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10049 4月8日 曇 不良 （29阪神2）第5日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10時00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 250，000
250，000

円
円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

611 タガノリアン 牝3鹿 54 M．デムーロ八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 456－ 21：24．5 5．1�

510 シュクレビジュー 牝3鹿 54 福永 祐一 �サンデーレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 420± 01：24．6� 18．1�
48 ピ カ ロ 牝3鹿 54 武 豊山口 敦広氏 鈴木 孝志 新冠 大狩部牧場 440± 01：24．7� 9．6�
11 タガノエヴァンジル 牝3鹿 54 藤岡 康太八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 460－101：25．55 85．5�
36 ラモントルドール 牝3青鹿54 浜中 俊 �サンデーレーシング 清水 久詞 平取 坂東牧場 476－ 41：25．6� 22．4�
59 ソ ウ ォ ン 牝3青鹿54 北村 友一	ノースヒルズ 大久保龍志 新ひだか 土居牧場 418＋ 2 〃 同着 116．1

612 ファミーユボヌール 牝3黒鹿54 C．ルメール 原 �子氏 松永 幹夫 新ひだか 岡田スタツド 444－ 21：25．81� 1．3�
714 アルマバテーム 牝3鹿 54 国分 優作コウトミックレーシング 西浦 勝一 浦河 バンブー牧場 B492＋ 41：26．22� 91．0�
12 サマーマロン 牝3鹿 54 国分 恭介畑佐 博氏 牧田 和弥 新ひだか 沖田 博志 452 ―1：26．3� 261．2
23 ハンドレッドライフ 牝3鹿 54 幸 英明伊藤 信之氏 石橋 守 新ひだか チャンピオンズファーム 456± 01：26．4� 24．1�
24 ヴァージャー 牝3黒鹿 54

53 ☆岩崎 翼 H.H．シェイク・モハメド 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 434± 01：26．82� 26．3�

35 タンバレジーナ 牝3黒鹿 54
51 ▲富田 暁荻野 憲夫氏 千田 輝彦 日高 山際 辰夫 432＋ 21：26．9クビ 320．4�

815 シャンノース 牝3栗 54 松若 風馬水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 486＋ 61：27．0� 139．1�
816 カンガルールブタン 牝3黒鹿54 柴田 未崎長井 純一氏 田所 秀孝 むかわ 貞広 賢治 456 ― 〃 クビ 253．1�
47 テイエムローレン 牝3黒鹿 54

51 ▲森 裕太朗竹園 正繼氏 杉山 晴紀 新冠 タニグチ牧場 420± 01：29．2大差 301．1�
713 ネオヴレクール 牝3鹿 54

51 ▲三津谷隼人小林 仁幸氏 田所 秀孝 日高 メイプルファーム 432－ 81：29．51� 295．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，394，300円 複勝： 105，501，000円 枠連： 15，912，500円
馬連： 45，843，800円 馬単： 28，954，200円 ワイド： 30，339，900円
3連複： 73，603，000円 3連単： 125，016，100円 計： 449，564，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 420円 � 970円 � 680円 枠 連（5－6） 810円

馬 連 �� 2，950円 馬 単 �� 4，850円

ワ イ ド �� 690円 �� 410円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 3，680円 3 連 単 ��� 16，620円

票 数

単勝票数 計 243943 的中 � 37972（2番人気）
複勝票数 計1055010 的中 � 71236（2番人気）� 27354（4番人気）� 40086（3番人気）
枠連票数 計 159125 的中 （5－6） 15136（4番人気）
馬連票数 計 458438 的中 �� 12019（8番人気）
馬単票数 計 289542 的中 �� 4469（12番人気）
ワイド票数 計 303399 的中 �� 11068（8番人気）�� 20156（3番人気）�� 7227（9番人気）
3連複票数 計 736030 的中 ��� 14985（10番人気）
3連単票数 計1250161 的中 ��� 5453（45番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．7―12．3―12．4―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―34．9―47．2―59．6―1：11．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノリアン �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2017．3．5 阪神2着

2014．3．29生 牝3鹿 母 タイニーシャイナー 母母 シャイニンググラス 3戦1勝 賞金 9，400，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ウイングフリオーソ号・スーサンゴー号

10050 4月8日 曇 不良 （29阪神2）第5日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時30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

48 マジカルスペル 牡3芦 56 四位 洋文吉田 勝己氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 518＋ 81：51．8 1．6�
815 ダンツブレーブ 牡3芦 56 松若 風馬山元 哲二氏 山内 研二 日高 長田ファーム 460± 01：52．33 7．3�
612 メイショウマトイ 牡3鹿 56 M．デムーロ松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 466± 01：52．4� 4．1�
713 ファイトエルフ 牡3青鹿 56

