏 西村 真幸 日高 広富牧場 440－ 62：05．22� 82．4
810 ヴィースバーデン 牝3鹿 54 松山 弘平 �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 410－ 62：05．51	 51．3�

（10頭）

売 得 金
単勝： 72，913，400円 複勝： 103，628，500円 枠連： 12，499，500円
馬連： 103，483，300円 馬単： 52，656，900円 ワイド： 73，733，700円
3連複： 134，893，900円 3連単： 255，716，900円 計： 809，526，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 150円 � 140円 � 110円 枠 連（2－7） 1，700円

馬 連 �� 1，710円 馬 単 �� 3，990円

ワ イ ド �� 450円 �� 220円 �� 210円

3 連 複 ��� 850円 3 連 単 ��� 10，540円

票 数

単勝票数 計 729134 的中 � 102607（3番人気）
複勝票数 計1036285 的中 � 115795（3番人気）� 134242（2番人気）� 480955（1番人気）
枠連票数 計 124995 的中 （2－7） 5696（7番人気）
馬連票数 計1034833 的中 �� 46857（7番人気）
馬単票数 計 526569 的中 �� 9878（13番人気）
ワイド票数 計 737337 的中 �� 35290（6番人気）�� 92951（2番人気）�� 95402（1番人気）
3連複票数 計1348939 的中 ��� 118682（2番人気）
3連単票数 計2557169 的中 ��� 17577（32番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―13．1―13．1―13．1―12．6―12．2―11．9―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．3―37．4―50．5―1：03．6―1：16．2―1：28．4―1：40．3―1：51．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウインマイティー �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 カコイーシーズ デビュー 2019．9．16 阪神4着

2017．4．1生 牝3芦 母 アオバコリン 母母 コリンヌドゥブルイェール 6戦3勝 賞金 38，641，000円

09070 4月12日 雨 重 （2阪神2） 第6日 第10競走 ��
��1，200�大阪―ハンブルクカップ

発走15時00分 （芝・右）
4歳以上，3勝クラス（1600万円以下），31．4．6以降2．4．5まで1回以上出走馬；負担重
量は，ハンデキャップ

ハンブルク競馬場賞（1着）
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
1：06．7
1：06．5

良
良

714 グランドロワ 牡6栗 55 松山 弘平田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 B504＋ 21：09．9 7．5�
815 イサチルホープ 牡8栗 54 石川裕紀人小坂 功氏 大根田裕之 日高 戸川牧場 494＋10 〃 アタマ 31．1�
36 ジョーマンデリン 牝4芦 54 坂井 瑠星上田けい子氏 清水 久詞 新ひだか 山際牧場 488＋ 21：10．22 8．4�
24 ヒルノマゼラン �7黒鹿55 古川 吉洋�ヒルノ 昆 貢 新ひだか 上村 清志 B508＋ 61：10．3� 9．6�
35 シセイヒテン 牡5青 55 M．デムーロ猪苗代 勇氏 宗像 義忠 新冠 パカパカ

ファーム 448± 01：10．4クビ 6．8�
12 ナーゲルリング 牝4黒鹿51 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 天間 昭一 浦河 浦河小林牧場 474± 01：10．61	 56．2

510 ジョーアラビカ 牡6芦 56 浜中 俊上田けい子氏 清水 久詞 浦河 杵臼斉藤牧場 500＋ 8 〃 アタマ 4．6�
612 クラウンルシフェル 牡9栗 52 荻野 琢真�クラウン 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 B486－ 2 〃 ハナ 246．2�
23 フ レ ッ チ ア 牡5青鹿57 C．ルメール�橋口 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 492－ 4 〃 クビ 3．8
48 タケショウベスト 牝6鹿 52 川島 信二	ナイト商事 田中 清隆 浦河 富菜牧場 470－10 〃 ハナ 36．4�
11 レーヴムーン 牡7黒鹿55 藤岡 康太ニットー商事� 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 494± 01：10．81	 94．1�
713 デスティニーソング 牝6鹿 52 岩田 望来 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松下 武士 新ひだか 岡田スタツド 460＋ 41：10．9クビ 35．5�
59 
 ショウナンアリアナ 牝4鹿 52 城戸 義政国本 哲秀氏 高野 友和 英 Guy Pari-

