
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

晴 良 競走
（ダート・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 円 円 円 円 円 コースレコード

中央レコード
不良
不良

ウインドクラスト 鹿 福永 祐一 社台レースホース松元 茂樹 千歳 社台ファーム

リミックスアルバム 黒鹿 和田 竜二 ターフ・スポート友道 康夫 浦河 酒井牧場

プリンセスムーン 栗 岩田 康誠玉腰 勇吉氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場

ハッピーチャート 岡田 祥嗣 ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 加用 正 新ひだか 桜井牧場

テイエムプリンセス 黒鹿 C．デムーロ 竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 松浦牧場
（伊）

エリモフローラ 黒鹿 浜中 俊山本 慎一氏 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント

キュールエアリス 青鹿 武 豊岡本 良三氏 中尾 秀正 安平 追分ファーム

シアワセカナウ 栗 北村 友一小田切有一氏 音無 秀孝 新ひだか 築紫 洋

マ ノ ア ラ ニ 鹿 太宰 啓介深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 寺越 政幸 〃 ハナ

ラストキャスケード 鹿 川島 信二加藤 信之氏 谷 潔 浦河 冨岡 博一 〃 ハナ

スマートマリン 栗 M．デムーロ大川 徹氏 大久保龍志 新ひだか 神垣 道弘
（仏）

モスコーミュール 鹿 川田 将雅谷水 雄三氏 河内 洋 新ひだか カントリー牧場

ラ ステ ラッサ 栗 A．シュタルケ 有限会社シルク吉村 圭司 新ひだか 千代田牧場
（独）

ミラクルメジャー 鹿 川須 栄彦阿部榮乃進氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進

リトルトレイシー 鹿 小牧 太 ターフ・スポート沖 芳夫 浦河 中島牧場

ドリームメイク 栗 ▲花田 大昂田島 政光氏 島 一歩 浦河 ガーベラパー
クスタツド

売 得 金
単勝： 複勝： 枠連：
馬連： 馬単： ワイド：

払戻金・
給付金

単 勝 複 勝 枠 連

馬 連 馬 単

ワ イ ド

票 数

単勝票数 計 的中
複勝票数 計 的中
枠連票数 計 的中
馬連票数 計 的中
馬単票数 計 的中
ワイド票数 計 的中

計 的中
計 的中

ハロンタイム

通過タイム
コーナー
通過順位

F F

勝馬の
紹 介

ウインドクラスト 父 スペシャルウィーク 母父 A.P. Indy
母 ウィンドサイレンス 母母 Wild Planet

〔その他〕 ドリームメイク号は， なお，同馬は予後不良。
により以下の る馬とならなかった。

テイエムレオネッサ号
※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。

晴 良 競走
（ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 円 円 円 円 円 コースレコード

中央レコード
重
重

レッドサクセサー 青鹿 C．デムーロ 東京ホースレーシング 角居 勝彦 平取 坂東牧場
（伊）

ファーザモア 栗 小牧 太 H.H．シェイク・モハメド 池江 泰寿 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B

ナムライットウセイ 黒鹿 国分 優作奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム

ナリタロック 栗 浜中 俊 オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 〃 クビ

ステージジャンプ 鹿 福永 祐一小林 英一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム

キョウワクリスタル 黒鹿 岡田 祥嗣 協和牧場 笹田 和秀 新冠 協和牧場 クビ

ジ リ オ ン 黒鹿 和田 竜二近藤 克麿氏 清水 出美 安平 ノーザンファーム

アフリートイモン 鹿 川須 栄彦井門 敏雄氏 小原伊佐美 日高 坂 牧場

マヤノチャクリ 栗 太宰 啓介田所 英子氏 安達 昭夫 平取 北島牧場

クールミニスター 黒鹿 小林 徹弥川上 哲司氏 目野 哲也 新ひだか 岡田牧場

ライドンシャフト 栗 川田 将雅 サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 〃 ハナ

カツトラマン 鹿 国分 恭介北側 雅勝氏 南井 克巳 新ひだか グランド牧場

ヤマノコンコルド 鹿 ▲花田 大昂澤村 敏雄氏 目野 哲也 様似 北澤 正則 大差

ニ ア ニ ア 黒鹿 M．デムーロ中村 祐子氏 吉村 圭司 日高 合資会社カ
ネツ牧場

（仏）

アグネスエッジ 鹿 藤田 伸二渡辺 孝男氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場

ヤマニンイリーズ 栗 酒井 学土井 薫氏 西橋 豊治 新冠 錦岡牧場 （競走除外）

売 得 金
単勝： 複勝： 枠連：
馬連： 馬単： ワイド：

払戻金・
給付金

単 勝 複 勝 枠 連

馬 連 馬 単

ワ イ ド

票 数

単勝票数 差引計 （返還計 ） 的中
複勝票数 差引計 （返還計 ） 的中
枠連票数 差引計 （返還計 ） 的中
馬連票数 差引計 （返還計 ） 的中
馬単票数 差引計 （返還計 ） 的中
ワイド票数 差引計 （返還計 ） 的中

差引計 （返還計 ） 的中
差引計 （返還計 ） 的中

ハロンタイム

通過タイム
コーナー
通過順位

F F

勝馬の
紹 介

レッドサクセサー 父 シンボリクリスエス 母父 Westminster
母 オールザチャット 母母 Rory’s Helen

〔競走除外〕 ヤマニンイリーズ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。疾病〔左後肢挫創〕を発症したため競走除外。発走時刻７分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ヤマニンイリーズ号は，

後に発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヤマノコンコルド号・ニアニア号・アグネスエッジ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

※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。

第２回 阪神競馬 第７日



10075 4月13日 晴 良 （25阪神2）第7日 第3競走 ��
��1，200�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
1：09．7
1：08．7