53 ▲川又 賢治西村 健氏 森 秀行 むかわ 市川牧場 442－ 41：53．25 29．9�
47 オースミイーグル 牡3鹿 56

55 ☆岩崎 翼�オースミ 松下 武士 新ひだか 岡田牧場 518＋ 61：53．51� 49．2�
35 メイショウシエロ 牡3鹿 56 蛯名 正義松本 好雄氏 千田 輝彦 新ひだか 三木田 明仁 498＋ 4 〃 クビ 110．6	
611 プリンスオブペスカ 牡3鹿 56 幸 英明山田信太郎氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 458－121：53．82 134．6

59 ティンガティンガ 牡3芦 56 高倉 稜新木 鈴子氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 454＋ 41：54．01� 133．6�
12 イ ン テ ィ 牡3栗 56 藤岡 康太武田 茂男氏 野中 賢二 浦河 山下 恭茂 498 ― 〃 クビ 22．8�
23 コパノベスト �3黒鹿56 福永 祐一小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 服部 牧場 472－ 61：54．53 82．7
11 テイルインジエアー 牡3鹿 56 国分 恭介 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 宮 徹 平取 北島牧場 488＋ 6 〃 クビ 170．3�
714 キョウワベルナルド 牡3鹿 56 太宰 啓介�協和牧場 佐々木晶三 新冠 協和牧場 456－ 61：55．03 18．3�
816 オ ー ス タ ラ 牝3鹿 54 池添 謙一永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 下河辺牧場 460＋ 61：55．21� 16．9�
36 ハギノプレスト 牡3鹿 56 北村 友一安岡美津子氏 	島 一歩 浦河 村下 明博 B498－ 81：56．58 146．1�
510 ナッシングエルス 牡3黒鹿56 藤岡 佑介名古屋友豊� 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 444－ 61：56．81� 75．9�
24 ハナズクリーム 牝3鹿 54 国分 優作中西 功氏 牧田 和弥 日高 増尾牧場 412－ 21：57．65 339．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，254，900円 複勝： 62，095，900円 枠連： 18，886，800円
馬連： 46，120，300円 馬単： 27，369，200円 ワイド： 30，170，100円
3連複： 62，556，300円 3連単： 98，706，900円 計： 372，160，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 130円 � 120円 枠 連（4－8） 380円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 820円

ワ イ ド �� 250円 �� 160円 �� 290円

3 連 複 ��� 500円 3 連 単 ��� 2，030円

票 数

単勝票数 計 262549 的中 � 124975（1番人気）
複勝票数 計 620959 的中 � 388185（1番人気）� 55488（3番人気）� 67641（2番人気）
枠連票数 計 188868 的中 （4－8） 37577（2番人気）
馬連票数 計 461203 的中 �� 55794（2番人気）
馬単票数 計 273692 的中 �� 24852（2番人気）
ワイド票数 計 301701 的中 �� 27549（2番人気）�� 59613（1番人気）�� 23057（3番人気）
3連複票数 計 625563 的中 ��� 92832（1番人気）
3連単票数 計 987069 的中 ��� 35190（2番人気）

ハロンタイム 12．8―11．0―12．9―12．3―12．5―12．6―12．4―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．8―36．7―49．0―1：01．5―1：14．1―1：26．5―1：38．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マジカルスペル �
�
父 Creative Cause �

�
母父 Proud Citizen デビュー 2016．7．17 函館3着

2014．1．30生 牡3芦 母 プラウドスペル 母母 Pacific Spell 3戦1勝 賞金 8，800，000円
〔制裁〕 オースミイーグル号の騎手岩崎翼は，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：13番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハナズクリーム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年5月8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） 1頭 ジューンソリドール号
（非抽選馬） 5頭 ウエスタンアッレ号・ナムラメスナー号・パワーズオブテン号・ブルベアジュラフ号・モズダイキチ号

第２回 阪神競馬 第５日



10051 4月8日 曇 不良 （29阪神2）第5日 第3競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走11時00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

23 オーミシューマン 牡3鹿 56 畑端 省吾岩﨑 僖澄氏 大橋 勇樹 新冠 松木 加代 456＋221：11．9 11．8�
59 � ワンダーセトラ 牡3鹿 56 松若 風馬 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 山内 研二 米 Meg Buckley &
Mike Buckley 476－ 2 〃 アタマ 3．1�

611 メイショウクジャク 牝3栗 54 蛯名 正義松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 本巣 敦 430－ 21：12．11� 12．6�
36 ジョーカルーア 牝3芦 54 池添 謙一上田けい子氏 松下 武士 浦河 斉藤 政志 520－ 4 〃 クビ 4．1�
12 � クーファディーヴァ 牝3栗 54 武 豊大迫久美子氏 中内田充正 英 Zenno Man-

agement Inc 456＋ 61：12．42 17．3�
713 ハクユウマックス 牡3栗 56 幸 英明 �H.Iコーポレーション 作田 誠二 新ひだか 松田 一夫 498－ 2 〃 ハナ 14．7	
35 キセキノホシ 牡3鹿 56 和田 竜二サイプレスホール

