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10037 4月5日 雨 重 （27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）

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
1：08．8
1：08．7

重
重

510 ウォーターメアヌイ 牝3鹿 54 武 幸四郎山岡 正人氏 田所 秀孝 新ひだか 酒井 秀紀 426＋ 21：11．9 55．8�
59 グラッブユアコート 牝3鹿 54 福永 祐一�G1レーシング 千田 輝彦 千歳 社台ファーム 450－101：12．0� 2．2�
815 ショウナンサアーダ 牝3黒鹿54 浜中 俊国本 哲秀氏 吉村 圭司 浦河 大北牧場 484－ 61：12．1� 5．1�
47 シゲルゴホウサイ 牝3鹿 54 幸 英明森中 蕃氏 柴田 政見 新冠 中央牧場 414＋10 〃 クビ 6．4�
714 ハギノナトゥーラ 牝3鹿 54

53 ☆小崎 綾也日隈 良江氏 高野 友和 新冠 株式会社
ノースヒルズ 492＋ 21：12．84 8．4�

713 アグネスエピソード 牝3黒鹿54 国分 優作渡辺公美子氏 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 466－ 81：13．12 28．9	
12 タ ナ ボ タ 牝3栗 54

51 ▲�島 克駿松岡 隆雄氏 安田 隆行 日高 ヤナガワ牧場 446＋16 〃 ハナ 17．8

24 ク リ オ ロ 牝3鹿 54

53 ☆松若 風馬�ターフ・スポート浜田多実雄 新ひだか 三石川上牧場 472＋141：13．2� 47．5�
612 サンマルメジャール 牝3鹿 54 和田 竜二相馬 勇氏 山内 研二 浦河 木戸口牧場 444－ 61：13．3� 17．8
611 クリノリーソクツモ 牝3鹿 54 藤岡 佑介栗本 博晴氏 作田 誠二 日高 日西牧場 434－ 81：13．4� 11．6�
816 ツキノアカリ 牝3鹿 54 水口 優也�三嶋牧場 石橋 守 浦河 三嶋牧場 452＋ 6 〃 ハナ 143．2�
23 ノーブルコスマー 牝3黒鹿54 松田 大作 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 吉田 直弘 新ひだか 飛野牧場 460 ―1：13．5� 142．0�
11 ミキノソレイユ 牝3栗 54

52 △岩崎 翼谷口 久和氏 大橋 勇樹 浦河 浦河育成牧場 424－ 61：14．03 267．7�
48 アグネスレイア 牝3栗 54 高倉 稜渡辺公美子氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 462＋ 61：14．21� 32．5�
35 マーブルシャルルー 牝3鹿 54 松山 弘平下村 直氏 池添 兼雄 新ひだか 橋本牧場 400 ―1：14．73 178．3�
36 アンランジュ 牝3栗 54 小牧 太小林 秀樹氏 吉田 直弘 新ひだか 野坂牧場 452 ―1：15．23 124．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，752，600円 複勝： 40，000，200円 枠連： 12，706，200円
馬連： 54，217，100円 馬単： 30，443，800円 ワイド： 32，404，300円
3連複： 81，834，400円 3連単： 113，867，700円 計： 387，226，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，580円 複 勝 � 950円 � 120円 � 140円 枠 連（5－5） 4，600円

馬 連 �� 5，730円 馬 単 �� 14，780円

ワ イ ド �� 1，910円 �� 2，720円 �� 270円

3 連 複 ��� 7，680円 3 連 単 ��� 94，990円

票 数

単勝票数 計 217526 的中 � 3114（11番人気）
複勝票数 計 400002 的中 � 6146（11番人気）� 114483（1番人気）� 77675（2番人気）
枠連票数 計 127062 的中 （5－5） 2140（12番人気）
馬連票数 計 542171 的中 �� 7332（16番人気）
馬単票数 計 304438 的中 �� 1544（41番人気）
ワイド票数 計 324043 的中 �� 3937（21番人気）�� 2743（29番人気）�� 36613（1番人気）
3連複票数 計 818344 的中 ��� 7982（26番人気）
3連単票数 計1138677 的中 ��� 869（242番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．9―12．2―11．7―12．5

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウォーターメアヌイ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2014．10．5 阪神7着

2012．4．1生 牝3鹿 母 ウェルカムフラワー 母母 ブラッシュウィズテキーラ 6戦1勝 賞金 5，750，000円

10038 4月5日 雨 不良 （27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

58 メイショウヤギリ 牡3黒鹿56 池添 謙一松本 好雄氏 池添 学 日高 日西牧場 464± 01：51．6 35．8�
814 タガノフォーエバー 牡3鹿 56

53 ▲城戸 義政八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 526± 01：51．92 2．8�

23 カラーラビアンコ 牡3芦 56 松山 弘平金子真人ホール
ディングス� 音無 秀孝 新ひだか 千代田牧場 482－ 61：52．11� 16．0�

34 ロイヤルパンプ 牡3栗 56 吉田 隼人吉田 哲哉氏 中竹 和也 平取 稲原牧場 524＋ 21：52．2� 60．6�
610 オイルタウン 牡3栗 56 水口 優也山上 和良氏 池添 学 日高 沖田牧場 440＋ 81：52．51� 106．3�
35 ヒロノカマオレ 牡3栗 56 M．デムーロ守内ひろ子氏 牧田 和弥 浦河 猿橋 義昭 490＋ 8 〃 クビ 6．1	
11 ダイワハッスル 牡3栃栗56 川須 栄彦大城 敬三氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 488＋ 41：52．6クビ 128．9

46 スーパーノヴァ 牡3栗 56 藤岡 佑介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 本田 優 新ひだか グランド牧場 466－ 61：53．34 18．2�
22 オウケンワールド 牡3芦 56 福永 祐一福井 明氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 494 ―1：53．4� 9．8�
47 アースシンフォニー 牡3鹿 56 和田 竜二�ノースヒルズ 高橋 亮 新冠 須崎牧場 B464＋ 61：54．03� 6．7
815 バーンイットアウト 牡3黒鹿 56

