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10037 4月6日 曇 稍重 （26阪神2）第4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

47 サクラヴァローレ 牡3鹿 56 岩田 康誠�さくらコマース藤岡 健一 新ひだか 伊藤 敏明 512－ 61：13．6 1．4�
510 ゼンノステルス 牡3芦 56 和田 竜二大迫久美子氏 南井 克巳 新冠 村上 欽哉 460± 01：13．81� 6．5�
714 メイショウアズミノ 牝3鹿 54 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 富田牧場 444－ 21：14．11� 6．9�
12 セイスナッピー 牡3栗 56 国分 優作金田 成基氏 服部 利之 日高 浜本牧場 486＋ 41：14．52� 194．3�
35 	 サウンドターゲット 牡3鹿 56 浜中 俊増田 雄一氏 庄野 靖志 英 J. M. Beever 472＋ 61：14．71
 41．9�
23 パステルピンク 牝3青鹿54 松田 大作青芝商事� 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 500－ 6 〃 クビ 35．1	
611 デランテーロ 牡3鹿 56 北村 友一ちくしCLUB 北出 成人 日高 佐々木 康治 424＋ 21：14．9� 19．3

48 ドントセイノー 牡3鹿 56 幸 英明五影 慶則氏 福島 信晴 新ひだか フジワラフアーム 500 ― 〃 クビ 33．2�
815 フェアリーミラクル 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 434－ 21：15．53� 164．8�
36 	 ノブシェンカー 牡3鹿 56 藤田 伸二前田 亘輝氏 森 秀行 米

R Gorham &
Mast Thor-
oughbreds LLC

494－131：15．71 49．9
713 オーミキシオウ 牡3栗 56 畑端 省吾岩﨑 僖澄氏 作田 誠二 浦河 市川牧場 470＋ 2 〃 ハナ 177．1�
24 サ ル タ ー レ 牝3栗 54

51 ▲岩崎 翼山口 敦広氏 田中 章博 日高 門別牧場 424－ 2 〃 クビ 189．9�
11 ダンツセントール 牡3栗 56 藤懸 貴志山元 哲二氏 谷 潔 むかわ 真壁 信一 446 ―1：15．8クビ 271．9�
816 ティーエスビート 牡3鹿 56 松山 弘平田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 464 ―1：17．410 73．2�
612	 アンファミーユ 牝3黒鹿54 石橋 脩寺田 寿男氏 角田 晃一 米 Diamond A

Racing Corp. B502± 01：17．82� 26．5�
（15頭）

59 タガノタヴェルナー 牡3栗 56 国分 恭介八木 良司氏 牧浦 充徳 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 478－ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 19，009，000円 複勝： 42，161，500円 枠連： 12，373，400円
馬連： 23，630，200円 馬単： 18，136，700円 ワイド： 13，893，600円
3連複： 26，663，800円 3連単： 46，526，900円 計： 202，395，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 130円 � 160円 枠 連（4－5） 170円

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 450円

ワ イ ド �� 160円 �� 200円 �� 360円

3 連 複 ��� 500円 3 連 単 ��� 1，530円

票 数

単勝票数 差引計 190090（返還計 49529） 的中 � 110498（1番人気）
複勝票数 差引計 421615（返還計111892） 的中 � 261178（1番人気）� 47928（2番人気）� 34120（3番人気）
枠連票数 差引計 123734（返還計 10295） 的中 （4－5） 54726（1番人気）
馬連票数 差引計 236302（返還計214762） 的中 �� 59775（1番人気）
馬単票数 差引計 181367（返還計162759） 的中 �� 29804（1番人気）
ワイド票数 差引計 138936（返還計120830） 的中 �� 25237（1番人気）�� 17801（2番人気）�� 7684（4番人気）
3連複票数 差引計 266638（返還計495543） 的中 ��� 40002（1番人気）
3連単票数 差引計 465269（返還計873832） 的中 ��� 22488（1番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―12．1―12．5―12．9―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―35．1―47．6―1：00．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サクラヴァローレ �
�
父 サクラプレジデント �

�
母父 アーミジャー デビュー 2013．12．23 阪神4着

2011．4．14生 牡3鹿 母 サクラスイートキス 母母 サクラメグミ 4戦1勝 賞金 9，400，000円
〔競走除外〕 タガノタヴェルナー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。発馬機内で転倒し，疾病〔右後肢挫創〕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〕 タガノタヴェルナー号は，平成26年4月7日から平成26年5月6日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
〔その他〕 サクラヴァローレ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。

アンファミーユ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔鼻出血による出走制限〕 サクラヴァローレ号・アンファミーユ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成26年5月6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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 エキゾチックマター号・キョウワマロン号・トーホウローツェ号
（非抽選馬） 2頭 カゼヲアツメテ号・ドキドキマドンナ号

10038 4月6日 曇 稍重 （26阪神2）第4日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時25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

611 フェイマスエンド 牡3栗 56 川田 将雅有限会社シルク�島 一歩 新冠 中村農場 478＋ 41：56．2 2．5�
610 バイザスターン 牡3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 482－121：56．3� 2．4�
814 インテグラード 牡3青鹿56 浜中 俊�リーヴァ 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 482± 01：56．62 7．6�
815 ジョウショーノブシ 牡3鹿 56 水口 優也熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 上田 昭治 B460－ 21：56．81� 40．4�
47 トーコープラネット 牡3栗 56 岩田 康誠森田 藤治氏 橋田 満 浦河 市川フアーム 454＋ 21：57．01 20．3�
22 テイエムサンビカ 牝3青鹿54 �島 良太竹園 正繼氏 柴田 光陽 浦河 帰山 清貴 472－ 21：57．42� 39．7	
712 ナムラアンバー 牡3黒鹿56 幸 英明奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 522＋ 4 〃 アタマ 16．4

59 マンオブグァテマラ 牡3芦 56 石橋 脩吉田 千津氏 吉村 圭司 千歳 社台ファーム 478－ 61：57．93 16．5�
23 ジョーチャーリー 牡3黒鹿56 小牧 太上田けい子氏 中竹 和也 浦河 バンブー牧場 466± 01：58．0� 118．2�
35 サンレイレッカー 牡3栗 56 川島 信二永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡野牧場 464 ―1：58．42� 103．0
713 メイケイハリケーン �3鹿 56 古川 吉洋名古屋競馬� 木原 一良 新冠 小泉牧場 474± 01：58．61� 157．5�
34 セルリアンラッシュ 牡3青 56 武 豊�イクタ 田所 秀孝 日高 長谷川 一男 460－181：59．45 23．8�
46 メイショウヴェスタ 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 442＋ 41：59．5クビ 242．4�
11 ピエナダイヤ 牡3黒鹿 56