ディングス合同会社 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 488－ 41：12．61� 3．9

510� サウンドスカイメサ 牝3鹿 54 福永 祐一増田 雄一氏 村山 明 米 Equus Farm 454－ 41：12．7クビ 87．1�
11 ハッピーマテリアル 牝3鹿 54 北村 友一�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 454－ 41：12．8	 21．6�
48 シュプリームゾーン 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣村上 憲政氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 480＋ 4 〃 ハナ 30．2
815 ニホンピロカミーユ 牝3栗 54 酒井 学小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 友田牧場 464 ―1：12．9
 111．8�
47 ピエナムーン 牡3栗 56

53 ▲森 裕太朗本谷 兼三氏 飯田 祐史 浦河 まるとみ冨岡牧場 418－ 41：13．11 46．2�
714 ヒロノオンリーワン 牡3黒鹿 56

55 ☆義 英真小野 博郷氏 崎山 博樹 新ひだか 山田牧場 504－ 21：13．2
 236．1�
612 オースミシュエット 牝3栗 54

51 ▲三津谷隼人�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 406－ 41：14．47 227．3�
24 ワンダースペラーレ 牡3鹿 56 国分 恭介山本 信行氏 牧田 和弥 新ひだか フクダファーム 480 ―1：15．46 173．1�
816 メイショウリュウク 牡3鹿 56 �島 良太松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 斉藤英牧場 454 ―1：15．82	 94．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，791，700円 複勝： 38，496，200円 枠連： 15，519，600円
馬連： 46，305，700円 馬単： 21，577，800円 ワイド： 29，675，400円
3連複： 68，219，700円 3連単： 83，062，900円 計： 325，649，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，180円 複 勝 � 400円 � 160円 � 300円 枠 連（2－5） 2，570円

馬 連 �� 2，280円 馬 単 �� 5，130円

ワ イ ド �� 980円 �� 2，730円 �� 650円

3 連 複 ��� 6，800円 3 連 単 ��� 42，460円

票 数

単勝票数 計 227917 的中 � 15431（4番人気）
複勝票数 計 384962 的中 � 20727（7番人気）� 80703（1番人気）� 30603（4番人気）
枠連票数 計 155196 的中 （2－5） 4677（9番人気）
馬連票数 計 463057 的中 �� 15736（6番人気）
馬単票数 計 215778 的中 �� 3150（17番人気）
ワイド票数 計 296754 的中 �� 7820（11番人気）�� 2661（27番人気）�� 12305（5番人気）
3連複票数 計 682197 的中 ��� 7517（20番人気）
3連単票数 計 830629 的中 ��� 1418（125番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．5―12．0―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．4―46．4―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オーミシューマン �
�
父 フサイチリシャール �

�
母父 マリエンバード デビュー 2016．8．20 小倉3着

2014．4．25生 牡3鹿 母 パープルパンチ 母母 ショウワグローリー 3戦1勝 賞金 6，800，000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） 2頭 ノアサンキュウ号・メイショウカリナン号
（非抽選馬） 2頭 クレールソレイユ号・タガノヴァン号

10052 4月8日 曇 重 （29阪神2）第5日 第4競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走11時30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
1：57．6
1：56．1

良
良

713 マスターコード 牡3黒鹿56 浜中 俊�G1レーシング 吉村 圭司 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 452－ 42：04．0 7．9�

611 サウンドラブリー 牝3芦 54 武 豊増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 438＋ 4 〃 アタマ 25．9�
48 グレンマクナス 牡3鹿 56 C．ルメール �社台レースホース藤岡 健一 千歳 社台ファーム 508＋ 22：04．31� 1．6�
816 アロマドゥルセ 牝3青鹿54 北村 友一 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 424－102：04．62 12．2�
47 エアニューゲート 牡3鹿 56 福永 祐一 �ラッキーフィールド笹田 和秀 千歳 社台ファーム 510 ―2：04．7クビ 6．0	
24 サンライズフォルテ 牡3黒鹿56 松若 風馬松岡 隆雄氏 羽月 友彦 新ひだか 下屋敷牧場 484 ―2：05．34 55．3