55 ☆小崎 綾也�ノースヒルズ 池江 泰寿 新冠 株式会社
ノースヒルズ 498＋ 61：54．21 4．4�

59 スズカノーチラス 牡3鹿 56
55 ☆松若 風馬永井 啓弍氏 藤沢 則雄 浦河 大北牧場 426－ 4 〃 クビ 28．4�

611 メイケイヘリオス 牡3黒鹿56 北村 宏司名古屋競馬� 清水 久詞 新ひだか 山本 昇寿 520－ 21：54．3� 25．1�
713 ウインベーネ 牡3栗 56 熊沢 重文�ウイン 日吉 正和 新冠 コスモヴューファーム 454± 01：54．72� 208．2�
712 フェイバーシチー 牡3鹿 56 太宰 啓介 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 飛野牧場 492－ 61：55．23 109．1�
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売 得 金
単勝： 23，379，000円 複勝： 36，325，300円 枠連： 16，569，400円
馬連： 53，977，100円 馬単： 30，373，800円 ワイド： 30，710，000円
3連複： 74，210，100円 3連単： 102，902，700円 計： 368，447，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，580円 複 勝 � 1，000円 � 150円 � 430円 枠 連（5－8） 1，730円

馬 連 �� 5，650円 馬 単 �� 14，870円

ワ イ ド �� 1，740円 �� 4，510円 �� 750円

3 連 複 ��� 14，440円 3 連 単 ��� 117，480円

票 数

単勝票数 計 233790 的中 � 5212（10番人気）
複勝票数 計 363253 的中 � 7137（10番人気）� 91192（1番人気）� 18525（6番人気）
枠連票数 計 165694 的中 （5－8） 7420（7番人気）
馬連票数 計 539771 的中 �� 7391（19番人気）
馬単票数 計 303738 的中 �� 1531（47番人気）
ワイド票数 計 307100 的中 �� 4501（19番人気）�� 1688（36番人気）�� 11011（7番人気）
3連複票数 計 742101 的中 ��� 3852（43番人気）
3連単票数 計1029027 的中 ��� 635（315番人気）

ハロンタイム 12．3―10．5―12．6―12．5―12．5―12．7―12．8―12．7―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―22．8―35．4―47．9―1：00．4―1：13．1―1：25．9―1：38．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．2―3F38．5
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウヤギリ �
�
父 ショウナンカンプ �

�
母父 プリサイスエンド デビュー 2014．9．27 阪神13着

2012．4．8生 牡3黒鹿 母 メイショウエレノア 母母 ビワハルカゼ 8戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走状況〕 バーンイットアウト号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 アースシンフォニー号の騎手和田竜二は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番）
※出走取消馬 ネオロフォス号（疾病〔右寛跛行〕のため）
※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。
（非当選馬） 2頭 カネトシエトワール号・サンフェニックス号

第２回 阪神競馬 第４日



10039 4月5日 曇 不良 （27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

36 ゴーントレット 牡3黒鹿56 武 豊寺田 寿男氏 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 494＋ 41：24．8 2．6�
12 ブリンディス 牡3青鹿56 中谷 雄太新木 鈴子氏 矢作 芳人 浦河 ヒダカフアーム B510－ 21：25．11� 26．2�
612 イナズマディオーネ 牝3鹿 54 国分 恭介北所 直人氏 浜田多実雄 新冠 小泉牧場 458－ 81：25．42 313．4�
611 タイキレガトゥス 牡3栗 56 藤岡 佑介�大樹ファーム 藤岡 健一 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 474± 0 〃 アタマ 4．6�
48 � セイウンデライラ 牝3栗 54 浜中 俊西山 茂行氏 森 秀行 米 Eaton &

Thorne,Inc. 486＋ 41：25．5� 16．3�
47 オンワードバース 牡3鹿 56 藤田 伸二樫山 章子氏 柴田 政見 新冠 高橋 忍 432－ 21：25．71	 24．2	
510 スリーシスターズ 牝3黒鹿54 酒井 学 H.H．シェイク・モハメド 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 506 ―1：25．91 8．1

714 メイショウキリサメ 牡3黒鹿56 国分 優作松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 486± 0 〃 クビ 15．2�
59 ヘ イ ム ダ ル 牡3黒鹿56 M．デムーロ岡田 牧雄氏 宮 徹 浦河 谷川牧場 488－ 61：26．0クビ 3．7�
23 ラガーキリンオー 牡3鹿 56

53 ▲義 英真奥村 啓二氏 大久保龍志 新冠 競優牧場 446＋ 21：26．85 134．5
11 セ レ ー ノ 牡3黒鹿56 田中 博康齊藤 直信氏 谷 潔 様似 スイートフアーム 508 ―1：27．22
 113．0�
815 ワンダースパイア 牡3青鹿 56

55 ☆松若 風馬山本 能行氏 小崎 憲 浦河 大島牧場 450－ 21：27．3
 94．1�
35 ブループレリュード 牝3栗 54

53 ☆小崎 綾也三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 490＋ 21：27．51
 59．2�
713 ト ー ア レ ラ 牡3芦 56 熊沢 重文高山ランド� 作田 誠二 豊浦トーア牧場 552 ―1：27．71 163．6�
24 アサケバトル 牡3鹿 56 小林 徹弥大橋 堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 526 ―1：28．23 254．1�
816 タイセイフライト 牡3黒鹿56 西村 太一田中 成奉氏 羽月 友彦 日高 中川 欽一 464± 0 〃 ハナ 183．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，387，700円 複勝： 37，882，000円 枠連： 14，191，700円
馬連： 62，242，600円 馬単： 34，357，100円 ワイド： 33，243，200円
3連複： 79，553，600円 3連単： 119，441，300円 計： 408，299，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 150円 � 520円 � 6，020円 枠 連（1－3） 2，550円