重
重

714� ミリアグラシア 牝3栗 54 福永 祐一杉浦 正彦氏 千田 輝彦 米 Brereton
C. Jones 486± 01：12．7 2．1�

59 � ライオンズバイツ 牡3鹿 56 四位 洋文中村 浩章氏 増本 豊 米 Green
Gates Farm 456－10 〃 クビ 35．4�

35 ゴッドドリーム 牡3栗 56 秋山真一郎井高 義光氏 湯窪 幸雄 新ひだか 井高牧場 494＋ 81：12．8� 2．5�
23 メイショウゴウワン 牡3鹿 56 武 幸四郎松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 近藤牧場 454－ 41：13．01	 15．2�
24 ジョウショーピアス 牝3栗 54 国分 恭介熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 日高大洋牧場 B440＋ 41：14．06 35．7�
612 ディルムッド 牡3栗 56 藤田 伸二一村 哲也氏 白井 寿昭 新ひだか 岡田スタツド B460－ 41：14．21 119．1�
815 クラウンシュバルツ 牡3栗 56 太宰 啓介矢野 悦三氏 大根田裕之 青森 一山育成牧場 458＋ 21：14．3� 27．1	
47 コンラッドヘンケル 牡3芦 56 酒井 学吉田 勝己氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 518＋ 21：14．4
 25．1

816 カシノオーブ 牡3鹿 56

53 ▲岩崎 翼柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 436－101：14．5クビ 596．9�
12 クリノロブソン 牡3黒鹿56 荻野 琢真栗本 博晴氏 田中 章博 浦河 ダイヤモンドファーム 444± 01：14．71	 251．0�
36 デンコウショウイン 牡3青鹿56 川須 栄彦田中 康弘氏 佐山 優 様似 中脇 一幸 458＋ 81：14．8
 379．8
510 ブイキャスター 牡3栗 56 上村 洋行�駒秀 福島 信晴 新ひだか 桜井牧場 456－ 21：15．01	 518．8�
713� ロードクロサイト 牝3芦 54 川田 将雅前田 幸治氏 矢作 芳人 米 The Robert & Bev-

erly Lewis Trust 464－ 61：16．27 6．9�
48 マーブルリッキー 牡3栗 56 松山 弘平下村 直氏 池添 兼雄 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 490－ 81：16．52 222．1�
11 ブラックイモン 牝3青鹿54 水口 優也井門 敏雄氏 小原伊佐美 日高 坂 牧場 426－101：16．92� 564．2�
611 コルブラント 牡3鹿 56 和田 竜二永田 和彦氏 鈴木 孝志 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 470－ 81：21．7大差 129．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 19，616，400円 複勝： 38，842，300円 枠連： 11，766，900円
馬連： 35，281，000円 馬単： 27，321，400円 ワイド： 20，092，400円
3連複： 48，907，700円 3連単： 92，292，600円 計： 294，120，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 570円 � 110円 枠 連（5－7） 3，960円

馬 連 �� 4，860円 馬 単 �� 7，200円

ワ イ ド �� 1，220円 �� 140円 �� 1，240円

3 連 複 ��� 2，620円 3 連 単 ��� 20，660円

票 数

単勝票数 計 196164 的中 � 74190（1番人気）
複勝票数 計 388423 的中 � 114867（2番人気）� 7492（8番人気）� 143225（1番人気）
枠連票数 計 117669 的中 （5－7） 2198（10番人気）
馬連票数 計 352810 的中 �� 5363（14番人気）
馬単票数 計 273214 的中 �� 2803（19番人気）
ワイド票数 計 200924 的中 �� 3016（16番人気）�� 54899（1番人気）�� 2978（17番人気）
3連複票数 計 489077 的中 ��� 13809（8番人気）
3連単票数 計 922926 的中 ��� 3297（55番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―11．9―12．2―12．3―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．9―35．8―48．0―1：00．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ミリアグラシア �
�
父 Flashy Bull �

�
母父 Indian Charlie デビュー 2012．10．21 京都2着

2010．3．31生 牝3栗 母 Ms. Cornstalk 母母 Upper Dancer 5戦1勝 賞金 10，300，000円
〔その他〕 コルブラント号は，競走中に疾病〔右手根骨粉砕骨折〕を発症。なお，同馬は予後不良。

ブラックイモン号は，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。
※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 マキアージュシチー号

10076 4月13日 晴 良 （25阪神2）第7日 第4競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走11時20分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．9
1：19．0

良
良

23 ラーストチカ 牝3黒鹿54 藤岡 佑介岡田 牧雄氏 宮 徹 浦河 村下農場 438＋ 61：22．2 7．0�
714 サンセットスカイ 牡3栗 56 浜中 俊前田 晋二氏 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 474＋ 41：22．41� 2．8�
612 パラッパラッパー 牡3鹿 56 岩田 康誠西森 鶴氏 領家 政蔵 浦河 杵臼斉藤牧場 470－ 41：22．61� 8．5�
818 エ イ ン セ ル 牝3鹿 54 M．デムーロ吉田 照哉氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 450＋ 21：22．7クビ 10．1�

（仏）

510 キャニオンバレー 牝3青鹿54 川田 将雅松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 490－ 61：22．8	 13．1�
35 エヴリシーズン 牡3鹿 56 松山 弘平有限会社シルク佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 426＋ 61：22．9� 19．8�
12 リッシュレーヴ 牡3鹿 56 荻野 琢真山田 裕仁氏 矢作 芳人 新ひだか 畠山牧場 470＋ 41：23．0� 5．3	
816 エーシンジョーイ 牡3鹿 56 小牧 太
栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 442＋ 21：23．21� 12．6�
11 サマーキララ 牝3栗 54 国分 恭介セゾンレースホース
 中村 均 日高 日高大洋牧場 438 ―1：23．3	 59．4�
611 マ ル テ ィ ナ 牝3鹿 54 北村 友一岡 浩二氏 牧浦 充徳 新ひだか 前田 宗将 434 ― 〃 クビ 91．9
817 アエテウレシイ 牝3鹿 54 秋山真一郎松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 472＋321：23．51� 45．6�
47 マルトクスパート 牡3鹿 56 酒井 学高浦 正雄氏 梅田 康雄 平取 清水牧場 464＋ 2 〃 アタマ 27．3�
48 モズムラクモ 牡3栗 56 C．デムーロ 北側 雅司氏 吉村 圭司 新冠 新冠橋本牧場 442 ―1：23．6� 57．7�

（伊）

59 トップランチャー 牡3黒鹿56 小林 徹弥吉永 清美氏 藤岡 範士 えりも エクセルマネジメント B486＋121：23．81 74．1�
24 パワフルスズカ 牡3栗 56 上村 洋行永井 啓弍氏 南井 克巳 むかわ 新井牧場 464 ―1：23．9	 86．7�
713 ウインマルゲリータ 牝3黒鹿 54

51 ▲岩崎 翼
ウイン 中村 均 浦河 岡本 昌市 438 ― 〃 ハナ 324．0�
36 ドリームリヴァール 
3黒鹿56 太宰 啓介セゾンレースホース
 佐々木晶三 安平 追分ファーム 432 ― 〃 アタマ 143．2�
715 マノングラス 牝3鹿 54 武 幸四郎間野 隆司氏 藤岡 範士 新ひだか へいはた牧場 404－261：24．85 161．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 17，675，700円 複勝： 33，211，900円 枠連： 11，819，000円
馬連： 35，520，300円 馬単： 23，666，200円 ワイド： 20，299，000円
3連複： 49，899，900円 3連単： 70，234，000円 計： 262，326，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 190円 � 140円 � 250円 枠 連（2－7） 820円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 2，230円

ワ イ ド �� 440円 �� 1，620円 �� 520円

3 連 複 ��� 4，000円 3 連 単 ��� 23，580円

票 数

単勝票数 計 176757 的中 � 19934（3番人気）
複勝票数 計 332119 的中 � 44799（3番人気）� 80496（1番人気）� 28132（4番人気）
枠連票数 計 118190 的中 （2－7） 10758（3番人気）
馬連票数 計 355203 的中 �� 25890（2番人気）
馬単票数 計 236662 的中 �� 7841（5番人気）
ワイド票数 計 202990 的中 �� 11983（2番人気）�� 2837（18番人気）�� 9951（4番人気）
3連複票数 計 498999 的中 ��� 9224（11番人気）
3連単票数 計 702340 的中 ��� 2199（57番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．5―35．4―47．2―58．8―1：10．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F35．0
3 ・（7，9）（12，14）3，10（8，16）17（5，15）（11，18）2－4－1＝13，6 4 ・（7，9）14，3，12（8，10）16（5，17）18（2，11）15（1，4）＝（6，13）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ラーストチカ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2013．1．12 京都12着

2010．3．23生 牝3黒鹿 母 イソノスワロー 母母 イソノルーブル 4戦1勝 賞金 7，050，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 タガノシェルム号・ブラッキーピサ号
※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。



10077 4月13日 晴 良 （25阪神2）第7日 第5競走 ��2，200�サラブレッド系3歳
発走12時10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
2：10．1
2：10．0

良
良

612 カムイミンタラ 牡3鹿 56 C．デムーロ �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 478－ 82：14．6 47．3�
（伊）

817 ヤマイチパートナー 牡3栗 56 武 豊坂本 肇氏 鹿戸 明 新ひだか 猪野毛牧場 486± 0 〃 ハナ 42．6�
24 プランスペスカ 牡3鹿 56 松山 弘平山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 450± 0 〃 クビ 14．1�
36 ラ カ 牝3鹿 54 岩田 康誠 �グリーンファーム松田 博資 千歳 社台ファーム 432± 0 〃 アタマ 5．9�
35 サンライズムーン 牡3鹿 56 秋山真一郎松岡 隆雄氏 平田 修 日高 ヤナガワ牧場 488－162：15．23� 18．4	
12 カナディアンリーフ 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣 �サンデーレーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 526＋ 22：15．3� 10．4

47 サンライズシルバー 牡3芦 56 四位 洋文松岡 隆雄氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 462－ 22：15．51� 7．8�
611 シャイニーハーツ 牡3栗 56 浜中 俊小林 昌志氏 佐々木晶三 平取 雅 牧場 452－ 42：15．6クビ 2．4�
713 ミストラルシャワー 牝3鹿 54 国分 恭介佐々木 徹氏 増本 豊 新冠 シンユウフアーム 470－ 62：15．7� 264．7
11 メイショウゴリン 牡3鹿 56 和田 竜二松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 462± 02：15．8クビ 43．3�
816 リ ュ ベ ロ ン �3栃栗56 北村 友一吉田 勝己氏 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 424－102：16．11� 259．6�
48 シャドークイーン 牝3青鹿54 太宰 啓介深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 佐竹 学 432± 02：16．84 137．6�
510 サンレイジェム 牝3芦 54

51 ▲花田 大昂永井 啓弍氏 高橋 義忠 新ひだか 岡野牧場 458－ 82：17．01 363．7�
715 ナリタカマー 牡3黒鹿56 川須 栄彦�オースミ 松元 茂樹 千歳 社台ファーム 470± 0 〃 クビ 7．4�
818 フェブサクセス 牡3鹿 56 国分 優作釘田 義広氏 湯窪 幸雄 新ひだか 前田牧場 452－ 2 〃 アタマ 322．6�
23 シゲルカラスザ �3鹿 56 酒井 学森中 蕃氏 加藤 敬二 新ひだか マークリ牧場 472－ 2 〃 アタマ 494．1�
714 アースストライカー 牡3鹿 56

53 ▲岩崎 翼西山 茂行氏 宮本 博 新冠 川上牧場 484－ 42：17．53 31．1�
59 ピサノボンバイエ 牡3芦 56 武 幸四郎市川 義美氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム B486＋ 62：18．03 17．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 18，872，600円 複勝： 34，033，500円 枠連： 12，704，000円
馬連： 43，279，600円 馬単： 27，262，200円 ワイド： 21，797，800円
3連複： 53，714，300円 3連単： 82，468，000円 計： 294，132，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，730円 複 勝 � 680円 � 1，390円 � 410円 枠 連（6－8） 2，810円