714 サダムドミニック 牡3黒鹿56 藤岡 佑介大西 定氏 平田 修 浦河 杵臼牧場 452± 02：05．51 66．4�
510 ハートクレスト 牝3鹿 54 和田 竜二 �サンデーレーシング 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 432－ 4 〃 ハナ 11．7�
23 ペ イ バ ッ ク 牡3黒鹿56 高倉 稜小笹 公也氏 清水 久詞 日高 ヤナガワ牧場 464－ 4 〃 クビ 62．2
35 チャッティレディ 牝3黒鹿54 国分 恭介 H.H．シェイク・モハメド 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492－142：05．92 27．2�
11 ノルナゲスト 牡3栗 56 四位 洋文 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 478＋ 22：06．11� 34．1�
59 ショウナンラスター 牡3栗 56 	島 良太国本 哲秀氏 中村 均 新冠 アラキフアーム 448－ 4 〃 アタマ 152．3�
815 ローズカスケイド 牝3鹿 54 藤岡 康太 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 418－162：06．31 47．0�
12 カ ン ナ 牝3栗 54 国分 優作石川 達絵氏 清水 久詞 日高 永村 侑 488－ 2 〃 クビ 250．4�
36 ウインスーペリア 牡3黒鹿56 幸 英明�ウイン 西園 正都 新冠 村田牧場 464 ―2：06．4クビ 77．8�
612 マヴェリックライト 牡3栗 56 小牧 太栗山 良子氏 羽月 友彦 新ひだか 株式会社U・M・A 458－ 22：07．14 249．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，277，500円 複勝： 80，029，200円 枠連： 14，168，000円
馬連： 48，256，900円 馬単： 30，335，800円 ワイド： 32，547，500円
3連複： 69，277，100円 3連単： 110，273，600円 計： 417，165，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 140円 � 320円 � 110円 枠 連（6－7） 4，570円

馬 連 �� 7，010円 馬 単 �� 14，200円

ワ イ ド �� 1，200円 �� 220円 �� 470円

3 連 複 ��� 1，770円 3 連 単 ��� 32，600円

票 数

単勝票数 計 322775 的中 � 32521（3番人気）
複勝票数 計 800292 的中 � 71621（2番人気）� 19675（6番人気）� 527910（1番人気）
枠連票数 計 141680 的中 （6－7） 2399（11番人気）
馬連票数 計 482569 的中 �� 5332（18番人気）
馬単票数 計 303358 的中 �� 1602（31番人気）
ワイド票数 計 325475 的中 �� 5922（12番人気）�� 44731（1番人気）�� 16671（5番人気）
3連複票数 計 692771 的中 ��� 29345（4番人気）
3連単票数 計1102736 的中 ��� 2452（93番人気）

ハロンタイム 12．6―11．8―12．7―12．5―12．6―12．7―12．7―12．3―12．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．4―37．1―49．6―1：02．2―1：14．9―1：27．6―1：39．9―1：51．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．1―3F36．4
1
3
11，6（4，13）（5，16，15）（2，8）（3，14）10（1，7）12，9
11，6（4，13）（5，15）（2，16）（3，8）10（9，14）7，1，12

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

勝馬の
紹 介

マスターコード �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．12．4 阪神9着

2014．2．18生 牡3黒鹿 母 コードネーム 母母 トリッキーコード 5戦1勝 賞金 8，800，000円
※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） 6頭 エイシンクリック号・オンワードミシガン号・テイエムナナフク号・ナルハヤ号・マルカノカガヤキ号・

メイショウテンシャ号
（非抽選馬） 2頭 テンペスト号・レンジャックマン号



10053 4月8日 曇 不良 （29阪神2）第5日 第5競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走12時20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

47 ウ ラ ガ ー ノ 牝3青鹿54 M．デムーロ藤田 孟司氏 吉村 圭司 日高 モリナガファーム 514－ 41：23．7 4．5�
48 カ ム カ ム 牡3鹿 56 岡田 祥嗣共田 義夫氏 浜田多実雄 新冠 松浦牧場 458－ 2 〃 クビ 67．8�
713 アシャカリアン 牡3栗 56 幸 英明吉冨 学氏 大根田裕之 日高 豊洋牧場 460－ 8 〃 ハナ 12．3�
611 ハクサンベル 牡3鹿 56 酒井 学河﨑 五市氏 西園 正都 新ひだか 三木田牧場 452－ 41：23．91� 24．4�
815 メイショウギガース 牡3青鹿56 浜中 俊松本 好雄氏 岡田 稲男 様似 中脇 一幸 462＋ 21：24．0� 4．1�
36 シャイニングボルト 牡3黒鹿56 小牧 太�ラ・メール 友道 康夫 浦河 辻 牧場 B470＋ 41：24．1クビ 2．8	
510 ペ ス カ ネ ラ 牝3黒鹿54 高倉 稜山口 敦広氏 松下 武士 新冠 斉藤 安行 430－ 21：24．42 67．2

12 ジュエアトゥー 	3栗 56 松若 風馬首藤 徳氏 山内 研二 新ひだか 谷岡牧場 488－ 21：24．5
 8．8�
11 メイショウブレナム 牡3栗 56 池添 謙一松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 三嶋牧場 458＋ 61：24．92� 17．7�
35 ラニカイシチー 牡3鹿 56

55 ☆義 英真 �友駿ホースクラブ 村山 明 新冠 パカパカ
ファーム 460－ 61：25．0
 168．1

612 ブ ル ー ミ ン 牝3黒鹿54 国分 優作佐々木雄二氏 松元 茂樹 浦河 �川 啓一 460＋ 41：25．31� 20．6�
816 タイセイマルス 牡3黒鹿56 蛯名 正義田中 成奉氏 栗田 徹 新ひだか 野坂牧場 456± 01：25．83 61．6�
24 ヴァリーゲイト 牡3栗 56