53 ▲松若 風馬本谷 兼三氏 谷 潔 浦河 吉田 又治 488－ 22：00．24 177．5�
58 ニホンピロドール 牝3栗 54 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 450 ―2：03．4大差 160．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 23，558，100円 複勝： 49，086，500円 枠連： 14，329，300円
馬連： 48，849，600円 馬単： 35，374，400円 ワイド： 27，613，500円
3連複： 74，831，300円 3連単： 131，763，900円 計： 405，406，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 110円 � 160円 枠 連（6－6） 280円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 640円

ワ イ ド �� 150円 �� 290円 �� 270円

3 連 複 ��� 590円 3 連 単 ��� 2，220円

票 数

単勝票数 計 235581 的中 � 76043（2番人気）
複勝票数 計 490865 的中 � 130888（2番人気）� 155014（1番人気）� 56829（3番人気）
枠連票数 計 143293 的中 （6－6） 37804（1番人気）
馬連票数 計 488496 的中 �� 124526（1番人気）
馬単票数 計 353744 的中 �� 41217（2番人気）
ワイド票数 計 276135 的中 �� 58873（1番人気）�� 20677（3番人気）�� 21998（2番人気）
3連複票数 計 748313 的中 ��� 94321（1番人気）
3連単票数 計1317639 的中 ��� 43824（2番人気）

ハロンタイム 12．8―11．0―13．7―12．9―12．5―12．7―12．7―13．5―14．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．8―37．5―50．4―1：02．9―1：15．6―1：28．3―1：41．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．3―3F40．6
1
3
10，12（4，15）（6，14）（2，11）－8，9（3，7，13）1－5
10（12，15）－14（4，11）2，6（7，8，13）－3，9－1－5

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

勝馬の
紹 介

フェイマスエンド �
�
父 シルクフェイマス �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2014．1．6 京都7着

2011．3．31生 牡3栗 母 シルキーウィズ 母母 グレイスカップ 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時30分に変更。
〔発走状況〕 トーコープラネット号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 インテグラード号の騎手浜中俊は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 トーコープラネット号は，平成26年4月7日から平成26年4月27日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ニホンピロドール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年5月6日まで平地競

走に出走できない。

第２回 阪神競馬 第４日



10039 4月6日 曇 稍重 （26阪神2）第4日 第3競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

11 ガ ン ジ ー 牡3栗 56 福永 祐一岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 480－ 61：25．7 1．6�
59 メイショウホウトウ 牡3青鹿56 武 豊松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 484－ 4 〃 クビ 7．0�
23 ニシノシュロ 牝3青鹿 54

53 ☆中井 裕二西山 茂行氏 今野 貞一 新冠 川上牧場 488＋ 41：26．12� 18．1�
816 アイリッシュハープ 牝3栗 54 浜中 俊 �キャロットファーム 須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B452－ 8 〃 クビ 10．8�
35 ダンシングバトー 牝3芦 54 藤田 伸二山科 統氏 柴田 政見 浦河 バンダム牧場 B450－ 41：26．73� 20．4�
48 ウチノウマサイコー 牝3鹿 54 柴山 雄一畑 清介氏 田所 秀孝 浦河 赤田牧場 420－ 21：27．12� 15．2	
714 ア ラ ー ト 牡3栗 56 北村 友一本間 充氏 大久保龍志 日高 本間牧場 504 ―1：27．31 14．2

36 パープルパルピナ 牡3鹿 56

53 ▲岩崎 翼中野 銀十氏 福島 信晴 新ひだか 三石川上牧場 478－101：27．72� 249．1�
612 エイシンスペーシア 牡3栗 56 国分 優作�栄進堂 沖 芳夫 浦河 高野牧場 456＋ 6 〃 アタマ 17．9
47 オーミシャンクス 牡3黒鹿56 古川 吉洋岩﨑 僖澄氏 宮 徹 新冠 松木 加代 496－101：28．23 126．8�
611 スペシャリテ 牝3鹿 54

51 ▲松若 風馬新木 鈴子氏 高橋 亮 日高 ナカノファーム 416 ― 〃 クビ 287．4�
510 アドマイヤサンダー 牡3芦 56 岩田 康誠近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 432± 01：28．62� 110．5�
12 キ ン レ ン カ 牝3栗 54 松山 弘平�ヤブウチ 長浜 博之 日高 広富牧場 448 ―1：28．81� 216．8�
24 ヴ ィ ラ ネ ス 牝3栗 54 池添 謙一佐々木主浩氏 中尾 秀正 平取 坂東牧場 494 ―1：28．9� 163．5�
815 アグネスオピニオン 牡3黒鹿 56

55 ☆菱田 裕二渡辺 孝男氏 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 470－ 61：29．75 23．3�
713 リアルランサー 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政ユアストーリー 梅田 智之 洞�湖 レイクヴィラファーム 460 ―1：30．97 320．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，446，400円 複勝： 98，227，300円 枠連： 12，961，500円
馬連： 47，203，900円 馬単： 40，586，800円 ワイド： 28，368，200円
3連複： 70，741，900円 3連単： 138，940，100円 計： 465，476，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 160円 � 360円 枠 連（1－5） 440円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 610円

ワ イ ド �� 220円 �� 470円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 1，760円 3 連 単 ��� 4，500円

票 数

単勝票数 計 284464 的中 � 146191（1番人気）
複勝票数 計 982273 的中 � 639482（1番人気）� 88786（2番人気）� 25862（7番人気）
枠連票数 計 129615 的中 （1－5） 22198（2番人気）
馬連票数 計 472039 的中 �� 72629（1番人気）
馬単票数 計 405868 的中 �� 49746（1番人気）
ワイド票数 計 283682 的中 �� 39839（1番人気）�� 14076（5番人気）�� 5939（12番人気）
3連複票数 計 707419 的中 ��� 29762（4番人気）
3連単票数 計1389401 的中 ��� 22818（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―23．9―36．1―48．4―1：00．4―1：12．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ガ ン ジ ー �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 リンドシェーバー デビュー 2013．10．20 京都4着