馬 連 �� 2，960円 馬 単 �� 4，730円

ワ イ ド �� 1，210円 �� 11，020円 �� 40，710円

3 連 複 ��� 197，560円 3 連 単 ��� 577，290円

票 数

単勝票数 計 273877 的中 � 82426（1番人気）
複勝票数 計 378820 的中 � 92332（1番人気）� 16080（8番人気）� 1208（16番人気）
枠連票数 計 141917 的中 （1－3） 4308（10番人気）
馬連票数 計 622426 的中 �� 16294（13番人気）
馬単票数 計 343571 的中 �� 5439（19番人気）
ワイド票数 計 332432 的中 �� 7392（15番人気）�� 765（47番人気）�� 206（88番人気）
3連複票数 計 795536 的中 ��� 302（182番人気）
3連単票数 計1194413 的中 ��� 150（699番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．5―12．4―12．5―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．3―34．8―47．2―59．7―1：12．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴーントレット �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Exchange Rate デビュー 2014．11．29 京都2着

2012．4．17生 牡3黒鹿 母 シ ー カ ー マ 母母 C B Carm 5戦1勝 賞金 9，850，000円

10040 4月5日 曇 重 （27阪神2）第4日 第4競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走11時25分 （芝・右・外）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：32．0
1：30．7

良
良

611 テルメディカラカラ 牝3黒鹿54 浜中 俊小林 薫氏 石橋 守 新冠 錦岡牧場 442－ 41：38．0 89．6�
12 セイントバローズ 牡3鹿 56 藤岡 佑介猪熊 広次氏 藤岡 健一 浦河 富田牧場 470－ 8 〃 アタマ 29．2�
35 アルパーシャン 牡3栗 56 四位 洋文�エーティー 昆 貢 新ひだか 武 牧場 452＋14 〃 クビ 7．0�
11 マイアベーア 牡3青鹿56 M．デムーロ �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 462± 01：38．1クビ 2．6�
817 メイショウミソラ 牝3栗 54

52 △岩崎 翼松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 444± 01：38．52� 19．5�
510 アルティマブラッド 牝3青鹿 54

53 ☆松若 風馬 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 460－ 21：38．6� 6．0	
23 ダンツレガリア 牡3青 56 武 豊山元 哲二氏 本田 優 浦河 ガーベラパー

クスタツド 448＋ 2 〃 アタマ 4．9

48 カ ル シ ャ ン 牝3鹿 54 菱田 裕二門野 重雄氏 岡田 稲男 新ひだか フジワラフアーム 444－ 21：38．81 19．9�
818 ヒデノプラチナ 牡3鹿 56 松山 弘平大石 秀夫氏 佐藤 正雄 浦河 グラストレーニ

ングセンター 412－ 21：38．9� 359．9�
36 ヤマイチサクラ 牝3栗 54

51 ▲加藤 祥太坂本 肇氏 田所 秀孝 新ひだか 猪野毛牧場 454± 0 〃 クビ 173．3
47 コンクエストシチー 牡3栗 56 古川 吉洋 �友駿ホースクラブ 村山 明 新ひだか 幌村牧場 B468± 01：39．0� 42．2�
713 ノースピーディング 	3青鹿56 池添 謙一山田 弘氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 470 ―1：39．2� 107．0�
715 ワンダーヴァローレ 牡3鹿 56 北村 宏司山本 信行氏 奥村 豊 浦河 荻伏三好フ

アーム 496＋241：39．52 227．9�
59 スーサンヘイロー 牝3鹿 54 和田 竜二林 進氏 松田 国英 新冠 協和牧場 426－ 61：39．71 76．6�
24 ダブルサークル 牡3栗 56 蛯名 正義林 瑛子氏 森田 直行 平取 赤石牧場 478 ―1：39．91
 135．4�
714 レパードクリフ 牡3鹿 56 川田 将雅吉田 和子氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 480＋ 61：40．0� 10．2�
816 インシグニスブルー 牝3栗 54 国分 恭介 �ブルーマネジメント藤沢 則雄 新冠 川上牧場 B438－ 8 〃 クビ 245．6�
612 マコトグランドゥ 牡3栗 56 小牧 太�ディアマント 宮本 博 日高 白井牧場 460－ 21：40．32 18．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 34，820，400円 複勝： 49，874，700円 枠連： 17，869，900円
馬連： 74，794，500円 馬単： 38，981，600円 ワイド： 41，555，100円
3連複： 94，674，600円 3連単： 132，446，400円 計： 485，017，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 8，960円 複 勝 � 2，080円 � 720円 � 270円 枠 連（1－6） 1，960円

馬 連 �� 82，800円 馬 単 �� 185，030円

ワ イ ド �� 16，200円 �� 9，550円 �� 2，960円

3 連 複 ��� 182，530円 3 連 単 ��� 2，043，050円

票 数

単勝票数 計 348204 的中 � 3108（12番人気）
複勝票数 計 498747 的中 � 5560（12番人気）� 17336（9番人気）� 57842（4番人気）
枠連票数 計 178699 的中 （1－6） 7063（8番人気）
馬連票数 計 747945 的中 �� 700（83番人気）
馬単票数 計 389816 的中 �� 158（165番人気）
ワイド票数 計 415551 的中 �� 657（79番人気）�� 1118（60番人気）�� 3666（31番人気）
3連複票数 計 946746 的中 ��� 389（242番人気）
3連単票数 計1324464 的中 ��� 47（1941番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．5―37．0―49．2―1：01．7―1：13．8―1：25．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．8―3F36．3
3 ・（6，10）16（1，3，14）9（2，8，17）7，18（4，11）15，13，5，12 4 ・（6，10）16（1，3，14）（2，8，9）（7，17）4（11，18）（15，13）5，12

勝馬の
紹 介

テルメディカラカラ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2015．2．8 京都7着

2012．2．20生 牝3黒鹿 母 ジョリーダンス 母母 ピーターホフズパティア 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 セイントバローズ号の騎手藤岡佑介は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：8番・

16番・9番・14番）
※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 アスタープロスパー号・フミノインパルス号・ミスズダンディー号



10041 4月5日 雨 不良 （27阪神2）第4日 第5競走 ��
��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