ente Holding 426＋10 〃 クビ 88．2�
47 キアロスクーロ �7黒鹿56 池添 謙一水上 行雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 502± 01：11．0クビ 16．0�
611 スリーケープマンボ �5鹿 55 松田 大作永井商事� 武 英智 浦河 信岡牧場 B492＋ 21：11．21	 38．7�
816 グッドジュエリー 牝5芦 54 田辺 裕信長谷川光司氏 堀井 雅広 新ひだか 嶋田牧場 458－ 61：11．41	 18．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 55，676，100円 複勝： 86，236，300円 枠連： 28，037，100円
馬連： 146，808，500円 馬単： 49，254，200円 ワイド： 101，434，900円
3連複： 213，780，200円 3連単： 212，349，800円 計： 893，577，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 290円 � 810円 � 370円 枠 連（7－8） 3，060円

馬 連 �� 11，610円 馬 単 �� 20，950円

ワ イ ド �� 2，970円 �� 1，420円 �� 5，220円

3 連 複 ��� 41，930円 3 連 単 ��� 272，960円

票 数

単勝票数 計 556761 的中 � 59198（4番人気）
複勝票数 計 862363 的中 � 84239（5番人気）� 25196（11番人気）� 62458（7番人気）
枠連票数 計 280371 的中 （7－8） 7079（14番人気）
馬連票数 計1468085 的中 �� 9795（37番人気）
馬単票数 計 492542 的中 �� 1763（69番人気）
ワイド票数 計1014349 的中 �� 8741（35番人気）�� 18776（20番人気）�� 4926（58番人気）
3連複票数 計2137802 的中 ��� 3823（138番人気）
3連単票数 計2123498 的中 ��� 564（820番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―11．2―11．6―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．0―34．2―45．8―57．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F35．7
3 14，11－（2，3）（4，5）15，12（6，9）（13，16）1，10，8－7 4 14，11，3（2，5）4（15，12）（6，9，16）13（1，10）8－7

勝馬の
紹 介

グランドロワ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Forty Niner デビュー 2016．6．25 阪神2着

2014．3．24生 牡6栗 母 クールネージュ 母母 Kool Arrival 29戦5勝 賞金 92，526，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15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13頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）13頭 アスタールビー号・アリンナ号・インスピレーション号・コンパウンダー号・サラドリーム号・

スギノヴォルケーノ号・タマモメイトウ号・ナムラムツゴロー号・ニシオボヌール号・ニシノキントウン号・
ブリッツアウェイ号・マイネルパラディ号・メイショウカリン号

２レース目



09071 4月12日 雨 重 （2阪神2） 第6日 第11競走 ��
��1，600�第80回桜 花 賞（ＧⅠ）

発走15時40分 （芝・右・外）
牝，3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，55�

内閣総理大臣賞・日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 105，000，000円 42，000，000円 26，000，000円 16，000，000円 10，500，000円
付 加 賞 25，095，000円 7，170，000円 3，585，000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

1：31．9
1：30．3
1：32．7

良
良
良

59 デアリングタクト 牝3青鹿55 松山 弘平 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 杉山 晴紀 日高 長谷川牧場 466± 01：36．1 4．2�

817 レシステンシア 牝3鹿 55 武 豊 �キャロットファーム 松下 武士 安平 ノーザンファーム 482－ 61：36．31� 3．7�
23 スマイルカナ 牝3芦 55 柴田 大知岡田 繁幸氏 高橋 祥泰 新ひだか 木田牧場 416± 01：36．61	 35．5�
611 クラヴァシュドール 牝3青鹿55 M．デムーロ�山紫水明 中内田充正 日高 下河辺牧場 442－ 41：36．81 8．8�
714 ミヤマザクラ 牝3芦 55 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 470＋ 61：36．9	 10．4	
24 サンクテュエール 牝3鹿 55 C．ルメール �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 456＋ 2 〃 ハナ 6．9

510 フィオリキアリ 牝3鹿 55 藤井勘一郎槙 和美氏 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 434＋ 81：37．11
 174．4�
35 マルターズディオサ 牝3青鹿55 田辺 裕信藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 440－ 41：37．2クビ 8．1�
818 エ ー ポ ス 牝3栗 55 岩田 康誠 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 458＋121：37．3	 78．2
48 リアアメリア 牝3黒鹿55 川田 将雅 �シルクレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 478－ 4 〃 クビ 7．7�
12 チェーンオブラブ 牝3栗 55 石橋 脩前田 幸治氏 小笠 倫弘 新冠 株式会社