2011．5．14生 牡3栗 母 レインボークイーン 母母 レインボースキー 11戦1勝 賞金 18，700，000円
〔発走状況〕 アグネスオピニオン号は，枠入り不良。発走時刻4分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 アグネスオピニオン号は，平成26年4月7日から平成26年4月27日まで出走停止。停止期間の満

了後に発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リアルランサー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年5月6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。
（非抽選馬） 4頭 カフジホーク号・タガノシュナイダー号・ダンツゴールド号・トウケイギムレット号

10040 4月6日 曇 良 （26阪神2）第4日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時25分 （芝・右・外）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：44．1

良
良

11 ベッラレジーナ 牝3鹿 54 福永 祐一有限会社シルク平田 修 安平 ノーザンファーム 426＋ 81：50．6 5．4�
714 タガノバラード 牝3黒鹿54 岩田 康誠八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 422－ 41：50．91� 7．2�
23 アデヤカコマチ 牝3鹿 54 川田 将雅 �キャロットファーム 高野 友和 千歳 社台ファーム 438＋ 41：51．0� 3．6�
48 アンナミルト 牝3黒鹿54 石橋 脩 �社台レースホース小崎 憲 千歳 社台ファーム 454 ―1：51．1� 16．5�
36 エイシンヨーク 牝3鹿 54 武 豊�栄進堂 木原 一良 浦河 多田 善弘 436－ 61：51．41� 11．7	
612 ファンタジックアイ 牝3黒鹿54 浜中 俊吉田 千津氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 452 ―1：51．5� 9．7

35 マスカレードマスク 牝3栗 54 松山 弘平 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 432 ― 〃 ハナ 83．0�
47 メアリーアート 牝3鹿 54

51 ▲岩崎 翼村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 前田牧場 408± 0 〃 クビ 155．6�
818 ハイランドリュウセ 牝3鹿 54

53 ☆菱田 裕二小林 久義氏 牧浦 充徳 えりも エクセルマネジメント 472 ―1：51．71� 62．0
12 メイショウルンバ 牝3栗 54 武 幸四郎松本 好雄氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 474＋ 2 〃 クビ 3．2�
713 ピッカピカヒメ 牝3青鹿54 国分 優作西村新一郎氏 日吉 正和 新ひだか 田原橋本牧場 402－121：51．91� 225．3�
24 キ ン メ ダ ル 牝3鹿 54 幸 英明 �ミキハウスHKサービス 石橋 守 浦河 杵臼斉藤牧場 468＋ 21：52．11� 178．2�
59 ラグジャリーシス 牝3黒鹿 54

51 ▲松若 風馬下河辺隆行氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 444－ 81：52．31� 77．1�
816 ローガンベリー 牝3鹿 54 高倉 稜広尾レース� 松永 幹夫 大樹 大樹ファーム 448 ―1：52．51� 189．7�
817 プリムヴェール 牝3鹿 54 藤懸 貴志市川 義美氏 安達 昭夫 むかわ 貞広 賢治 446 ―1：52．71� 194．5�
611 レディアント 牝3青 54

51 ▲義 英真前田 幸治氏 中村 均 新冠 株式会社
ノースヒルズ 454 ―1：52．8� 101．7�

715 ゼットディーバ 牝3黒鹿54 荻野 琢真�フォーレスト 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 466－ 21：52．9� 380．4�
510 ラガーリンドー 牝3鹿 54 池添 謙一奥村 啓二氏 池添 兼雄 新ひだか 下屋敷牧場 436－121：54．28 132．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 26，158，300円 複勝： 44，256，600円 枠連： 15，919，600円
馬連： 47，526，600円 馬単： 32，536，900円 ワイド： 26，300，100円
3連複： 68，871，100円 3連単： 111，819，300円 計： 373，388，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 190円 � 190円 � 150円 枠 連（1－7） 530円

馬 連 �� 1，350円 馬 単 �� 2，530円

ワ イ ド �� 490円 �� 400円 �� 310円

3 連 複 ��� 1，320円 3 連 単 ��� 8，070円

票 数

単勝票数 計 261583 的中 � 38371（3番人気）
複勝票数 計 442566 的中 � 60215（3番人気）� 58841（4番人気）� 89952（2番人気）
枠連票数 計 159196 的中 （1－7） 22422（2番人気）
馬連票数 計 475266 的中 �� 26005（6番人気）
馬単票数 計 325369 的中 �� 9512（11番人気）
ワイド票数 計 263001 的中 �� 12671（6番人気）�� 16392（4番人気）�� 22195（2番人気）
3連複票数 計 688711 的中 ��� 38586（3番人気）
3連単票数 計1118193 的中 ��� 10228（18番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―12．2―12．8―13．2―12．9―12．3―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．8―36．0―48．8―1：02．0―1：14．9―1：27．2―1：38．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．6―3F35．7
3 9－14－6，3（1，8）（4，2）（7，5，18）10（11，13）（16，17）－12－15 4 9－14（6，3）8，1，2，4（5，18）（7，10）（13，16）（11，17）－（12，15）

勝馬の
紹 介

ベッラレジーナ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ナリタトップロード デビュー 2013．12．15 阪神7着

2011．2．3生 牝3鹿 母 ベッラレイア 母母 マリスターⅡ 3戦1勝 賞金 5，500，000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。
（非当選馬） 1頭 ナイトジャスミン号
（非抽選馬） 3頭 ダノンサイクロン号・ブルーダイアモンド号・マイネシェルブール号



10041 4月6日 曇 稍重 （26阪神2）第4日 第5競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走12時15分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

59 ロスヴァイセ 牝3黒鹿54 福永 祐一 �キャロットファーム 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 444＋ 21：25．6 3．7�
12 ディープミタカ 牡3栗 56 松田 大作深見 敏男氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 462－ 2 〃 アタマ 54．6�
23 ア バ ン サ ル 牡3栗 56 国分 恭介今西 和雄氏 中村 均 新冠 石田牧場 490－ 4 〃 ハナ 53．1�
816 クレイジージョー 牡3黒鹿 56

53 ▲城戸 義政河内 孝夫氏 藤岡 健一 新冠 中地 康弘 488－ 21：25．92 36．0�
714 キタサンウンゲツ 牡3鹿 56 小牧 太�大野商事 橋口弘次郎 新ひだか 木田 祐博 494－ 4 〃 アタマ 2．7�
11 アラタマシャトル 牡3鹿 56 田中 博康荒木 謙次氏 浜田多実雄 日高 槇本牧場 472－ 41：26．21� 77．1	
510 サ ン シ カ ゴ 牡3栗 56