56 ニホンピロサンダー 牡3黒鹿56 酒井 学小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 友田牧場 466＋ 21：51．4 18．2�
813 ゲットクローサー 牝3青鹿54 小牧 太 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 514＋ 4 〃 クビ 8．2�
68 ウォーターイーグル 牡3黒鹿56 菱田 裕二山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 516－101：51．5� 19．1�
22 � アポロケンタッキー 牡3鹿 56 和田 竜二アポロサラブレッドクラブ 山内 研二 米 Doug

Branham 528＋ 2 〃 ハナ 5．4�
11 ヤマカツライデン 牡3黒鹿56 池添 謙一山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 520± 0 〃 ハナ 7．1�
44 マルカライン 牡3栗 56 幸 英明日下部 猛氏 松永 昌博 日高 ヤナガワ牧場 502＋ 41：51．6� 10．4	
69 タイキオールブルー 牡3青鹿 56

54 △岩崎 翼�大樹ファーム 西園 正都 浦河 有限会社 ビ
クトリーファーム 444＋ 41：51．81	 12．0


33 エトランドル 牡3鹿 56 浜中 俊 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B522－ 61：52．01� 5．8�
45 バ ン ペ イ ユ 牡3鹿 56 北村 宏司 �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム B498－ 21：52．63� 27．2�
812 エイシンナセル 牡3鹿 56 M．デムーロ栄進堂 川村 禎彦 浦河 栄進牧場 474－ 41：52．7� 4．1�
711 ヤサカナンティー 牡3鹿 56 国分 恭介志邑 宣彦氏 浜田多実雄 むかわ 新井牧場 474－ 61：52．8クビ 112．7�
57 マッシヴランナー 牡3黒鹿56 藤岡 佑介小川 勲氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 508－ 41：53．01� 21．8�
710 アイファーマグオー 牡3栗 56

55 ☆小崎 綾也中島 稔氏 飯田 雄三 新ひだか 野表 篤夫 492± 0 〃 ハナ 54．9�
（13頭）

売 得 金
単勝： 33，655，700円 複勝： 51，594，000円 枠連： 20，145，600円
馬連： 75，876，500円 馬単： 38，094，500円 ワイド： 45，327，300円
3連複： 100，330，500円 3連単： 140，538，100円 計： 505，562，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，820円 複 勝 � 530円 � 360円 � 580円 枠 連（5－8） 1，940円

馬 連 �� 10，110円 馬 単 �� 29，600円

ワ イ ド �� 3，330円 �� 3，890円 �� 3，320円

3 連 複 ��� 59，810円 3 連 単 ��� 409，190円

票 数

単勝票数 計 336557 的中 � 14713（8番人気）
複勝票数 計 515940 的中 � 24861（8番人気）� 39807（6番人気）� 22737（9番人気）
枠連票数 計 201456 的中 （5－8） 8036（8番人気）
馬連票数 計 758765 的中 �� 5816（40番人気）
馬単票数 計 380945 的中 �� 965（100番人気）
ワイド票数 計 453273 的中 �� 3517（46番人気）�� 3000（51番人気）�� 3523（45番人気）
3連複票数 計1003305 的中 ��� 1258（177番人気）
3連単票数 計1405381 的中 ��� 249（1091番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―13．8―12．6―12．3―12．4―12．0―11．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．6―37．4―50．0―1：02．3―1：14．7―1：26．7―1：38．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．1―3F36．7
1
3
13，8，1（9，10）（7，6）（5，11）12（2，3）4・（13，8）（1，10）（9，3）7，6（5，12）11，2－4

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

勝馬の
紹 介

ニホンピロサンダー �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2014．7．19 中京2着

2012．5．26生 牡3黒鹿 母 ニホンピロエミリー 母母 ニホンピロポリーナ 12戦2勝 賞金 24，802，000円
〔制裁〕 ニホンピロサンダー号の騎手酒井学は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

10042 4月5日 雨 重 （27阪神2）第4日 第6競走 ��
��2，200�サラブレッド系4歳以上

発走12時45分 （芝・右）
500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：10．0

良
良

811 エアマチュール 牝4青鹿55 福永 祐一 �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム 450＋ 42：16．5 6．1�
11 マッチボックス 牡4黒鹿57 四位 洋文薪浦 亨氏 角田 晃一 安平 吉田 三郎 508－ 6 〃 クビ 8．9�
810 カレングラスジョー 牡5栗 57 M．デムーロ鈴木 隆司氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 526＋102：16．81� 8．1�
67 サイモンラムセス 牡5鹿 57 武 豊澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 452＋ 42：17．01	 2．1�
44 ウェーブゴールド 牡4黒鹿57 菱田 裕二万波 健二氏 松田 博資 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 494－ 42：17．42
 5．3�
22 マウイノカオイ 牡5鹿 57 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス� 村山 明 日高 白井牧場 484＋ 62：17．61	 25．8	
55 フロリダパンサー 牡4青鹿57 高倉 稜吉田 照哉氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 478－ 42：17．81	 10．1

33 エリタージュゲラン 牡4鹿 57 北村 宏司 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 野中 賢二 日高 白井牧場 454＋12 〃 アタマ 67．5�
78 ナンヨーユナ 牝5芦 55 浜中 俊中村 德也氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 466－ 22：18．22
 27．7�
79 クリノクレオパトラ 牝4黒鹿 55

54 ☆小崎 綾也栗本 博晴氏 田中 章博 新冠 坂元 芳春 442－ 22：18．83
 88．2
66 ペプチドウインド 牡5鹿 57

54 ▲加藤 祥太沼川 一彦氏 西村 真幸 浦河 杵臼牧場 470± 02：19．12 80．7�
（11頭）

売 得 金
単勝： 30，540，700円 複勝： 44，541，500円 枠連： 15，968，400円
馬連： 70，225，200円 馬単： 39，302，700円 ワイド： 34，364，900円
3連複： 83，304，600円 3連単： 146，992，800円 計： 465，240，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 220円 � 280円 � 280円 枠 連（1－8） 1，600円