53 ▲森 裕太朗村上 稔氏 大橋 勇樹 浦河 浦河育成牧場 464－ 6 〃 ハナ 77．0�
59 サウンドテーブル 牡3黒鹿56 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 新ひだか 金 球美 486± 01：25．9� 71．0�
23 アスターメープル 牝3栗 54

53 ☆岩崎 翼加藤 久枝氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 440＋ 41：26．11 288．2�
714 オスカークイーン 牝3鹿 54

51 ▲富田 暁森 保彦氏 田所 秀孝 浦河 中村 雅明 448＋ 41：27．8大差 56．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，513，000円 複勝： 41，402，700円 枠連： 14，850，400円
馬連： 58，036，300円 馬単： 27，064，800円 ワイド： 38，114，700円
3連複： 82，586，200円 3連単： 99，512，900円 計： 391，081，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 200円 � 1，180円 � 350円 枠 連（4－4） 18，650円

馬 連 �� 16，780円 馬 単 �� 26，700円

ワ イ ド �� 4，040円 �� 1，030円 �� 6，130円

3 連 複 ��� 42，420円 3 連 単 ��� 249，640円

票 数

単勝票数 計 295130 的中 � 52314（3番人気）
複勝票数 計 414027 的中 � 67034（3番人気）� 7448（10番人気）� 29758（5番人気）
枠連票数 計 148504 的中 （4－4） 617（31番人気）
馬連票数 計 580363 的中 �� 2680（42番人気）
馬単票数 計 270648 的中 �� 760（72番人気）
ワイド票数 計 381147 的中 �� 2391（38番人気）�� 9928（10番人気）�� 1565（48番人気）
3連複票数 計 825862 的中 ��� 1460（110番人気）
3連単票数 計 995129 的中 ��� 289（600番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．2―12．0―12．1―12．7―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．6―33．8―45．8―57．9―1：10．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウ ラ ガ ー ノ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Indian Charlie デビュー 2017．1．29 京都2着

2014．4．10生 牝3青鹿 母 イ リ デ 母母 Red Duchess 3戦2勝 賞金 14，600，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の11頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）11頭 アンジュデジール号・カロス号・キタノユーリン号・サーヒューストン号・ジャコマル号・タガノマニカ号・

テンザワールド号・ビックリシタナモー号・ボナパルト号・ヤマニンアンプリメ号・レッドオーガー号

10054 4月8日 曇 重 （29阪神2）第5日 第6競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走12時55分 （芝・右・外）
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
1：32．0
1：30．7

良
良

47 メイショウオワラ 牝3鹿 54 浜中 俊松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 444± 01：35．0 10．8�
817 サングレーザー 牡3青鹿56 武 豊�G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム 472－ 2 〃 クビ 2．3�
48 バトルスピリッツ 牡3鹿 56 C．ルメール 山本 英俊氏 藤沢 和雄 新ひだか 三石川上牧場 496－ 61：35．21� 4．9�
510 ジ ャ コ マ ル 牡3鹿 56

53 ▲三津谷隼人晴間 初栄氏 松永 幹夫 新冠 新冠橋本牧場 440－ 61：35．73 40．3�
24 ジャーミネイト 牡3鹿 56 藤岡 佑介 �社台レースホース中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458－ 4 〃 アタマ 15．1	
714 ライオネルカズマ 牡3鹿 56 藤岡 康太合同会社雅苑興業 西浦 勝一 新ひだか 木村 秀則 B512－ 41：35．8� 10．1

59 サンアンカレッジ 牡3栗 56 蛯名 正義 �加藤ステーブル 岩戸 孝樹 日高 神島 芳仁 476± 01：36．01 23．4�
612 フェルトベルク 牝3鹿 54 川島 信二加藤 徹氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 416± 0 〃 ハナ 39．2�
35 セイイーグル 牡3鹿 56 福永 祐一吉澤 克己氏 石坂 正 千歳 社台ファーム 448－ 61：36．1	 46．0
611 ケンビション 牡3鹿 56 幸 英明中西 宏彰氏 大久保龍志 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 442± 01：36．41	 71．8�
23 コウエイダリア 牝3黒鹿54 小牧 太伊東 政清氏 山内 研二 日高 浜本牧場 482＋ 6 〃 クビ 32．3�
713
 エイシンクローバー 牝3鹿 54 四位 洋文平井 克彦氏 小崎 憲 新ひだか 木田牧場 440＋ 21：36．5クビ 111．7�
36 ダイシンクイント 牡3黒鹿 56