ノースヒルズ 466＋ 21：37．5	 224．3�
713 マジックキャッスル 牝3鹿 55 浜中 俊 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム 424－ 61：37．6	 24．4�
816 ケープコッド 牝3黒鹿55 岩田 望来ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464－ 61：37．7� 390．6�
612 インターミッション 牝3黒鹿55 石川裕紀人�下河辺牧場 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 406＋ 6 〃 アタマ 171．6�
47 ヒルノマリブ 牝3鹿 55 北村 友一�ヒルノ 北出 成人 新冠 山岡ファーム 486＋ 21：37．8クビ 224．0�
36 ウーマンズハート 牝3鹿 55 藤岡 康太ゴドルフィン 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 460± 01：38．22� 42．1�
11 ナイントゥファイブ 牝3黒鹿55 松田 大作�桑田牧場 西園 正都 安平 ノーザンファーム 468＋ 41：39．79 249．1�
715 ヤマカツマーメイド 牝3鹿 55 池添 謙一山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 476＋ 41：39．91 82．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 725，969，700円 複勝： 674，380，200円 枠連： 330，594，700円 馬連： 2，142，467，100円 馬単： 761，390，100円
ワイド： 1，073，803，800円 3連複： 3，364，566，400円 3連単： 4，974，451，500円 5重勝： 638，623，100円 計： 14，686，246，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 190円 � 170円 � 730円 枠 連（5－8） 1，040円

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 1，930円

ワ イ ド �� 490円 �� 2，880円 �� 2，480円

3 連 複 ��� 12，590円 3 連 単 ��� 47，760円

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

キャリーオーバー なし����� 2，539，970円

票 数

単勝票数 計7259697 的中 � 1354712（2番人気）
複勝票数 計6743802 的中 � 981216（2番人気）� 1213089（1番人気）� 178250（9番人気）
枠連票数 計3305947 的中 （5－8） 245410（2番人気）
馬連票数 計21424671 的中 �� 1573699（1番人気）
馬単票数 計7613901 的中 �� 294726（1番人気）
ワイド票数 計10738038 的中 �� 614976（1番人気）�� 91427（31番人気）�� 106352（28番人気）
3連複票数 計33645664 的中 ��� 200316（45番人気）
3連単票数 計49744515 的中 ��� 75510（196番人気）
5重勝票数 計6386231 的中 ����� 176

ハロンタイム 12．4―11．2―11．3―11．6―11．5―11．7―12．6―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．6―34．9―46．5―58．0―1：09．7―1：22．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．6―3F38．1
3 ・（3，17）（1，5，14，15）（4，6，11）（8，12，18）9，16（10，13）－7－2 4 ・（3，17）－（5，15）－（1，4，6）－14（8，12，18）9，11（13，2）（10，16）7
市場取引馬

勝馬の
紹 介

デアリングタクト �
�
父 エピファネイア �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．11．16 京都1着

2017．4．15生 牝3青鹿 母 デアリングバード 母母 デアリングハート 3戦3勝 賞金 157，375，000円
※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。
（非抽選馬） 4頭 イズジョーノキセキ号・ウインマイティー号・カイトレッド号・ジェラペッシュ号
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりデアリングタクト号・レシステンシア号・スマイルカナ号・クラヴァシュドール号・ミヤマザクラ号は，
優駿牝馬（GⅠ）競走に優先出走できる。

09072 4月12日 雨 重 （2阪神2） 第6日 第12競走 ��
��1，800�

う め だ

梅田ステークス
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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

815 コ ン カ ラ ー 牡4鹿 57 C．ルメール 江口雄一郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 476＋ 41：51．6 2．8�
47 スズカフリオーソ 牡6栗 57 石川裕紀人永井 啓弍氏 藤沢 則雄 浦河 田中スタッド B492－ 41：52．02� 9．2�
24 サクラアリュール 牡5栗 57 武 豊�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 476＋ 8 〃 クビ 5．4�
35 ス ペ ク タ ー 牝6鹿 55 藤岡 佑介川勝 裕之氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 512－ 21：52．1� 12．7�
816	 ア ニ エ ー ゼ 牝5鹿 55 国分 恭介�ノースヒルズ 高橋 康之 米 North Hills