馬 連 �� 3，020円 馬 単 �� 5，420円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 920円 �� 1，240円

3 連 複 ��� 7，220円 3 連 単 ��� 41，170円

票 数

単勝票数 計 305407 的中 � 39819（3番人気）
複勝票数 計 445415 的中 � 55285（3番人気）� 41014（4番人気）� 40846（5番人気）
枠連票数 計 159684 的中 （1－8） 7719（6番人気）
馬連票数 計 702252 的中 �� 17973（12番人気）
馬単票数 計 393027 的中 �� 5430（21番人気）
ワイド票数 計 343649 的中 �� 8852（13番人気）�� 9650（11番人気）�� 7033（16番人気）
3連複票数 計 833046 的中 ��� 8646（25番人気）
3連単票数 計1469928 的中 ��� 2588（128番人気）

ハロンタイム 12．9―11．2―11．6―12．9―12．5―12．7―12．5―12．4―12．5―12．1―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．9―24．1―35．7―48．6―1：01．1―1：13．8―1：26．3―1：38．7―1：51．2―2：03．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エアマチュール �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2014．2．16 京都9着

2011．2．28生 牝4青鹿 母 エアジャメヴー 母母 エアデジャヴー 11戦2勝 賞金 19，910，000円
〔制裁〕 フロリダパンサー号の騎手高倉稜は，前検量の際に所定の検量時刻に遅れたことについて過怠金10，000円。



10043 4月5日 雨 不良 （27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 （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

78 マコトグロズヌイ 牡4芦 57 川田 将雅�ディアマント �島 一歩 安平 ノーザンファーム 522＋ 61：51．4 2．6�
79 エイヴィアンボス 牡5鹿 57 C．ルメール 桑畑 �信氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 542± 0 〃 クビ 2．5�
33 ダイナミックウオー 牡5黒鹿57 福永 祐一小川 勲氏 目野 哲也 浦河 駿河牧場 524± 01：51．5� 4．6�
44 エアーウェーブ 牡5鹿 57

54 ▲加藤 祥太小林竜太郎氏 梅田 智之 平取 船越 伸也 534＋ 21：51．81� 19．7�
11 	 ランドスター 牡4栗 57 幸 英明木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 488＋ 41：52．22� 105．6	
811 オンワードハンター 牡4鹿 57

56 ☆小崎 綾也樫山 章子氏 村山 明 浦河 オンワード牧場 456＋ 21：52．3クビ 19．3

66 メイショウシシマル 牡4鹿 57 太宰 啓介松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 村下 明博 486－ 21：52．4� 20．5�
55 ロワサーブル 牡4栗 57 北村 宏司 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 494－ 41：52．71� 90．5
67 ニジノハヤテ 牡5黒鹿57 菱田 裕二三宅 勝俊氏 奥村 豊 新ひだか 三石ファーム 472± 0 〃 アタマ 112．6�
810 デ ビ ル 牡4黒鹿57 四位 洋文寺田 寿男氏 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 512± 01：53．12� 13．5�
22 オアフライダー 牡5鹿 57 藤田 伸二 Him Rock Racing 高橋 康之 日高 タバタファーム 482± 01：53．95 48．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 31，612，900円 複勝： 36，591，300円 枠連： 18，985，000円
馬連： 73，821，100円 馬単： 43，317，400円 ワイド： 36，099，900円
3連複： 94，571，800円 3連単： 173，695，300円 計： 508，694，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 110円 � 110円 � 130円 枠 連（7－7） 390円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 780円

ワ イ ド �� 170円 �� 180円 �� 220円

3 連 複 ��� 350円 3 連 単 ��� 1，840円

票 数

単勝票数 計 316129 的中 � 93799（2番人気）
複勝票数 計 365913 的中 � 102003（1番人気）� 84212（2番人気）� 60909（3番人気）
枠連票数 計 189850 的中 （7－7） 37272（2番人気）
馬連票数 計 738211 的中 �� 143009（1番人気）
馬単票数 計 433174 的中 �� 41515（2番人気）
ワイド票数 計 360999 的中 �� 59010（1番人気）�� 53081（2番人気）�� 36395（3番人気）
3連複票数 計 945718 的中 ��� 199656（1番人気）
3連単票数 計1736953 的中 ��� 68254（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．2―37．7―50．3―1：02．9―1：15．5―1：28．0―1：39．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．5―3F35．9
1
3

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

勝馬の
紹 介

マコトグロズヌイ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．1．13 京都3着

2011．1．20生 牡4芦 母 マコトキンラン 母母 ブゼンキャンドル 10戦2勝 賞金 21，630，000円
〔制裁〕 ロワサーブル号の騎手北村宏司は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて平成27年4月11日から平成27年4月

26日まで騎乗停止。（被害馬：2番）

10044 4月5日 雨 重 （27阪神2）第4日 第8競走 ��
��2，000�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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

66 � エイシンエルヴィン 牡4鹿 57 M．デムーロ�栄進堂 中尾 秀正 愛 K. K. Ei-
shindo 494－ 62：03．3 1．7�

89 エイシンハドソン 牡4鹿 57 和田 竜二�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 540± 02：03．4	 4．8�
11 ラブラバード 牡5芦 57 川田 将雅 �キャロットファーム 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506＋102：03．72 9．0�
77 モンドシャルナ 牡4鹿 57 C．ルメール 山本 英俊氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 444－ 42：04．12	 8．2�
44 フォルシャー 牡4栗 57 浜中 俊 �社台レースホース高野 友和 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 470± 02：04．2クビ 13．0	
22 ア ル テ 牡4栗 57

56 ☆小崎 綾也 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 468－ 62：04．3
 12．9

88 クリノダイコクテン 牡4栃栗57 藤岡 佑介栗本 博晴氏 谷 潔 日高 白井牧場 474＋ 42：04．51� 125．7�
55 マハロチケット 牡4鹿 57 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 日高 白井牧場 468－ 22：05．13	 24．7�
33 タガノベルーガ 牝4鹿 55 古川 吉洋八木 良司氏 宮 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 516＋ 22：07．4大差 40．3
（9頭）