53 ▲川又 賢治大八木信行氏 森 秀行 日高 中原牧場 480± 0 〃 クビ 17．3�
816 スズカフロンティア 牡3鹿 56 松若 風馬永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 428＋ 2 〃 ハナ 17．5�
11 サトノマサムネ 牡3鹿 56 北村 友一里見 治氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 462－ 21：36．82 30．2�
12 
 タイセイプロスパー 牡3栗 56 和田 竜二田中 成奉氏 西村 真幸 浦河 谷川牧場 484－ 31：37．11� 55．9�
815 レッドラシーマ 牡3芦 56 池添 謙一 �東京ホースレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 482＋ 21：37．63 25．8�

（17頭）

売 得 金
単勝： 39，874，600円 複勝： 48，014，600円 枠連： 21，129，800円
馬連： 63，402，100円 馬単： 30，549，400円 ワイド： 43，857，400円
3連複： 84，177，900円 3連単： 95，941，800円 計： 426，947，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，080円 複 勝 � 220円 � 130円 � 150円 枠 連（4－8） 380円

馬 連 �� 1，470円 馬 単 �� 4，200円

ワ イ ド �� 550円 �� 700円 �� 260円

3 連 複 ��� 2，120円 3 連 単 ��� 16，780円

票 数

単勝票数 計 398746 的中 � 29405（4番人気）
複勝票数 計 480146 的中 � 41928（4番人気）� 123679（1番人気）� 80763（2番人気）
枠連票数 計 211298 的中 （4－8） 42004（1番人気）
馬連票数 計 634021 的中 �� 33303（3番人気）
馬単票数 計 305494 的中 �� 5451（11番人気）
ワイド票数 計 438574 的中 �� 19022（3番人気）�� 14595（4番人気）�� 49991（1番人気）
3連複票数 計 841779 的中 ��� 29691（1番人気）
3連単票数 計 959418 的中 ��� 4144（23番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―11．7―12．3―12．0―11．3―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．5―35．2―47．5―59．5―1：10．8―1：22．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウオワラ �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2016．9．24 阪神9着

2014．2．12生 牝3鹿 母 メイショウヤワラ 母母 メイショウサンサン 4戦2勝 賞金 12，200，000円
※ジャコマル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



10055 4月8日 曇 不良 （29阪神2）第5日 第7競走 ��
��1，400�サラブレッド系4歳以上

発走13時25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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

35 メイショウノボサン 牡4栗 57 幸 英明松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 474＋ 61：23．2 10．3�
815� シゲルオニカマス 牡4鹿 57 和田 竜二森中 蕃氏 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 538± 01：23．3	 4．7�
11 イサチルホープ 牡5栗 57 C．ルメール 小坂 功氏 大根田裕之 日高 戸川牧場 474－ 4 〃 クビ 4．1�
510� ラ バ ニ ー ユ 牝5芦 55 蛯名 正義前田 幸治氏 森田 直行 新ひだか 土居 忠吉 422－ 21：23．4クビ 23．2�
48 ダノンメモリー 牡4鹿 57 浜中 俊�ダノックス 松田 国英 安平 追分ファーム 538＋ 61：23．61
 5．2�
611 ク ラ イ シ ス 牡4鹿 57 M．デムーロ前田 幸治氏 �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 480－141：23．92 4．3	
24 ラタンドレス 牝4鹿 55 �島 良太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 462＋ 21：24．0クビ 103．9

59 �� キタサンシリーズ 牡4栗 57 松若 風馬�大野商事 清水 久詞 米

Fred W. Hertrich
III & John D.
Fielding

486－101：24．1	 86．2�
23 ペプチドブラッサム 牝4鹿 55

52 ▲富田 暁沼川 一彦氏 木原 一良 浦河 杵臼牧場 402－141：24．2 172．6
36 マッカナバラ 牝5芦 55 高倉 稜�協栄 北出 成人 日高 タバタファーム 448－ 61：24．3	 319．5�
714� オースミマルス 牡4鹿 57 北村 友一�オースミ 加藤 敬二 新ひだか 岡田牧場 464－ 41：24．61 162．8�
12 � チュウワメジャー 牡4栗 57 小牧 太中西 忍氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 512－ 61：24．91 109．7�
816� トーコーブリザード 牡4芦 57

56 ☆岩崎 翼森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか 岡田スタツド 470－ 61：25．21 35．1�
47 ヒラボクテイオー 牡5黒鹿57 福永 祐一�平田牧場 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 508－20 〃 クビ 6．8�
612 ウインソワレ 牝5鹿 55

52 ▲川又 賢治�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 458＋181：25．52 74．6�
713� テ レ チ ャ ウ 牝4栗 55 酒井 学�イクタ 飯田 雄三 新冠 ムラカミファーム 460－ 61：26．98 109．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，077，100円 複勝： 44，509，000円 枠連： 17，334，700円
馬連： 61，523，500円 馬単： 27，605，800円 ワイド： 37，557，300円
3連複： 79，111，400円 3連単： 95，709，400円 計： 391，428，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，030円 複 勝 � 220円 � 170円 � 170円 枠 連（3－8） 2，200円