馬 連 �� 70，830円 馬 単 �� 144，750円

ワ イ ド �� 7，530円 �� 7，820円 �� 9，420円

3 連 複 ��� 302，610円 3 連 単 ��� 1，352，480円

票 数

単勝票数 計 188726 的中 � 3146（12番人気）
複勝票数 計 340335 的中 � 13130（9番人気）� 6002（12番人気）� 23496（6番人気）
枠連票数 計 127040 的中 （6－8） 3343（13番人気）
馬連票数 計 432796 的中 �� 451（76番人気）
馬単票数 計 272622 的中 �� 139（153番人気）
ワイド票数 計 217978 的中 �� 713（55番人気）�� 686（58番人気）�� 569（62番人気）
3連複票数 計 537143 的中 ��� 131（300番人気）
3連単票数 計 824680 的中 ��� 45（1544番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．3―12．7―12．5―12．8―12．7―12．4―12．4―12．2―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．4―23．4―34．7―47．4―59．9―1：12．7―1：25．4―1：37．8―1：50．2―2：02．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．2―3F36．8
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

カムイミンタラ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2013．2．10 京都10着

2010．4．4生 牡3鹿 母 ミ ュ ン シ ー 母母 Martingale 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔その他〕 ピサノボンバイエ号は，最後の直線コースで内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※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。

10078 4月13日 晴 良 （25阪神2）第7日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時40分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

88 アドマイヤイバマ 牡3芦 56 和田 竜二近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 468－ 81：53．4 55．1�
77 ブロードソード 牡3黒鹿56 A．シュタルケ �キャロットファーム 松田 国英 安平 ノーザンファーム 498＋ 2 〃 ハナ 2．3�

（独）

55 スターソード 牡3鹿 56 福永 祐一村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 496－ 2 〃 ハナ 3．0�
89 ナムララオウ 牡3栗 56 国分 優作奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 480－ 41：53．61� 9．0�
22 オ レ ア リ ア 牡3黒鹿56 浜中 俊 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 494－ 81：54．13 9．9�
66 レッドセイリング 牝3鹿 54 武 豊 	東京ホースレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 492＋ 21：54．31� 7．1

44 イスカンダル 牡3鹿 56 C．デムーロ 前田 葉子氏 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 482＋ 21：54．51 33．6�
（伊）

11 サンライズバロン 牡3鹿 56 M．デムーロ松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 下河辺牧場 504－12 〃 クビ 14．8�
（仏）

33 マイネルフィエスタ 牡3芦 56 松山 弘平 	サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中村 均 新冠 タニグチ牧場 486－ 31：54．6	 89．9

（9頭）

売 得 金
単勝： 26，860，000円 複勝： 62，402，700円 枠連： 8，224，200円
馬連： 39，175，300円 馬単： 33，594，800円 ワイド： 21，644，700円
3連複： 58，658，500円 3連単： 143，987，100円 計： 394，547，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，510円 複 勝 � 670円 � 110円 � 120円 枠 連（7－8） 870円

馬 連 �� 5，030円 馬 単 �� 18，420円

ワ イ ド �� 1，300円 �� 1，670円 �� 150円

3 連 複 ��� 2，870円 3 連 単 ��� 49，520円

票 数

単勝票数 計 268600 的中 � 3842（8番人気）
複勝票数 計 624027 的中 � 9022（8番人気）� 319662（1番人気）� 119853（2番人気）
枠連票数 計 82242 的中 （7－8） 7038（3番人気）
馬連票数 計 391753 的中 �� 5755（16番人気）
馬単票数 計 335948 的中 �� 1346（40番人気）
ワイド票数 計 216447 的中 �� 3183（16番人気）�� 2442（21番人気）�� 53302（1番人気）
3連複票数 計 586585 的中 ��� 15122（9番人気）
3連単票数 計1439871 的中 ��� 2146（130番人気）

ハロンタイム 13．1―11．5―13．8―12．9―12．9―12．4―11．8―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．6―38．4―51．3―1：04．2―1：16．6―1：28．4―1：40．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤイバマ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2012．12．8 阪神1着

2010．1．26生 牡3芦 母 スペシャライズ 母母 スペシャルアラート 4戦2勝 賞金 14，000，000円
〔制裁〕 マイネルフィエスタ号の騎手松山弘平は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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。



10079 4月13日 晴 良 （25阪神2）第7日 第7競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走13時10分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
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

12 � エスジーアンクル 牝4鹿 55 国分 恭介窪田 滋氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 448＋ 41：24．7 25．6�
36 � リバータイキ 牡4栗 57 藤岡 佑介河越 武治氏 作田 誠二 平取 稲原牧場 502－ 21：24．91� 11．1�
714 アルティザン �4鹿 57 川須 栄彦 �ユートピア牧場 田島 良保 登別 ユートピア牧場 478＋ 4 〃 アタマ 120．2�
35 ゴールデンオブジェ 牡5栗 57 国分 優作�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 468－10 〃 クビ 11．7�
612� ツルオカハチマン 牡4鹿 57 福永 祐一居城 要氏 大久保龍志 新冠 北勝ファーム 506＋ 21：25．11� 2．7	
510 エアギベオン �5青鹿57 岩田 康誠 �ラッキーフィールド笹田 和秀 安平 追分ファーム 476－ 41：25．42 37．4

713 スズカキングダム 牡4鹿 57 川田 将雅永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 488＋ 2 〃 ハナ 7．9�
23 � タマモショパン 牡4鹿 57

54 ▲岩崎 翼タマモ� 南井 克巳 新ひだか 岡田牧場 492＋ 41：25．5	 72．7�
48 シゲルアケビ 牝4鹿 55 酒井 学森中 蕃氏 谷 潔 新ひだか 広田牧場 456－ 41：25．81
 129．7
816 ヤマニンアルシェ 牡5鹿 57 和田 竜二土井 肇氏 田中 章博 新冠 錦岡牧場 524± 01：25．9	 59．9�
11 ミッキーヘネシー 牡4栃栗57 小牧 太野田みづき氏 橋口弘次郎 新冠 秋田牧場 468＋ 2 〃 クビ 3．3�
815� アルティメイト 牝4青鹿55 C．デムーロアルツト組合 境 直行 新ひだか 飛野牧場 440＋ 61：26．0クビ 16．7�

（伊）

611 ハッピーヤングマン 牡4栗 57 A．シュタルケ 小川 勲氏 宮 徹 新ひだか 有限会社武岡牧場 472± 01：26．1	 9．7�
（独）

24 � シャイニークラウン 牡4栗 57 太宰 啓介小林 昌志氏 福島 信晴 平取 コアレススタッド 458＋ 21：26．2
 295．0�
47 メイショウゴモン 牡5鹿 57

54 ▲花田 大昂松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 三嶋牧場 516＋101：28．4大差 176．0�
59 � ケイズイーグル 牡4鹿 57

54 ▲森 一馬 IHR 境 直行 新ひだか 山本 昇寿 470－ 3 〃 クビ 465．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，731，800円 複勝： 37，789，600円 枠連： 14，108，700円
馬連： 44，558，700円 馬単： 28，242，500円 ワイド： 24，345，900円
3連複： 61，454，100円 3連単： 96，123，300円 計： 330，354，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，560円 複 勝 � 530円 � 310円 � 2，390円 枠 連（1－3） 1，130円

馬 連 �� 9，060円 馬 単 �� 20，380円

ワ イ ド �� 2，120円 �� 19，800円 �� 11，460円

3 連 複 ��� 171，150円 3 連 単 ��� 1，013，420円

票 数

単勝票数 計 237318 的中 � 7306（8番人気）
複勝票数 計 377896 的中 � 18775（8番人気）� 36017（4番人気）� 3680（12番人気）
枠連票数 計 141087 的中 （1－3） 9245（6番人気）
馬連票数 計 445587 的中 �� 3631（29番人気）
馬単票数 計 282425 的中 �� 1023（58番人気）
ワイド票数 計 243459 的中 �� 2884（25番人気）�� 299（76番人気）�� 518（63番人気）
3連複票数 計 614541 的中 ��� 265（229番人気）
3連単票数 計 961233 的中 ��� 70（1233番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．9―12．2―12．1―12．0―13．0

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エスジーアンクル �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 フォーティナイナー

2009．3．18生 牝4鹿 母 エスジーナタリー 母母 エスジービアンカ 7戦1勝 賞金 10，000，000円
初出走 JRA

※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 クーデター号・サーカスタウン号・ワンダーゴヴェルノ号
※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。

10080 4月13日 晴 良 （25阪神2）第7日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時40分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，55�
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

57 メイショウキラリ 牝4鹿 55 武 豊松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 松栄牧場 464＋ 21：53．6 2．4�
45 トウカイメリー 牝4青鹿55 岩田 康誠内村 正則氏 野中 賢二 日高 福満牧場 436＋ 41：54．02� 12．1�
22 � ア ラ ン ロ ド 牝5栗 55

52 ▲岩崎 翼村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 438＋ 61：54．1� 8．3�
11 ストレートラブ 牝4青鹿55 川田 将雅万波 健二氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 428－ 41：54．31 19．3�
711 シゲルリンゴ 牝4栗 55 松山 弘平森中 蕃氏 田中 章博 新ひだか 前田 宗将 446＋ 21：54．51 202．4�
56 ブライトポジー 牝4鹿 55 国分 恭介�ターフ・スポート野村 彰彦 浦河 梅田牧場 424＋ 2 〃 クビ 72．7	
710� ブライトエルフ 牝4栗 55 岡田 祥嗣 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 日高 槇本牧場 446＋ 11：54．92� 171．6�
812 オークヒルパーク 牝5黒鹿55 北村 友一宇田 豊氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 502－ 2 〃 アタマ 13．2�
813 ラインキャメロン 牝4黒鹿 55

52 ▲森 一馬大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 高橋 修 432± 01：55．0クビ 100．9
68 コーラルグリッタ 牝4黒鹿55 酒井 学�ターフ・スポート池添 兼雄 浦河 猿橋 義昭 458± 01：55．32 67．0�
44 � ヒシアルコル 牝4鹿 55 川須 栄彦阿部 雅英氏 佐山 優 浦河 中村 雅明 442± 01：55．5� 156．1�
69 � ファシネートダイア 牝4鹿 55 A．シュタルケ �サンデーレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 446－ 11：57．5大差 9．7�

（独）

33 サイモンガーランド 牝4鹿 55 M．デムーロ澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 472＋ 4 （競走中止） 2．9�
（仏）

（13頭）

売 得 金
単勝： 28，146，500円 複勝： 39，252，200円 枠連： 12，253，200円
馬連： 53，470，700円 馬単： 36，616，400円 ワイド： 25，588，900円
3連複： 67，180，700円 3連単： 126，366，000円 計： 388，874，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 270円 � 200円 枠 連（4－5） 1，330円

馬 連 �� 1，370円 馬 単 �� 2，020円

ワ イ ド �� 630円 �� 360円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 2，800円 3 連 単 ��� 10，400円

票 数

単勝票数 計 281465 的中 � 93547（1番人気）
複勝票数 計 392522 的中 � 98916（1番人気）� 30922（5番人気）� 49442（3番人気）
枠連票数 計 122532 的中 （4－5） 6831（5番人気）
馬連票数 計 534707 的中 �� 28935（4番人気）
馬単票数 計 366164 的中 �� 13379（5番人気）
ワイド票数 計 255889 的中 �� 9957（8番人気）�� 19624（2番人気）�� 4999（15番人気）
3連複票数 計 671807 的中 ��� 17727（7番人気）
3連単票数 計1263660 的中 ��� 8975（25番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―13．1―12．5―13．3―13．0―13．2―12．0―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．6―36．7―49．2―1：02．5―1：15．5―1：28．7―1：40．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウキラリ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Woodman デビュー 2012．3．11 阪神4着

2009．5．2生 牝4鹿 母 ウッドスペル 母母 Beat 9戦2勝 賞金 18，470，000円
〔競走中止〕 サイモンガーランド号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※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。



10081 4月13日 晴 良 （25阪神2）第7日 第9競走 ��
��1，800�は な み ず き 賞

発走14時15分 （芝・右・外）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 9，500，000円 3，800，000円 2，400，000円 1，400，000円 950，000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
1：44．7
1：44．1