売 得 金
単勝： 42，163，800円 複勝： 57，305，400円 枠連： 14，008，600円
馬連： 83，712，700円 馬単： 57，771，400円 ワイド： 46，740，100円
3連複： 104，470，300円 3連単： 248，588，500円 計： 654，760，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 120円 � 160円 枠 連（6－8） 320円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 490円

ワ イ ド �� 170円 �� 290円 �� 510円

3 連 複 ��� 740円 3 連 単 ��� 1，820円

票 数

単勝票数 計 421638 的中 � 197606（1番人気）
複勝票数 計 573054 的中 � 226038（1番人気）� 101777（2番人気）� 56351（3番人気）
枠連票数 計 140086 的中 （6－8） 32970（1番人気）
馬連票数 計 837127 的中 �� 180445（1番人気）
馬単票数 計 577714 的中 �� 87511（1番人気）
ワイド票数 計 467401 的中 �� 85700（1番人気）�� 38355（2番人気）�� 19342（8番人気）
3連複票数 計1044703 的中 ��� 104707（1番人気）
3連単票数 計2485885 的中 ��� 98670（1番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―12．9―12．5―12．3―12．5―12．3―12．0―11．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．4―37．3―49．8―1：02．1―1：14．6―1：26．9―1：38．9―1：50．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�エイシンエルヴィン �
�
父 Shamardal �

�
母父 Monsun デビュー 2013．8．4 小倉4着

2011．2．22生 牡4鹿 母 La Ina 母母 Limata 13戦3勝 賞金 47，936，000円
〔発走状況〕 タガノベルーガ号は，発進不良〔出遅れ〕。



10045 4月5日 雨 不良 （27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；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 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

23 ヒラボクプリンス 牡5鹿 57 浜中 俊�平田牧場 加藤 敬二 浦河 大柳ファーム 494－ 41：22．7 8．0�
510 キングズガード 牡4鹿 57 川田 将雅�日進牧場 田中 章博 浦河 日進牧場 436－ 81：22．8� 2．1�
59 アルボナンザ 牝5栗 55 四位 洋文�エーティー 昆 貢 浦河 辻 牧場 460－101：23．01	 13．5�
816 サクラエール 牡4黒鹿57 池添 謙一�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 谷岡牧場 472± 0 〃 クビ 14．0�
47 ゴーインググレート 牡5栗 57 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 482－ 21：23．1クビ 10．2	
48 マヤノオントロジー 牡6黒鹿57 菱田 裕二田所 英子氏 安達 昭夫 平取 北島牧場 502＋ 2 〃 クビ 93．3

713 サクセスフェイト 牡6黒鹿57 藤岡 佑介髙嶋 哲氏 中内田充正 浦河 有限会社

吉田ファーム 454＋ 21：23．41
 12．8�
11 リバーソウル 牡4黒鹿57 M．デムーロ林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 460＋ 61：23．61� 7．8�
815� モエレジュンキン 牡8鹿 57 吉田 隼人鈴木 照雄氏 武市 康男 浦河 藤坂 秋雄 476－ 81：23．7� 43．6
35 キクノフレヴァン 牡9鹿 57 幸 英明菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム 490＋ 21：23．8クビ 189．6�
612� ツルオカハチマン 牡6鹿 57 義 英真居城 要氏 大久保龍志 新冠 北勝ファーム 506＋ 21：23．9� 114．2�
714 サウスビクトル 牡6黒鹿57 小崎 綾也南波 壽氏 久保田貴士 新ひだか 猪野毛牧場 466＋ 4 〃 クビ 57．6�
611 ロードヴォルケーノ 牡4鹿 57 福永 祐一 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 480＋ 61：24．0クビ 9．3�
12 � ク ロ タ カ 牝6黒鹿55 松田 大作�槇本牧場 手塚 貴久 日高 槇本牧場 502＋ 81：24．21	 288．0�
24 コスモパルダ 牡6青鹿57 柴田 未崎 �ビッグレッドファーム 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム 488＋ 21：24．73 355．6�
36 デルマヌラリヒョン 牡5鹿 57 高倉 稜浅沼 廣幸氏 古賀 史生 日高 ファニーヒルファーム 490－ 81：24．8� 34．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 52，096，200円 複勝： 83，648，700円 枠連： 31，893，700円
馬連： 148，960，100円 馬単： 74，823，600円 ワイド： 75，019，100円
3連複： 196，934，000円 3連単： 311，206，100円 計： 974，581，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 230円 � 110円 � 240円 枠 連（2－5） 960円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 3，010円

ワ イ ド �� 470円 �� 1，350円 �� 460円

3 連 複 ��� 2，930円 3 連 単 ��� 20，160円

票 数

単勝票数 計 520962 的中 � 51926（3番人気）
複勝票数 計 836487 的中 � 72838（3番人気）� 281500（1番人気）� 65986（7番人気）
枠連票数 計 318937 的中 （2－5） 25568（5番人気）
馬連票数 計1489601 的中 �� 96882（5番人気）
馬単票数 計 748236 的中 �� 18622（13番人気）
ワイド票数 計 750191 的中 �� 42417（6番人気）�� 13174（18番人気）�� 43483（5番人気）
3連複票数 計1969340 的中 ��� 50262（9番人気）
3連単票数 計3112061 的中 ��� 11191（66番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．3―12．0―12．0―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．5―34．8―46．8―58．8―1：10．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒラボクプリンス �
�
父 ストラヴィンスキー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．5．26 京都4着

2010．3．22生 牡5鹿 母 ヒラボクキャロル 母母 チョウカイキャロル 23戦5勝 賞金 96，205，000円
※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 エーシングリズリー号・キタサンミカヅキ号・グランプリブルー号・コウユーサムライ号・サルバドールハクイ号・