馬 連 �� 2，240円 馬 単 �� 5，230円

ワ イ ド �� 620円 �� 630円 �� 380円

3 連 複 ��� 2，640円 3 連 単 ��� 19，200円

票 数

単勝票数 計 280771 的中 � 21644（6番人気）
複勝票数 計 445090 的中 � 46736（6番人気）� 72734（1番人気）� 71344（3番人気）
枠連票数 計 173347 的中 （3－8） 6097（10番人気）
馬連票数 計 615235 的中 �� 21202（13番人気）
馬単票数 計 276058 的中 �� 3954（26番人気）
ワイド票数 計 375573 的中 �� 14984（11番人気）�� 14713（12番人気）�� 27160（1番人気）
3連複票数 計 791114 的中 ��� 22404（11番人気）
3連単票数 計 957094 的中 ��� 3613（87番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．4―12．1―12．2―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．6―34．0―46．1―58．3―1：10．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウノボサン �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2015．8．22 小倉7着

2013．3．16生 牡4栗 母 メジロビクトリア 母母 メジロディッシュ 18戦2勝 賞金 29，070，000円
〔発走状況〕 ダノンメモリー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 エルメネジルド号・スズカウルトラ号・ディアスプマンテ号

10056 4月8日 小雨 不良 （29阪神2）第5日 第8競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走13時55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

23 トウショウコマンチ 牡4青鹿57 �島 良太トウショウ産業� 角田 晃一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 514－ 21：50．1 7．2�
22 	 キングズアフェアー 
5黒鹿57 和田 竜二吉田 照哉氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム 528± 01：50．84 17．1�
815 シップーコウライ 牡5栗 57 北村 友一�嶋 孝司氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 478－ 41：51．01� 2．3�
611 ラインフィール 牡4栗 57 幸 英明大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 494－ 21：51．42 63．5�
59 � チャイマックス 牝4鹿 55 C．ルメール 吉田 和子氏 池添 学 米 Clearsky

Farms 478± 01：51．61 7．3�
47 アドマイヤリアル 牡4青鹿57 福永 祐一近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 500＋ 81：51．7 4．4	
713 ガ ウ ェ イ ン 牡4鹿 57 太宰 啓介西森 鶴氏 目野 哲也 平取 二風谷ファーム 478± 01：51．8 17．2

34 ナンヨーアーミー 牡4鹿 57 松若 風馬中村 德也氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 522－ 8 〃 クビ 43．9�
35 デューズワイルズ 牡4黒鹿57 浜中 俊 �キャロットファーム 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 466± 01：52．0� 16．7
610 コパノアラジン 牡4栗 57 柴田 未崎小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか 伊藤 敏明 520－ 21：52．1 13．1�
814 タガノアーバニティ 牡4栗 57

54 ▲三津谷隼人八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠
タガノファーム B486－ 8 〃 ハナ 133．3�

58 クリノプラハ 牡4鹿 57 藤岡 佑介栗本 博晴氏 谷 潔 日高 白井牧場 526± 01：52．52 78．0�
46 エイシンリベラル 牡4黒鹿57 酒井 学�栄進堂 西園 正都 浦河 栄進牧場 456－ 61：52．71 417．1�
11 フジノナデシコ 牝4鹿 55 蛯名 正義藤澤眞佐子氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 462＋ 21：52．8 77．1�
712	 ホッコースイセイ 牝4栗 55 小牧 太北幸商事� 飯田 祐史 日高 川端 正博 446－101：55．1大差 283．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 31，443，200円 複勝： 45，416，300円 枠連： 16，950，100円
馬連： 69，099，100円 馬単： 32，110，400円 ワイド： 42，172，300円
3連複： 91，405，100円 3連単： 114，115，900円 計： 442，712，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 200円 � 320円 � 130円 枠 連（2－2） 5，620円

馬 連 �� 4，540円 馬 単 �� 8，720円

ワ イ ド �� 1，100円 �� 350円 �� 710円

3 連 複 ��� 3，380円 3 連 単 ��� 37，600円

票 数

単勝票数 計 314432 的中 � 34787（3番人気）
複勝票数 計 454163 的中 � 55142（3番人気）� 28036（8番人気）� 116681（1番人気）
枠連票数 計 169501 的中 （2－2） 2337（20番人気）
馬連票数 計 690991 的中 �� 11781（16番人気）
馬単票数 計 321104 的中 �� 2759（30番人気）
ワイド票数 計 421723 的中 �� 9129（14番人気）�� 33501（1番人気）�� 14845（9番人気）
3連複票数 計 914051 的中 ��� 20259（7番人気）
3連単票数 計1141159 的中 ��� 2200（121番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―13．3―12．4―11．6―12．1―12．0―11．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．0―37．3―49．7―1：01．3―1：13．4―1：25．4―1：37．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トウショウコマンチ �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 アグネスワールド デビュー 2015．12．19 中京5着