良
良

35 サトノキングリー 牡3鹿 56 M．デムーロ里見 治氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 472＋ 61：46．8 7．7�
（仏）

814 オ ツ ウ 牝3鹿 54 福永 祐一大和屋 暁氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 464－ 2 〃 クビ 6．1�
815 レコンダイト 牡3黒鹿56 北村 宏司金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 448± 01：46．9クビ 88．8�
611 アドマイヤツヨシ 牡3鹿 56 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 新冠 新冠橋本牧場 448－ 2 〃 クビ 14．3�
11 マジェスティハーツ 牡3鹿 56 武 豊 �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 498－101：47．0クビ 4．6�
59 ハッピーモーメント 牡3鹿 56 A．シュタルケ 	サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 468± 01：47．32 3．6


（独）

610 マウイノカオイ 牡3鹿 56 浜中 俊金子真人ホール
ディングス� 村山 明 日高 白井牧場 468－ 2 〃 ハナ 12．9�

23 ダンツアトラス 牡3鹿 56 藤田 伸二山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか フジワラフアーム 472－ 41：47．4� 16．4�
47 ダンツクロノス 牡3鹿 56 和田 竜二山元 哲二氏 山内 研二 新冠 細川農場 508＋14 〃 クビ 39．4
46 アーマークラッド 牡3栗 56 秋山真一郎吉田 和子氏 野村 彰彦 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494＋ 41：47．82� 72．0�
34 クラウディオス 牡3栗 56 C．デムーロ 有限会社シルク石坂 正 安平 ノーザンファーム 484－ 21：48．65 45．3�

（伊）

712 ソウルファイター 牡3黒鹿56 岩田 康誠平井 裕氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 508± 01：48．7� 18．2�
58 メイショウヤマホコ 牡3黒鹿56 太宰 啓介松本 好雄氏 藤沢 則雄 日高 天羽牧場 446－ 21：48．8� 7．7�
22 スリーフォスター 牡3黒鹿56 小牧 太永井商事� 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 442＋ 2 〃 アタマ 427．5�
713 テイエムライオネス 牝3青鹿54 藤岡 佑介竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 466＋ 61：48．9クビ 320．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 40，036，400円 複勝： 68，716，100円 枠連： 24，248，000円
馬連： 105，082，500円 馬単： 55，156，700円 ワイド： 41，148，200円
3連複： 130，164，000円 3連単： 218，714，400円 計： 683，266，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 260円 � 280円 � 1，550円 枠 連（3－8） 1，770円

馬 連 �� 2，650円 馬 単 �� 5，220円

ワ イ ド �� 960円 �� 6，330円 �� 6，430円

3 連 複 ��� 59，190円 3 連 単 ��� 273，580円

票 数

単勝票数 計 400364 的中 � 41315（5番人気）
複勝票数 計 687161 的中 � 76764（4番人気）� 72044（5番人気）� 9637（13番人気）
枠連票数 計 242480 的中 （3－8） 10113（11番人気）
馬連票数 計1050825 的中 �� 29359（12番人気）
馬単票数 計 551567 的中 �� 7806（21番人気）
ワイド票数 計 411482 的中 �� 11061（9番人気）�� 1563（59番人気）�� 1539（60番人気）
3連複票数 計1301640 的中 ��� 1623（166番人気）
3連単票数 計2187144 的中 ��� 590（790番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．7―35．4―47．7―1：00．3―1：12．2―1：23．4―1：34．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F34．6
3 13，6，15（3，9）（5，14）（10，12）（4，1）8－11（2，7） 4 ・（13，6）15（3，9）14（5，10，12）（4，1，8）11（2，7）

勝馬の
紹 介

サトノキングリー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Law Society デビュー 2012．12．9 阪神1着

2010．2．5生 牡3鹿 母 フ ァ ン ジ カ 母母 Florie 5戦2勝 賞金 18，250，000円
※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。

10082 4月13日 晴 良 （25阪神2）第7日 第10競走 ��
��1，400�

ち ぐ さ が わ

千 種 川 特 別
発走14時50分 （芝・右）
4歳以上，1，000万円以下，24．4．14以降25．4．7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 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．9
1：19．0

良
良

713 ロードガルーダ 牡4青 55 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム 516＋ 61：21．1 3．8�
23 キタサンエピソード 牡4栗 56 小牧 太�大野商事 橋口弘次郎 新冠 大栄牧場 494± 01：21．31� 15．0�
48 マイネルアダマス 牡4鹿 56 C．デムーロ �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菅原 泰夫 新冠 コスモヴューファーム B418－ 41：21．4� 11．0�
（伊）

714 アルマリンピア 牝5鹿 55 浜中 俊飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 480＋ 41：21．5� 12．2�
612 シェルエメール 牝5黒鹿53 福永 祐一前田 葉子氏 鈴木 孝志 新冠 ノースヒルズマネジメント 444± 01：21．6クビ 10．5	
816 ラトルスネーク 牡5黒鹿57．5 A．シュタルケ 吉田 和美氏 須貝 尚介 新ひだか タイヘイ牧場 512± 01：21．7� 3．3


（独）

35 コスモルーシー 牝4黒鹿52 荻野 琢真 �ビッグレッドファーム 高野 友和 浦河 惣田 英幸 456－ 2 〃 クビ 120．6�
24 ウインスラッガー 牡4栗 56 和田 竜二�ウイン 石坂 正 浦河 バンダム牧場 510＋ 41：21．8クビ 7．0�
47 ゴールドベル 牡4黒鹿54 四位 洋文松岡 隆雄氏 庄野 靖志 日高 下河辺牧場 476＋ 21：22．01	 55．2
36 マイネルハイセンス 牡5黒鹿54 川須 栄彦 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新冠 イワミ牧場 B478－ 6 〃 クビ 31．2�
12 シンコープリンス 牡6青鹿55 秋山真一郎豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 464＋ 2 〃 ハナ 17．6�
611 メイショウコウセイ 牡7鹿 54 松山 弘平松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 502＋ 21：22．1� 169．1�
510 アグネスハビット 牡4黒鹿55 川田 将雅渡辺 孝男氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 458＋ 41：22．31 17．3�
815 ボストンサクラ 牝4黒鹿52 国分 恭介ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 438－ 21：22．93� 225．0�
11 
 デ ン フ ァ レ 牝6栗 52 北村 友一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 的場 均 浦河 宮内牧場 480－ 41：23．64 35．3�
59 シニスタークイーン 牝4黒鹿51 酒井 学�宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 444± 01：24．02� 256．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，255，400円 複勝： 63，585，400円 枠連： 26，979，600円
馬連： 104，860，000円 馬単： 57，421，300円 ワイド： 44，274，900円
3連複： 132，617，600円 3連単： 228，667，800円 計： 693，662，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 180円 � 420円 � 340円 枠 連（2－7） 830円