55 ☆菱田 裕二加藤 信之氏 田所 秀孝 日高 加藤ステーブル 460－161：26．3� 6．6

713 マルカロゼッタ 牡3栗 56 北村 友一河長産業� 今野 貞一 千歳 社台ファーム 488－ 6 〃 ハナ 74．1�
815 ケンブリッジギルド 牡3栗 56 和田 竜二中西 宏彰氏 山内 研二 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 468－ 21：26．4� 17．4
47 ミッキーボクサー 牡3黒鹿56 酒井 学三木 久史氏 中尾 秀正 青森 ワールドファーム 422＋ 21：26．71� 24．2�
612 サンマルウィーク 牡3青鹿56 幸 英明相馬 勇氏 牧浦 充徳 日高 田端牧場 448＋ 21：27．01� 244．5�
35 カ ッ サ イ 牡3鹿 56 浜中 俊 �静内白井牧場 田中 章博 新ひだか 静内白井牧場 482－ 4 〃 クビ 6．4�
36 ブラボーランサー 牡3鹿 56

53 ▲義 英真田畑 富子氏 梅田 康雄 新ひだか 井高牧場 512± 01：27．1� 16．0�
48 � コパノサムタイム 牡3鹿 56 高倉 稜小林 祥晃氏 崎山 博樹 新ひだか 西村 和夫 430－ 21：27．2クビ 103．8�
611 タイセイパラゴン 牡3鹿 56 武 豊田中 成奉氏 浜田多実雄 新ひだか 石川 栄一 486－ 4 〃 クビ 33．8�
24 サクセスコード 牡3黒鹿56 松山 弘平吉田 正志氏 武藤 善則 安平 追分ファーム 490＋ 11：27．73 139．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，978，500円 複勝： 53，455，000円 枠連： 19，387，900円
馬連： 61，239，900円 馬単： 39，018，200円 ワイド： 33，822，600円
3連複： 90，810，300円 3連単： 143，986，300円 計： 470，698，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 200円 � 1，370円 � 1，050円 枠 連（1－5） 5，960円

馬 連 �� 10，860円 馬 単 �� 15，450円

ワ イ ド �� 4，100円 �� 2，800円 �� 10，580円

3 連 複 ��� 153，010円 3 連 単 ��� 562，240円

票 数

単勝票数 計 289785 的中 � 62263（2番人気）
複勝票数 計 534550 的中 � 95693（2番人気）� 8683（12番人気）� 11536（10番人気）
枠連票数 計 193879 的中 （1－5） 2401（18番人気）
馬連票数 計 612399 的中 �� 4165（31番人気）
馬単票数 計 390182 的中 �� 1864（48番人気）
ワイド票数 計 338226 的中 �� 2033（36番人気）�� 3008（27番人気）�� 779（70番人気）
3連複票数 計 908103 的中 ��� 438（219番人気）
3連単票数 計1439863 的中 ��� 189（949番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．3―12．2―12．5―13．1―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．0―34．3―46．5―59．0―1：12．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロスヴァイセ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2013．7．27 小倉4着

2011．2．22生 牝3黒鹿 母 ヴァイスハイト 母母 ソ ニ ン ク 7戦2勝 賞金 16，850，000円
〔発走状況〕 タイセイパラゴン号は，枠入り不良。発走時刻2分遅延。
〔調教再審査〕 タイセイパラゴン号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 ケンブリッジベスト号・サンレイデジタル号・テイエムナデューラ号・ナムラユキヒメ号・メイショウゼロセン号

10042 4月6日 曇 稍重 （26阪神2）第4日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走12時45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
1：48．5
1：47．8

重
重

11 アーサーバローズ 牡5栗 57
56 ☆菱田 裕二猪熊 広次氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 480＋ 21：55．8 3．3�

55 ナムライットウセイ 牡4黒鹿57 松田 大作奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 474－ 21：56．12 12．0�
78 � サカジロスイセイ 牡5鹿 57 国分 優作ロイヤルパーク 大根田裕之 日高 長谷部牧場 508± 01：56．2� 5．9�
810� ラ ン ド ル ト 牡5鹿 57 福永 祐一馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 478＋ 61：56．3クビ 9．5�
66 カレングラスジョー 牡4栗 57 浜中 俊鈴木 隆司氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 522＋ 8 〃 アタマ 2．9�
77 アクシーバンダム 牡5黒鹿57 松山 弘平山科 統氏 柴田 政見 浦河 バンダム牧場 452－ 6 〃 アタマ 5．6�
22 タカノハーバー 牡4青鹿57 田中 博康山口多賀司氏 昆 貢 新冠 ハシモトフアーム 480＋ 21：57．910 43．3	
44 テイケイフロックス 牝5黒鹿55 幸 英明兼松 忠男氏 大橋 勇樹 新冠 新冠橋本牧場 502＋ 21：58．21� 77．6

89 マイネルイグアス 牡5青鹿57 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 日高 日高大洋牧場 458＋ 2 〃 ハナ 35．8�
33 � シゲルカニザ 牡4栗 57

54 ▲義 英真森中 蕃氏 日吉 正和 浦河 小倉牧場 496＋ 81：58．94 104．7
（10頭）

売 得 金
単勝： 24，945，100円 複勝： 43，271，800円 枠連： 12，622，500円
馬連： 44，201，500円 馬単： 31，717，900円 ワイド： 23，308，300円
3連複： 61，413，800円 3連単： 125，202，000円 計： 366，682，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 280円 � 180円 枠 連（1－5） 1，790円

馬 連 �� 1，910円 馬 単 �� 2，530円

ワ イ ド �� 550円 �� 360円 �� 750円

3 連 複 ��� 2，540円 3 連 単 ��� 13，710円

票 数

単勝票数 計 249451 的中 � 59653（2番人気）
複勝票数 計 432718 的中 � 94243（2番人気）� 32603（6番人気）� 65350（3番人気）
枠連票数 計 126225 的中 （1－5） 5209（9番人気）
馬連票数 計 442015 的中 �� 17106（10番人気）
馬単票数 計 317179 的中 �� 9259（11番人気）
ワイド票数 計 233083 的中 �� 10308（8番人気）�� 17511（3番人気）�� 7220（13番人気）
3連複票数 計 614138 的中 ��� 17861（9番人気）
3連単票数 計1252020 的中 ��� 6744（48番人気）