セイカフォルトゥナ号・トーセンマイティ号・ナリタシーズン号・ミッキーヘネシー号・メイショウオセアン号・
メイショウゾンビ号・ヤマノサファイア号・ランドマーキュリー号

10046 4月5日 雨 不良 （27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1，200万円毎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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．9
1：19．0

良
良

11 フミノムーン 牡3栗 56 幸 英明谷 二氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 442－ 61：23．3 5．0�
46 マ リ オ ー ロ 牡3鹿 56 蛯名 正義菊地 剛氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 476－ 81：23．72� 4．8�
34 ネオスターダム 牡3黒鹿56 C．ルメール 一村 哲也氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 474－ 21：24．12� 3．7�
45 ナリタスターワン 牡3鹿 56 福永 祐一�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム 472＋ 8 〃 クビ 6．4�
57 スマートグレイス 牝3栗 54 武 豊大川 徹氏 河内 洋 新ひだか 飛野牧場 458＋ 21：24．2	 10．2�
58 ジ ル ダ 牝3鹿 54 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 友道 康夫 千歳 社台ファーム 410＋ 41：24．51	 7．6	
711 プレシャスルージュ 牡3黒鹿56 松若 風馬 
シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 466－ 6 〃 アタマ 29．3�
22 ワキノヒビキ 牡3鹿 57 北村 宏司脇山 良之氏 清水 久詞 新ひだか 広田牧場 486± 01：24．6クビ 50．8�
33 フェアラフィネ 牝3芦 54 松山 弘平髙樽さゆり氏 森田 直行 日高 豊洋牧場 430－ 41：24．81
 49．8
813 レンイングランド 牡3芦 57 四位 洋文田畑 勝彦氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 508＋ 41：25．33 17．1�
610 タイセイラビッシュ 牡3鹿 56 藤岡 佑介田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 478－ 41：25．72� 30．2�
69 ノースメイジャイ 牝3鹿 54 菱田 裕二吉澤 克己氏 森田 直行 浦河 藤春 修二 484－ 6 〃 ハナ 64．4�
712 エ フ ェ ク ト 牝3青鹿54 国分 優作山本 武司氏 服部 利之 鹿児島 新保牧場 462± 01：26．12� 91．1�
814 クリノヤクマン 牡3鹿 56 川須 栄彦栗本 博晴氏 蛯名 利弘 鹿児島 釘田 義美 480－ 81：27．59 204．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 61，142，500円 複勝： 88，480，900円 枠連： 41，018，200円
馬連： 184，768，700円 馬単： 81，751，700円 ワイド： 74，659，000円
3連複： 221，576，000円 3連単： 358，774，600円 計： 1，112，171，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 160円 � 150円 � 150円 枠 連（1－4） 740円

馬 連 �� 1，210円 馬 単 �� 2，570円

ワ イ ド �� 480円 �� 420円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，570円 3 連 単 ��� 9，700円

票 数

単勝票数 計 611425 的中 � 97784（3番人気）
複勝票数 計 884809 的中 � 135410（3番人気）� 165192（1番人気）� 148514（2番人気）
枠連票数 計 410182 的中 （1－4） 42540（3番人気）
馬連票数 計1847687 的中 �� 117821（3番人気）
馬単票数 計 817517 的中 �� 23821（8番人気）
ワイド票数 計 746590 的中 �� 38492（3番人気）�� 45789（2番人気）�� 48779（1番人気）
3連複票数 計2215760 的中 ��� 105736（1番人気）
3連単票数 計3587746 的中 ��� 26810（15番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．9―35．3―47．1―59．0―1：10．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フミノムーン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 サンダーガルチ デビュー 2014．10．25 京都1着

2012．3．30生 牡3栗 母 フミノシンデレラ 母母 リ フ ァ ン 6戦3勝 賞金 42，623，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 マリオーロ号の騎手蛯名正義は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：11番・14番・8番・2

番）
〔その他〕 クリノヤクマン号は，4コーナー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。

２レース目



10047 4月5日 曇 不良 （27阪神2）第4日 第11競走 ��
��2，000�第59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，26．4．5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，26．4．4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 65，000，000円 26，000，000円 16，000，000円 9，800，000円 6，500，000円
付 加 賞 994，000円 284，000円 142，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

33 ラ キ シ ス 牝5鹿 55 C．ルメール 大島 昌也氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 468＋102：02．9 12．0�
57 キ ズ ナ 牡5青鹿57 武 豊前田 晋二氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 506－ 82：03．22 1．4�
34 エアソミュール 牡6黒鹿57 M．デムーロ �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム 496－ 62：03．73 15．0�
712 スピルバーグ 牡6鹿 58 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 498－102：03．8� 7．4�
69 ロ ゴ タ イ プ 牡5黒鹿57 福永 祐一吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 490－ 82：04．01� 9．7�
813 デウスウルト 	7黒鹿56 川田 将雅吉田 勝己氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 472－ 62：04．2
 41．8	
22 ダノンヨーヨー 牡9栗 56 幸 英明�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 512± 0 〃 クビ 171．7

46 カレンブラックヒル 牡6黒鹿57 松山 弘平鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 488＋ 62：04．51
 12．1�
610 ショウナンパンドラ 牝4鹿 55 浜中 俊国本 哲秀氏 高野 友和 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452＋ 62：04．82 21．8�
11 トラストワン 牡7黒鹿56 和田 竜二大八木信行氏 庄野 靖志 浦河 村下農場 496－ 22：05．11
 341．6
58 ムスカテール 牡7黒鹿56 四位 洋文吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 494＋122：05．2
 312．8�
814 タガノグランパ 牡4鹿 56 菱田 裕二八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 488＋ 82：05．3� 103．3�
45 ゼ ロ ス 牡6鹿 56 藤田 伸二杉澤 光雄氏 石橋 守 日高 坂 牧場 506± 02：06．04 162．7�
711 キングズオブザサン 牡4芦 56 蛯名 正義 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム 472－ 82：06．32 99．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 300，978，200円 複勝： 363，668，500円 枠連： 156，640，300円
馬連： 791，754，200円 馬単： 511，558，300円 ワイド： 342，693，600円
3連複： 1，117，611，500円 3連単： 3，063，296，200円 計： 6，648，200，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，200円 複 勝 � 220円 � 110円 � 250円 枠 連（3－5） 400円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 2，940円