馬 連 �� 4，430円 馬 単 �� 7，050円

ワ イ ド �� 1，510円 �� 920円 �� 3，010円

3 連 複 ��� 14，150円 3 連 単 ��� 69，420円

票 数

単勝票数 計 352554 的中 � 74997（2番人気）
複勝票数 計 635854 的中 � 114271（2番人気）� 34850（8番人気）� 46180（5番人気）
枠連票数 計 269796 的中 （2－7） 24258（2番人気）
馬連票数 計1048600 的中 �� 17495（18番人気）
馬単票数 計 574213 的中 �� 6017（24番人気）
ワイド票数 計 442749 的中 �� 7220（18番人気）�� 12264（8番人気）�� 3524（40番人気）
3連複票数 計1326176 的中 ��� 6920（47番人気）
3連単票数 計2286678 的中 ��� 2431（197番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．6―34．7―46．5―58．2―1：09．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F34．6
3 3，16（2，11）4（5，13）（6，14）（10，15）（1，8）（9，12）－7 4 ・（3，16）（2，4）11（5，13）（6，14）（8，10，15）1，12，9，7

勝馬の
紹 介

ロードガルーダ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Storm Cat デビュー 2012．6．16 阪神2着

2009．3．13生 牡4青 母 レディブラッサム 母母 サラトガデュー 7戦3勝 賞金 32，071，000円
※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。



10083 4月13日 晴 良 （25阪神2）第7日 第11競走 ��
��1，800�第18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，24．4．14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，24．4．13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 35，000，000円 14，000，000円 8，800，000円 5，300，000円 3，500，000円
付 加 賞 567，000円 162，000円 81，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

510 ホッコータルマエ 牡4鹿 57 岩田 康誠矢部 幸一氏 西浦 勝一 浦河 市川フアーム 498＋ 21：49．7 2．8�
48 ニホンピロアワーズ 牡6青鹿59 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 片岡牧場 532－ 41：49．8� 2．9�
24 ハートビートソング 牡6栗 56 藤岡 佑介 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 514－ 61：50．22	 8．4�
815 ソリタリーキング 牡6黒鹿58 浜中 俊 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 470＋151：50．41	 28．3�
713 ナイスミーチュー 牡6鹿 57 小牧 太�ダノックス 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 512＋ 4 〃 ハナ 16．2	
23 トミケンアルドール 牡4栗 56 M．デムーロ冨樫 賢二氏 領家 政蔵 新冠 タニグチ牧場 486＋ 2 〃 ハナ 36．9


（仏）

611 バーディバーディ 牡6黒鹿57 北村 宏司里見美惠子氏 池江 泰寿 新ひだか 千代田牧場 B498－ 21：50．5	 10．3�
816 ダイシンオレンジ 牡8鹿 56 和田 竜二大八木信行氏 庄野 靖志 門別 戸川牧場 512＋ 21：50．92	 262．7�
59 フレイムオブピース 牡4黒鹿56 福永 祐一 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム 456－ 41：51．0クビ 13．7
35 ナリタシルクロード 牡6鹿 56 川須 栄彦�オースミ 崎山 博樹 浦河 杵臼牧場 534＋ 2 〃 クビ 194．6�
47 
 オーブルチェフ 牡4栗 56 横山 典弘前田 幸治氏 萩原 清 米 Bloodstock

Holdings LLC 516＋131：51．21 31．7�
11 セイカプリコーン 牡5鹿 56 川田 将雅金田 成基氏 服部 利之 新ひだか 三石橋本牧場 490± 01：51．3	 112．1�
612 グラッツィア 牡5鹿 56 C．デムーロ 山本 英俊氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 484－ 4 〃 アタマ 32．0�

（伊）

12 フ リ ソ 牡7鹿 56 松山 弘平藤田 孟司氏 小島 茂之 門別 モリナガファーム 492－ 61：51．4クビ 314．9�
36 � チョイワルグランパ 牡7黒鹿56 北村 友一�グランプリ 森 秀行 千歳 社台ファーム B526＋ 61：51．5	 314．2�
714 ジョヴァンニ 牡4栗 56 四位 洋文 H.R.H．プリンセス・ハヤ 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 504－ 61：52．24 19．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 93，488，000円 複勝： 164，901，200円 枠連： 70，259，100円
馬連： 363，947，100円 馬単： 200，512，400円 ワイド： 148，203，700円
3連複： 519，508，100円 3連単： 970，390，000円 計： 2，531，209，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 130円 � 210円 枠 連（4－5） 320円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 700円

ワ イ ド �� 170円 �� 390円 �� 530円

3 連 複 ��� 1，110円 3 連 単 ��� 3，850円

票 数

単勝票数 計 934880 的中 � 271528（1番人気）
複勝票数 計1649012 的中 � 495859（1番人気）� 387161（2番人気）� 134670（4番人気）
枠連票数 計 702591 的中 （4－5） 166368（1番人気）
馬連票数 計3639471 的中 �� 737546（1番人気）
馬単票数 計2005124 的中 �� 213376（1番人気）
ワイド票数 計1482037 的中 �� 277596（1番人気）�� 84055（2番人気）�� 58058（5番人気）
3連複票数 計5195081 的中 ��� 345747（1番人気）
3連単票数 計9703900 的中 ��� 186352（2番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―13．2―12．7―12．6―12．2―11．9―11．5―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．1―36．3―49．0―1：01．6―1：13．8―1：25．7―1：37．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F35．9
1
3
5（8，11）3，10（4，9）16，14（2，12）1，13（6，7，15）・（5，8）11，3（4，10）14（1，2，9，12）（13，16）15，6－7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ホッコータルマエ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Cherokee Run デビュー 2012．1．14 京都11着