ハロンタイム 13．5―12．1―14．3―13．0―13．1―12．2―12．0―12．0―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．5―25．6―39．9―52．9―1：06．0―1：18．2―1：30．2―1：42．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アーサーバローズ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 スリルシヨー デビュー 2011．11．13 東京10着

2009．3．8生 牡5栗 母 ロイヤルクロス 母母 スタームーン 23戦3勝 賞金 40，670，000円



10043 4月6日 晴 良 （26阪神2）第4日 第7競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走13時15分 （芝・右・外）
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
1：44．5
1：44．1

良
良

55 � サウンドデューク 牡4栗 57 武 豊増田 雄一氏 安達 昭夫 愛 Round
Hill Stud 464＋101：48．8 20．5�

44 テイエムオペラドン 牡5鹿 57 幸 英明竹園 正繼氏 浜田多実雄 浦河 川越ファーム 468± 0 〃 クビ 11．6�
79 ブリュネット 牝4栗 55 福永 祐一 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム 480－ 6 〃 アタマ 3．5�
812 ダブルイーグル 牡6鹿 57 和田 竜二田邉 康子氏 大橋 勇樹 むかわ フラット牧場 476＋ 21：49．11	 15．8�
56 ラストタキオン 牡4栗 57 岩田 康誠山住 勲氏 矢作 芳人 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム 478＋201：49．31
 3．5�
33 ヨドノグレイス 牝5鹿 55

52 ▲義 英真海原 聖一氏 松元 茂樹 平取 二風谷ファーム 432－ 4 〃 ハナ 49．5	
68 ミッキーサクセス 牡4栗 57

54 ▲松若 風馬野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 508＋ 4 〃 ハナ 39．8

22 コスモサリー 牝4黒鹿 55

54 ☆菱田 裕二 �ビッグレッドファーム 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム 434＋ 21：49．51 32．1�
710� シャイボーイ 牡5鹿 57 松田 大作松田 整二氏 日吉 正和 平取 びらとり牧場 474－ 8 〃 ハナ 268．2
67 ギリサントポケサン 牡5鹿 57 浜中 俊小田切有一氏 田中 章博 新ひだか タイヘイ牧場 474－ 2 〃 ハナ 3．8�
811 サクセスフェイト 牡5黒鹿57 川田 将雅髙嶋 哲氏 中内田充正 浦河 有限会社

吉田ファーム 456＋ 41：49．6� 8．0�
11 ローザズカレッジ 牡4黒鹿57 石橋 脩 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 470± 0 〃 クビ 44．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 30，893，000円 複勝： 46，167，900円 枠連： 14，117，000円
馬連： 62，202，600円 馬単： 39，293，600円 ワイド： 29，421，800円
3連複： 81，270，100円 3連単： 143，813，100円 計： 447，179，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，050円 複 勝 � 670円 � 330円 � 160円 枠 連（4－5） 2，360円

馬 連 �� 12，190円 馬 単 �� 27，730円

ワ イ ド �� 3，520円 �� 1，480円 �� 810円

3 連 複 ��� 14，190円 3 連 単 ��� 164，810円

票 数

単勝票数 計 308930 的中 � 11907（7番人気）
複勝票数 計 461679 的中 � 14230（8番人気）� 33531（6番人気）� 102291（1番人気）
枠連票数 計 141170 的中 （4－5） 4433（8番人気）
馬連票数 計 622026 的中 �� 3767（35番人気）
馬単票数 計 392936 的中 �� 1046（67番人気）
ワイド票数 計 294218 的中 �� 1989（39番人気）�� 4894（18番人気）�� 9402（9番人気）
3連複票数 計 812701 的中 ��� 4229（47番人気）
3連単票数 計1438131 的中 ��� 644（418番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―12．0―12．2―12．5―12．2―11．8―11．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―36．1―48．3―1：00．8―1：13．0―1：24．8―1：36．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F35．8
3 1，8－（5，11）－7，9，2，6，4，12，3，10 4 ・（1，8）（5，11）（2，7，9）（6，12）4（3，10）

勝馬の
紹 介

�サウンドデューク �
�
父 Duke of Marmalade �

�
母父 Diesis デビュー 2012．11．4 京都10着

2010．3．18生 牡4栗 母 Leopard Hunt 母母 Alcando 10戦2勝 賞金 16，550，000円
〔発走状況〕 ヨドノグレイス号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。

10044 4月6日 晴 良 （26阪神2）第4日 第8競走 ��
��1，400�サラブレッド系4歳以上

発走13時50分 （芝・右）
1000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 10，200，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，020，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．9
1：19．0

良
良

12 ヤ マ ノ レ オ �4栗 57 和田 竜二山泉 恵宥氏 山内 研二 新ひだか キヨタケ牧場 488± 01：21．6 23．5�
59 シンデレラボーイ 牡4鹿 57 福永 祐一田畑 利彦氏 矢作 芳人 浦河 高昭牧場 490± 0 〃 クビ 4．0�
24 サンマルクイーン 牝5栗 55 幸 英明相馬 勇氏 大橋 勇樹 浦河 笹島 政信 460＋ 41：21．81	 46．1�
11 ダンスディレクター 牡4鹿 57 浜中 俊太田 美實氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 438± 0 〃 アタマ 1．9�
510 タガノザイオン 牡7鹿 57 武 幸四郎八木 良司氏 石橋 守 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 494± 01：21．9クビ 25．4�
612 ヒルノクオリア 牡4鹿 57 松田 大作�ヒルノ 昆 貢 浦河 笠松牧場 468± 0 〃 クビ 9．7	
35 トキノゲンジ 牡6鹿 57 武 豊中野 正則氏 梅田 康雄 浦河 小倉牧場 514－ 2 〃 ハナ 22．6

23 アドマイヤクーガー 牡6栗 57 小牧 太近藤 利一氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470± 01：22．0クビ 66．8�
713 ラフジェントリー 牡4黒鹿57 岩田 康誠今西 和雄氏 北出 成人 日高 合資会社カ