Co. Limited 464＋ 81：52．2クビ 154．9�
11 タ イ サ イ 牡4栗 57 中井 裕二椎名 節氏 田所 秀孝 新冠 有限会社 大

作ステーブル 482－ 41：52．3
 8．1	
48 グローリーグローリ 牡5黒鹿57 岩田 康誠深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 504＋101：52．51� 30．8

612 ダノンロイヤル 牡5鹿 57 松若 風馬�ダノックス 千田 輝彦 日高 下河辺牧場 540＋ 41：52．6クビ 15．9�
611 タガノヴェローナ 牝6芦 55 城戸 義政八木 良司氏 長谷川浩大 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 500－ 41：52．81� 80．5�
36 トワイライトタイム 牡5青鹿57 浜中 俊三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 472＋ 41：53．01 25．4
714 スペリオルシチー 牡6鹿 57 柴田 大知 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム B470－101：53．1
 178．8�
510 タガノファジョーロ 牡4鹿 57 古川 吉洋八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B458＋ 81：53．41
 193．1�
23 マ リ オ 牡5鹿 57 幸 英明サン 安達 昭夫 平取 坂東牧場 506＋ 81：54．25 14．1�
713 サマーサプライズ 牡6鹿 57 泉谷 楓真吉澤 克己氏 宮本 博 浦河 帰山 清貴 476－141：54．84 86．1�
59 	 ユニコーンライオン 牡4黒鹿57 坂井 瑠星ライオンレースホース� 矢作 芳人 愛 Desert Star

Phoenix Jvc 528＋ 41：57．5大差 6．8�
12 スマートセラヴィー 牡4栗 57 藤井勘一郎大川 徹氏 矢作 芳人 浦河 三嶋牧場 514＋101：58．35 51．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 127，718，900円 複勝： 160，110，400円 枠連： 50，075，400円
馬連： 265，639，100円 馬単： 105，241，400円 ワイド： 204，184，900円
3連複： 419，481，700円 3連単： 502，818，600円 計： 1，835，270，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 210円 � 180円 枠 連（4－8） 1，090円

馬 連 �� 1，620円 馬 単 �� 2，140円

ワ イ ド �� 610円 �� 350円 �� 710円

3 連 複 ��� 2，160円 3 連 単 ��� 9，770円

票 数

単勝票数 計1277189 的中 � 354123（1番人気）
複勝票数 計1601104 的中 � 337009（1番人気）� 168225（4番人気）� 230620（2番人気）
枠連票数 計 500754 的中 （4－8） 35585（3番人気）
馬連票数 計2656391 的中 �� 126691（4番人気）
馬単票数 計1052414 的中 �� 36814（5番人気）
ワイド票数 計2041849 的中 �� 83177（4番人気）�� 163287（1番人気）�� 69640（7番人気）
3連複票数 計4194817 的中 ��� 145445（2番人気）
3連単票数 計5028186 的中 ��� 37309（9番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―12．7―12．3―13．1―12．8―12．8―11．8―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．4―36．1―48．4―1：01．5―1：14．3―1：27．1―1：38．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コ ン カ ラ ー �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 カリスタグローリ デビュー 2018．11．4 京都7着

2016．3．27生 牡4鹿 母 サチノスイーティー 母母 ペルファヴォーレ 12戦4勝 賞金 62，682，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ユニコーンライオン号・スマートセラヴィー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

令和2年5月12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9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 9頭 ウェルカムゴールド号・エルリストン号・エンダウメント号・カレンカカ号・キーフラッシュ号・サンライズセナ号・

メイショウカマクラ号・メイショウササユリ号・メイショウラケーテ号

５レース目



（2阪神2）第6日 4月12日（日曜日） 雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良後稍重後重
良後稍重後重

競走回数 12回 出走頭数 180頭 本 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

416，610，000円
31，610，000円
37，730，000円
52，340，000円
73，584，500円
5，616，000円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
1，330，169，300円
1，529，478，200円
515，090，900円
3，183，317，100円
1，199，594，400円
1，912，453，100円
4，937，539，400円
6，857，646，400円
638，623，100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
5 重 勝
計 22，103，911，900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6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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