2009．5．26生 牡4鹿 母 マダムチェロキー 母母 アンフォイルド 13戦5勝 賞金 171，790，000円
［他本会外：3戦2勝］

※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 グリッターウイング号・スタッドジェルラン号・タガノロックオン号・ブルロック号
※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。

10084 4月13日 晴 良 （25阪神2）第7日 第12競走 ��
��1，400�サラブレッド系4歳以上

発走16時10分 （ダート・右）
1000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

510 スズカロジック 牡5栗 57 川田 将雅永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 山下 恭茂 492－ 61：23．8 3．9�
816 ウインラーニッド 牡5黒鹿57 浜中 俊�ウイン 石坂 正 浦河 笠松牧場 512－ 2 〃 クビ 8．3�
48 ハ ヤ ブ サ 牡4鹿 57 国分 恭介西村 憲人氏 目野 哲也 日高 ナカノファーム 466－ 41：24．01� 24．1�
12 シゲルシゲザネ 牡6鹿 57 秋山真一郎森中 蕃氏 藤沢 則雄 日高 出口牧場 482＋101：24．42	 82．5�
612
 タ ー ル タ ン 牡5芦 57 岩田 康誠グリーンフィールズ� 吉村 圭司 米 George Waggoner

Stables Inc. 492＋ 41：24．5クビ 31．0�
24 デザートオアシス 牡5鹿 57 A．シュタルケ H.H．シェイク・ハムダン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 538± 01：24．6	 2．5	
（独）

611 トイボックス 牡6黒鹿57 藤田 伸二名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 久井牧場 480＋ 61：24．81� 31．7

35 トキノゲンジ 牡5鹿 57 酒井 学中野 正則氏 梅田 康雄 浦河 小倉牧場 506＋121：25．01� 32．4�
47 
 ラヴァンドゥー 牝4青鹿55 福永 祐一幅田 昌伸氏 藤原 英昭 米 Cloverleaf

Farms II, Inc. 506＋101：25．1	 29．1�
713 スピーディードータ 牝4鹿 55 北村 宏司安達 允彦氏 小西 一男 日高 坂 牧場 470＋ 2 〃 クビ 22．8
11 � サカジロスイセイ 牡4鹿 57 川須 栄彦ロイヤルパーク 崎山 博樹 日高 長谷部牧場 498＋ 21：25．2クビ 100．5�
815� ヒラボクダッシュ 牡4栗 57 C．デムーロ�平田牧場 加藤 敬二 浦河 大柳ファーム 448＋ 21：25．3	 8．0�

（伊）

59 キングブラーボ 牡5黒鹿57 上村 洋行村上 稔氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 514－ 4 〃 クビ 61．3�
36 ゴ リ ラ 牡4栗 57 武 幸四郎小田切 光氏 須貝 尚介 日高 山本 通則 484－ 21：25．4� 72．3�
714 ライブリシーラ 牡6栗 57 小牧 太加藤 哲郎氏 佐山 優 厚真 大川牧場 520＋ 21：25．5クビ 74．1�
23 アフリカンハンター 牡5栗 57 M．デムーロ H.H．シェイク・ハムダン 荒川 義之 新ひだか グランド牧場 506－ 61：27．3大差 14．1�

（仏）

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，686，800円 複勝： 68，642，100円 枠連： 34，781，000円
馬連： 118，179，400円 馬単： 70，150，600円 ワイド： 52，807，200円
3連複： 161，237，900円 3連単： 272，520，200円 計： 823，005，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 160円 � 290円 � 410円 枠 連（5－8） 840円

馬 連 �� 2，040円 馬 単 �� 4，040円

ワ イ ド �� 690円 �� 920円 �� 3，100円

3 連 複 ��� 11，020円 3 連 単 ��� 48，920円

票 数

単勝票数 計 446868 的中 � 91709（2番人気）
複勝票数 計 686421 的中 � 145372（2番人気）� 57828（3番人気）� 36750（5番人気）
枠連票数 計 347810 的中 （5－8） 30819（3番人気）
馬連票数 計1181794 的中 �� 42950（6番人気）
馬単票数 計 701506 的中 �� 12843（10番人気）
ワイド票数 計 528072 的中 �� 19839（5番人気）�� 14382（7番人気）�� 3986（33番人気）
3連複票数 計1612379 的中 ��� 10799（33番人気）
3連単票数 計2725202 的中 ��� 4112（124番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．7―12．0―12．3―11．8―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．2―34．9―46．9―59．2―1：11．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スズカロジック �
�
父 ロックオブジブラルタル �

�
母父 Unbridled デビュー 2010．10．17 京都7着

2008．3．28生 牡5栗 母 アンフォイルド 母母 Bold Foil 17戦4勝 賞金 53，531，000円
〔発走状況〕 トキノゲンジ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 トキノゲンジ号は，発走調教再審査。
〔その他〕 ライブリシーラ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ライブリシーラ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成25年5月13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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 エーシンスピーダー号
（非抽選馬） 7頭 アートオブビーン号・エーシンユリシーズ号・ダイモス号・トウカイブラスト号・ドルモン号・ナムラアピア号・

ペガサスフォース号
※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。



（25阪神2）第7日 4月13日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 184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 手 当

219，570，000円
6，020，000円
1，840，000円
19，980，000円
69，250，000円
5，056，000円
1，766，400円

勝馬投票券売得金
375，967，100円
660，295，000円
243，625，600円
1，001，355，400円
598，196，600円
450，814，800円
1，367，393，900円
2，428，794，100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 7，126，442，500円

総入場人員 14，688名 （有料入場人員 13，752名）
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