ワ イ ド �� 370円 �� 1，030円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，980円 3 連 単 ��� 16，620円

票 数

単勝票数 計3009782 的中 � 200159（4番人気）
複勝票数 計3636685 的中 � 250378（4番人気）� 1805034（1番人気）� 208085（6番人気）
枠連票数 計1566403 的中 （3－5） 297311（1番人気）
馬連票数 計7917542 的中 �� 724131（3番人気）
馬単票数 計5115583 的中 �� 130242（11番人気）
ワイド票数 計3426936 的中 �� 248275（3番人気）�� 77376（12番人気）�� 231983（5番人気）
3連複票数 計11176115 的中 ��� 421521（8番人気）
3連単票数 計30632962 的中 ��� 133610（56番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．9―36．6―48．8―1：01．1―1：13．5―1：25．8―1：38．0―1：50．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ラ キ シ ス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー 2012．12．2 阪神1着

2010．1．31生 牝5鹿 母 マジックストーム 母母 Foppy Dancer 13戦5勝 賞金 279，386，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりラキシス号は，天皇賞（春）（GⅠ）競走に優先出走できる。

10048 4月5日 曇 不良 （27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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．7

重
重

510 サンライズネガノ 牡5芦 57
54 ▲�島 克駿松岡 隆雄氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 B500－ 21：10．0 61．9�

24 サンライズマーチ 牡5鹿 57
56 ☆松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 492＋ 81：10．53 27．6�

12 ヤマニンメンヒル 牡6鹿 57 藤田 伸二土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 478－ 2 〃 クビ 82．8�
815	 エルウェーオージャ 
7青 57 国分 恭介雑古 隆夫氏 坪 憲章 新ひだか 加野牧場 486± 01：10．6� 82．1�
611 ティップトップ 牝4鹿 55 福永 祐一 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 494－12 〃 クビ 4．5�
11 キングズウェザー 牡5栗 57 武 豊松本 好雄氏 藤沢 則雄 新冠 蛯名牧場 510± 01：10．7クビ 9．4�
714 パーティードレス 牝4栗 55 M．デムーロ原 �子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 474－ 2 〃 クビ 7．9	
612	 サンライズネオ 牡5黒鹿57 浜中 俊松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 480－ 61：10．91 15．8

816 シルヴァーグレイス 牝5鹿 55 川田 将雅吉田 哲哉氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 462－ 2 〃 クビ 12．8�
36 ボーンレジェンド 牝4鹿 55 吉田 隼人 �グリーンファーム田島 俊明 千歳 社台ファーム 482－ 61：11．11 13．9
713 コスタアレグレ 牡5栗 57 蛯名 正義安原 浩司氏 吉村 圭司 新ひだか 岡田牧場 474－ 2 〃 ハナ 5．0�
23 プレフェリート 牡4鹿 57 北村 宏司金子真人ホール

ディングス� 安田 隆行 新ひだか 千代田牧場 500－ 21：11．2� 31．4�
48 フィールドメジャー 牝5栗 55 酒井 学地田 勝三氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 446± 01：11．3� 59．9�
47 セトノミッシー 牝5鹿 55

52 ▲義 英真難波 経雄氏 鈴木 孝志 日高（有）社台コーポレー
ション白老ファーム B436－101：11．4クビ 119．7�

59 	 エンプレスペスカ 牝4青鹿 55
52 ▲加藤 祥太山田信太郎氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 454± 01：11．71� 243．5�

35 プライムグローリー 牡4黒鹿57 菱田 裕二吉田 照哉氏 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 506± 0 〃 ハナ 3．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 70，207，700円 複勝： 102，088，300円 枠連： 61，136，900円
馬連： 259，308，700円 馬単： 94，175，700円 ワイド： 100，031，200円
3連複： 280，944，100円 3連単： 434，658，800円 計： 1，402，551，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，190円 複 勝 � 1，780円 � 730円 � 2，220円 枠 連（2－5） 13，860円

馬 連 �� 63，790円 馬 単 �� 75，620円

ワ イ ド �� 10，910円 �� 31，810円 �� 13，410円

3 連 複 ��� 654，370円 3 連 単 ��� 4，201，700円

票 数

単勝票数 計 702077 的中 � 9060（12番人気）
複勝票数 計1020883 的中 � 14899（13番人気）� 38741（9番人気）� 11872（14番人気）
枠連票数 計 611369 的中 （2－5） 3417（29番人気）
馬連票数 計2593087 的中 �� 3353（88番人気）
馬単票数 計 941757 的中 �� 934（145番人気）
ワイド票数 計1000312 的中 �� 2372（78番人気）�� 810（106番人気）�� 1928（87番人気）
3連複票数 計2809441 的中 ��� 322（472番人気）
3連単票数 計4346588 的中 ��� 75（2794番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．3―11．8―11．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．9―34．2―46．0―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンライズネガノ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Miswaki デビュー 2012．10．1 阪神6着

2010．3．16生 牡5芦 母 ネ ガ ノ 母母 Madame Treasurer 16戦4勝 賞金 35，400，000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 アクションバイオ号・プロスパー号
（非抽選馬） 1頭 キタサンウンゲツ号

４レース目



（27阪神2）第4日 4月5日（日曜日） 雨時々曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

重後不良
重後不良

競走回数 12回 出走頭数 169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 手 当

314，440，000円
2，080，000円
6，300，000円
2，400，000円
29，200，000円
6，000，000円
69，703，000円
4，606，000円
1，622，400円

勝馬投票券売得金
729，737，400円
992，000，800円
421，133，900円
1，933，658，500円
1，074，951，600円
892，847，700円
2，530，015，500円
5，346，408，500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 13，920，753，900円

総入場人員 15，492名 （有料入場人員 ）
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