ネツ牧場 B488± 0 〃 クビ 60．7�
48 ダンツミュータント 牡5青鹿 57

54 ▲松若 風馬山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 野坂牧場 444－ 2 〃 ハナ 31．9
47 メ ロ ー ト 牡6黒鹿57 太宰 啓介小林 茂行氏 湯窪 幸雄 新ひだか 田中 裕之 472± 0 〃 ハナ 47．6�
611 ハナノシンノスケ 牡7鹿 57 岡田 祥嗣池田 實氏 服部 利之 浦河 杵臼斉藤牧場 496＋161：22．1	 360．6�
36 ヒシガーネット 牝4青鹿 55

52 ▲岩崎 翼阿部 雅英氏 佐々木晶三 新冠 カミイスタット 462＋ 81：22．2	 10．6�
815 スリーアルテミス 牝6鹿 55 酒井 学永井商事� 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 B474＋101：22．51
 58．6�
816 インクレセント 牝5青鹿55 池添 謙一 �社台レースホース長浜 博之 安平 追分ファーム 450± 01：22．6	 64．9�
714 タマモコントラバス 牡7黒鹿57 松山 弘平タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 前田牧場 B476＋ 21：22．7クビ 109．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，587，700円 複勝： 69，311，400円 枠連： 25，124，600円
馬連： 88，589，700円 馬単： 58，927，100円 ワイド： 46，166，600円
3連複： 126，471，300円 3連単： 234，109，000円 計： 690，287，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，350円 複 勝 � 550円 � 170円 � 840円 枠 連（1－5） 360円

馬 連 �� 3，440円 馬 単 �� 10，560円

ワ イ ド �� 1，130円 �� 4，650円 �� 2，190円

3 連 複 ��� 30，270円 3 連 単 ��� 218，980円

票 数

単勝票数 計 415877 的中 � 13958（6番人気）
複勝票数 計 693114 的中 � 28662（6番人気）� 143442（2番人気）� 17760（10番人気）
枠連票数 計 251246 的中 （1－5） 52779（1番人気）
馬連票数 計 885897 的中 �� 19029（11番人気）
馬単票数 計 589271 的中 �� 4120（31番人気）
ワイド票数 計 461666 的中 �� 10395（12番人気）�� 2387（45番人気）�� 5159（22番人気）
3連複票数 計1264713 的中 ��� 3084（86番人気）
3連単票数 計2341090 的中 ��� 789（507番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．0―34．6―46．0―57．2―1：09．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．6
3 6，7（4，14）（2，9，15）（8，16）13，12（11，10）－3，5，1 4 6（7，14）（4，9，15）2（8，16）（13，12）（11，10）－3，5，1

勝馬の
紹 介

ヤ マ ノ レ オ �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2012．7．29 小倉9着

2010．4．22生 �4栗 母 カチョウフウゲツ 母母 ワカクモライン 17戦3勝 賞金 31，576，000円



10045 4月6日 晴 良 （26阪神2）第4日 第9競走 ��
��1，400�

な る と

鳴門ステークス
発走14時25分 （ダート・右）
4歳以上，1，600万円以下，25．3．30以降26．3．30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 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

24 ドレッドノート �6栗 55 浜中 俊�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 472± 01：24．0 7．1�
47 フミノファルコン 牡4黒鹿56 福永 祐一谷 二氏 目野 哲也 浦河 笹島 政信 546± 01：24．1� 3．9�
510 ソ ラ ニ ー 牡4黒鹿55 松山 弘平井上 一郎氏 武藤 善則 浦河 	川 啓一 488± 01：24．52� 20．7�
59 コウセイコタロウ 牡5黒鹿56 松田 大作杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 堤 牧場 482－ 4 〃 クビ 13．7�
611 コスタアレグレ 牡4栗 55 和田 竜二安原 浩司氏 吉村 圭司 新ひだか 岡田牧場 464－ 2 〃 アタマ 11．4�
36 キクノフレヴァン 牡8鹿 54 太宰 啓介菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム 488± 01：24．6クビ 76．2	
11 
 アンリヴィールド 牝5栗 54 藤田 伸二�大樹ファーム 昆 貢 米

Dr. Jerry Bilinski
DVM & Dr. Anina
LaCour DVM

484± 01：24．7� 3．2

816 ヘアーオブザドッグ 牡5鹿 54 石橋 脩平賀 久枝氏 鈴木 康弘 浦河 鎌田 正嗣 508－ 8 〃 クビ 29．4�
612
 キョウエイバサラ 牡6芦 54 岡田 祥嗣田中 晴夫氏 矢作 芳人 英 Belgrave

Bloodstock 534－ 21：25．01� 115．4�
35 デルマヌラリヒョン 牡4鹿 54 高倉 稜浅沼 廣幸氏 古賀 史生 日高 ファニーヒルファーム 478－141：25．42� 13．6
713 アルベルティ 牡6鹿 55 武 幸四郎 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 514－ 81：25．5� 24．1�
23 クランチタイム 牡6鹿 55 高田 潤加藤 千豊氏 木原 一良 様似 山本 和彦 512＋ 61：25．71� 87．3�
815 シゲルスダチ 牡5芦 56 川田 将雅森中 蕃氏 西園 正都 日高 豊洋牧場 440± 0 〃 ハナ 7．7�
12 ラディアーレ 牡6鹿 52 菱田 裕二吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム 466－ 21：25．8� 152．0�
48 ス カ ー レ ル 牝5栗 52 国分 優作吉田 照哉氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム 460－ 81：26．54 54．8�
714� ドゥーアップ 牡6鹿 55 小野寺祐太�ヒダカファーム木村 哲也 浦河 ヒダカフアーム B532－ 21：28．2大差 189．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，646，000円 複勝： 87，834，100円 枠連： 27，932，000円
馬連： 130，022，400円 馬単： 68，543，600円 ワイド： 58，904，800円
3連複： 174，429，000円 3連単： 277，393，500円 計： 868，705，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 240円 � 160円 � 580円 枠 連（2－4） 1，240円

馬 連 �� 1，350円 馬 単 �� 3，060円

ワ イ ド �� 610円 �� 2，230円 �� 1，440円

3 連 複 ��� 11，300円 3 連 単 ��� 65，280円

票 数

単勝票数 計 436460 的中 � 48786（3番人気）
複勝票数 計 878341 的中 � 93532（3番人気）� 184679（2番人気）� 31027（9番人気）
枠連票数 計 279320 的中 （2－4） 16636（4番人気）
馬連票数 計1300224 的中 �� 71272（3番人気）
馬単票数 計 685436 的中 �� 16556（8番人気）
ワイド票数 計 589048 的中 �� 25439（4番人気）�� 6265（28番人気）�� 9901（16番人気）
3連複票数 計1744290 的中 ��� 11397（37番人気）
3連単票数 計2773935 的中 ��� 3136（188番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．4―11．9―12．1―12．3―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．9―34．3―46．2―58．3―1：10．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドレッドノート �
�
父 メイショウオウドウ �

�
母父 Starborough デビュー 2010．7．31 小倉1着

2008．3．9生 �6栗 母 ボンヌマール 母母 レイクアネシー 14戦5勝 賞金 58，540，000円
※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。
（非当選馬） 3頭 ケージーヨシツネ号・ドリームコンサート号・ミッキーヘネシー号

10046 4月6日 晴 良 （26阪神2）第4日 第10競走 ��
��1，400�マーガレットステークス

発走15時00分 （芝・右）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量，収得賞金1，150万円毎1�
増

賞 品
本 賞 19，000，000円 7，600，000円 4，800，000円 2，900，000円 1，900，000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
1：19．9
1：19．0

良
良

57 ダンツキャンサー 牝3黒鹿54 藤田 伸二山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 千代田牧場 466－ 41：22．0 15．1�
812 コウエイタケル 牡3鹿 56 太宰 啓介伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 三石橋本牧場 470－ 21：22．1� 18．5�
33 オメガヴェンデッタ 牡3鹿 56 川田 将雅原 	子氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 508± 01：22．2
 2．9�
711 モンラッシェ 牡3栗 56 小牧 太吉澤 克己氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 458－ 61：22．3
 9．5�
710 ウインスプラッシュ 牡3鹿 57 松山 弘平�ウイン 加用 正 日高 白瀬 盛雄 480＋ 21：22．4
 42．6�
56 � ベストルーラー 牡3黒鹿56 福永 祐一馬場 幸夫氏 石坂 正 米 J. Adcock 484－ 2 〃 ハナ 11．5	
45 ダノンマッキンレー 牡3栗 56 北村 友一�ダノックス 音無 秀孝 浦河 三嶋牧場 468－ 8 〃 クビ 10．2

44 サクラエール 牡3黒鹿56 幸 英明�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 谷岡牧場 460± 01：22．5クビ 7．2�
22 キンシノキセキ 牡3鹿 56 浜中 俊若草クラブ 浅見 秀一 新冠 パカパカ

ファーム 476－ 21：22．71 5．0�
69 ビートゴーズオン 牝3栗 54 和田 竜二 社台レースホース�島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448－ 21：22．8� 76．7�
11 � ナンチンノン 牡3栗 56 石橋 脩加藤 誠氏 中竹 和也 米 Henrietta K.

Alexander 494± 0 〃 クビ 26．9�
813 メイショウオセアン 牡3鹿 56 池添 謙一松本 好�氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 532－ 41：22．9
 33．2�
68 ルミナスパレード 牝3黒鹿54 岩田 康誠 サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 468－ 21：23．75 18．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 57，628，300円 複勝： 103，675，100円 枠連： 33，408，600円
馬連： 162，320，700円 馬単： 86，026，700円 ワイド： 68，225，300円
3連複： 224，552，700円 3連単： 373，416，700円 計： 1，109，254，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，510円 複 勝 � 380円 � 410円 � 160円 枠 連（5－8） 3，250円

馬 連 �� 8，600円 馬 単 �� 18，670円

ワ イ ド �� 2，470円 �� 1，040円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 12，710円 3 連 単 ��� 107，440円

票 数

単勝票数 計 576283 的中 � 30175（7番人気）
複勝票数 計1036751 的中 � 61034（7番人気）� 56705（9番人気）� 233326（1番人気）
枠連票数 計 334086 的中 （5－8） 7600（16番人気）
馬連票数 計1623207 的中 �� 13943（36番人気）
馬単票数 計 860267 的中 �� 3402（72番人気）
ワイド票数 計 682253 的中 �� 6617（37番人気）�� 16443（12番人気）�� 15158（14番人気）
3連複票数 計2245527 的中 ��� 13046（46番人気）
3連単票数 計3734167 的中 ��� 2565（383番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．4―11．5―11．4―11．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．0―34．4―45．9―57．3―1：09．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．6―3F36．1
3 7，10（8，11）（6，13）3（1，5）9（2，12）4 4 7（10，11）（8，6，13）（3，5）1（9，12）（2，4）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダンツキャンサー �
�
父 アドマイヤジャパン �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2013．10．26 京都1着

2011．2．4生 牝3黒鹿 母 チョウカイクリス 母母 クリスタルトロフィ 7戦2勝 賞金 29，907，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。

２レース目



10047 4月6日 晴 良 （26阪神2）第4日 第11競走 ��
��2，000�第58回産 経 大 阪 杯（ＧⅡ）

発走15時35分 （芝・右）
4歳以上；負担重量は，56�，牝馬2�減，25．3．30以降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，25．3．29以前のGⅠ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）

産経新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 62，000，000円 25，000，000円 16，000，000円 9，300，000円 6，200，000円
付 加 賞 602，000円 172，000円 86，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

77 キ ズ ナ 牡4青鹿58 武 豊前田 晋二氏 佐々木晶三 新冠 株式会社
ノースヒルズ 498 2：00．3 2．4�

33 トウカイパラダイス 牡7黒鹿56 柴山 雄一内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 514＋ 22：00．51� 76．3�
44 エピファネイア 牡4鹿 58 福永 祐一 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 484－ 22：00．6クビ 1．9�
88 カレンミロティック 	6栗 57 池添 謙一鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 456＋ 42：00．81
 32．1�
22 ショウナンマイティ 牡6青鹿56 浜中 俊国本 哲秀氏 梅田 智之 新ひだか 矢野牧場 504＋ 42：01．01� 13．2�
11 フラガラッハ 牡7鹿 56 高倉 稜 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492－ 82：01．85 100．3	
55 メイショウマンボ 牝4鹿 55 武 幸四郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 480－ 82：02．54 6．4

66 ビートブラック 牡7青 57 石橋 脩前田 幸治氏 中村 均 新冠 ノースヒルズマネジメント 506－162：03．88 76．4�

（8頭）

売 得 金
単勝： 366，195，400円 複勝： 525，109，500円 枠連： 発売なし
馬連： 509，733，000円 馬単： 432，748，500円 ワイド： 162，955，700円
3連複： 544，616，400円 3連単： 2，530，895，400円 計： 5，072，253，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 450円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 7，020円 馬 単 �� 9，090円

ワ イ ド �� 920円 �� 120円 �� 680円

3 連 複 ��� 1，620円 3 連 単 ��� 20，050円

票 数

単勝票数 計3661954 的中 � 1211787（2番人気）
複勝票数 計5251095 的中 � 1350022（2番人気）� 80273（6番人気）� 2974866（1番人気）
馬連票数 計5097330 的中 �� 53643（12番人気）
馬単票数 計4327485 的中 �� 35169（17番人気）
ワイド票数 計1629557 的中 �� 29245（11番人気）�� 562566（1番人気）�� 40988（9番人気）
3連複票数 計5446164 的中 ��� 248251（5番人気）
3連単票数 計25308954 的中 ��� 93159（45番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―12．5―12．0―11．9―11．8―11．7―11．5―12．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．1―36．6―48．6―1：00．5―1：12．3―1：24．0―1：35．5―1：47．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F36．3
1
3
8，3，6－（2，5）4，1，7・（8，3）6＝2，5（1，4）7

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

勝馬の
紹 介

キ ズ ナ �

父 ディープインパクト �


母父 Storm Cat デビュー 2012．10．7 京都1着

2010．3．5生 牡4青鹿 母 キャットクイル 母母 Pacific Princess 8戦6勝 賞金 415，003，000円
［他本会外：2戦1勝］

※一般事項Ⅴ－2の（4）によりキズナ号は，天皇賞（春）（GⅠ）競走に優先出走できる。

10048 4月6日 晴 良 （26阪神2）第4日 第12競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走16時10分 （ダート・右）

1000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 10，200，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，020，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．7

重
重

36 メイショウロフウ 牡4黒鹿57 武 豊松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 浦河日成牧場 474＋ 21：11．3 6．0�
816 ゴーイングパワー 牡5鹿 57 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 498＋181：11．4� 38．4�
510� イエスイットイズ 牡5鹿 57 小林 徹弥薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 528－ 21：11．82� 4．8�
611� アイアンテール 牡6鹿 57 北村 友一鎌田 博�氏 本田 優 新冠 柏木 一則 516－ 81：12．11� 8．4�
612 グランプリブルー 牡5栗 57 浜中 俊北側 雅勝氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム B476± 0 〃 クビ 2．5�
23 ブ ロ ッ ケ ン 牝5鹿 55 幸 英明本間 茂氏 山内 研二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 462＋ 21：12．31� 106．3	
713 エーシンブランコス 牡5芦 57 川田 将雅
栄進堂 高野 友和 浦河 栄進牧場 440＋ 21：12．4� 6．2�
11 メイショウフォロー 牡5鹿 57 太宰 啓介松本 好雄氏 本田 優 日高 原田牧場 470± 01：12．61	 99．8�
714 シゲルシゲザネ 牡7鹿 57 川島 信二森中 蕃氏 藤沢 則雄 日高 出口牧場 478± 01：12．7クビ 52．1
12 ダノンジュピター 牡9栗 57

54 ▲義 英真
ダノックス 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント 486＋ 81：12．8� 129．6�
815 サイズミックレディ 牝6鹿 55

52 ▲岩崎 翼細谷 典幸氏 田所 秀孝 日高 下河辺牧場 B502± 0 〃 クビ 22．8�
35 サンライズネガノ 牡4芦 57

56 ☆中井 裕二松岡 隆雄氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 B490＋ 21：12．9クビ 30．8�
47 ワキノネクサス 牝5鹿 55

54 ☆菱田 裕二脇山 良之氏 村山 明 新ひだか 広田牧場 446＋ 21：13．32� 70．0�
59 � アグネスピンキー 牝6鹿 55

52 ▲松若 風馬渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 440－ 21：13．83 64．9�
48 エイシンパラダイス 牝4栗 55 藤田 伸二平井 克彦氏 小崎 憲 新ひだか 水丸牧場 458－ 21：14．54 44．3�
24 ヤマニンアルシェ 牡6鹿 57 森 一馬土井 肇氏 田中 章博 新冠 錦岡牧場 530－ 21：15．03 220．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 61，387，400円 複勝： 97，252，000円 枠連： 45，106，900円
馬連： 180，891，600円 馬単： 90，452，700円 ワイド： 76，165，000円
3連複： 241，875，200円 3連単： 449，258，400円 計： 1，242，389，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 250円 � 850円 � 180円 枠 連（3－8） 2，650円

馬 連 �� 9，130円 馬 単 �� 15，090円

ワ イ ド �� 3，130円 �� 650円 �� 2，370円

3 連 複 ��� 12，420円 3 連 単 ��� 93，660円

票 数

単勝票数 計 613874 的中 � 80957（3番人気）
複勝票数 計 972520 的中 � 105221（5番人気）� 23382（8番人気）� 177471（2番人気）
枠連票数 計 451069 的中 （3－8） 12594（12番人気）
馬連票数 計1808916 的中 �� 14631（25番人気）
馬単票数 計 904527 的中 �� 4424（41番人気）
ワイド票数 計 761650 的中 �� 5788（32番人気）�� 30943（6番人気）�� 7687（21番人気）
3連複票数 計2418752 的中 ��� 14382（35番人気）
3連単票数 計4492584 的中 ��� 3540（251番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．4―11．7―12．1―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．3―46．0―58．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．4―3F37．0
3 6，16（10，15）1（8，9）－4（7，12，13）（2，5，11）（3，14） 4 6，16（10，15）－8（1，9）（12，13）－（4，7，11，14）（2，5，3）

勝馬の
紹 介

メイショウロフウ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Gulch デビュー 2013．1．5 京都1着

2010．4．7生 牡4黒鹿 母 ウルトラシートゥ 母母 シートゥシャイニングシー 6戦3勝 賞金 26，852，000円
※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。
（非当選馬） 2頭 カシノインカローズ号・カリスマサンスカイ号
（非抽選馬） 1頭 スズノオオタカ号

４レース目



（26阪神2）第4日 4月6日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 171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

308，050，000円
5，290，000円
1，770，000円
28，470，000円
67，221，500円
4，582，000円
1，641，600円

勝馬投票券売得金
752，433，200円
1，259，808，700円
233，283，300円
1，406，411，700円
973，363，100円
595，145，500円
1，786，546，900円
4，707，124，600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 11，714，117，000円

総入場人員 26，531名 （有料入場人員 25，097名）
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