2013．4．15生 牡4青鹿 母 ブリッジトウショウ 母母 ダイアントウショウ 16戦2勝 賞金 23，070，000円
※出走取消馬 ライブリシュナイト号（疾病〔右前挫跖〕のため）



10057 4月8日 小雨 重 （29阪神2）第5日 第9競走 ��
��2，400�

し ら さ ぎ

白 鷺 特 別
発走14時25分 （芝・右・外）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．2
2：22．1

良
良

57 � リッチーリッチー 牡4栗 57 M．デムーロ�ラ・メール 友道 康夫 愛 N. Hartery B510－ 62：28．0 1．6�
33 ララエクラテール 牡5鹿 57 和田 竜二フジイ興産� 今野 貞一 新冠 佐藤 信広 B424－ 6 〃 アタマ 11．6�
711 ビップレボルシオン 牡6鹿 57 松若 風馬鈴木 邦英氏 清水 久詞 洞	湖 レイクヴィラファーム 520－ 22：28．85 24．3�
22 ケイブルグラム 牡4鹿 57 浜中 俊 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B510－ 42：29．43
 6．0�
710 ニホンピロカーン 牡4鹿 57 幸 英明小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 462－ 4 〃 クビ 25．0	
68 サダムロードショー 牡7鹿 57 小牧 太大西 定氏 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476－ 62：29．5クビ 132．3

45 デンコウインパルス 牡5鹿 57 蛯名 正義田中 康弘氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 490－ 22：29．6
 22．8�
69 ダイナミックアロー 牡4鹿 57 三津谷隼人小川 勲氏 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 498＋ 22：29．81� 21．8�
56 ライトファンタジア 牝5栗 55 福永 祐一吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 460＋ 42：30．75 6．3
11 トウキョウタフガイ 牡6鹿 57 池添 謙一市川義美ホール

ディングス� 渡辺 薫彦 安平 追分ファーム 472＋ 22：31．44 37．4�
812 ダンディーズムーン 牡6鹿 57 国分 恭介田島 大史氏 中村 均 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488＋ 42：32．14 121．9�
44 ランドオザリール 牡6鹿 57 酒井 学 �サンデーレーシング 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 514－ 82：32．41� 55．7�
813 ステイザコース 7栗 57 藤岡 康太 �シルクレーシング 西浦 勝一 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484＋ 82：33．25 71．2�
（13頭）

売 得 金
単勝： 38，099，100円 複勝： 89，053，100円 枠連： 21，301，500円
馬連： 89，957，400円 馬単： 48，023，900円 ワイド： 55，182，300円
3連複： 125，133，600円 3連単： 207，665，100円 計： 674，416，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 190円 � 340円 枠 連（3－5） 710円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 1，180円

ワ イ ド �� 400円 �� 640円 �� 1，790円

3 連 複 ��� 4，550円 3 連 単 ��� 12，440円

票 数

単勝票数 計 380991 的中 � 181444（1番人気）
複勝票数 計 890531 的中 � 514666（1番人気）� 64603（4番人気）� 28873（5番人気）
枠連票数 計 213015 的中 （3－5） 23108（4番人気）
馬連票数 計 899574 的中 �� 76262（3番人気）
馬単票数 計 480239 的中 �� 30282（3番人気）
ワイド票数 計 551823 的中 �� 38515（3番人気）�� 22119（6番人気）�� 7258（20番人気）
3連複票数 計1251336 的中 ��� 20594（16番人気）
3連単票数 計2076651 的中 ��� 12100（32番人気）

ハロンタイム 12．5―11．8―12．4―11．9―12．2―12．3―12．6―12．4―12．5―12．1―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．5―24．3―36．7―48．6―1：00．8―1：13．1―1：25．7―1：38．1―1：50．6―2：02．7―2：15．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�リッチーリッチー �
�
父 Teofilo �

�
母父 Pivotal デビュー 2015．8．30 小倉2着

2013．2．8生 牡4栗 母 Nick’s Nikita 母母 Elaine’s Honor 14戦3勝 賞金 69，309，000円
〔発走状況〕 ビップレボルシオン号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
〔調教再審査〕 ビップレボルシオン号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ステイザコース号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年5月8日まで平地競走

に出走できない。

10058 4月8日 小雨 重 （29阪神2）第5日 第10競走 ��
��1，400�

しんさいばし

心斎橋ステークス
発走15時00分 （芝・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 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．9
1：19．0

良
良

12 エスティタート 牝4鹿 55 武 豊 �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 440－ 41：22．8 6．4�

612 ビップライブリー 牡4栗 57 和田 竜二鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 450－ 41：22．9� 2．7�
816 マテンロウハピネス 牡5鹿 57 太宰 啓介寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム 454± 0 〃 クビ 87．1�
715 スカイパッション 牝5栗 55 小牧 太小林都美子氏 作田 誠二 日高 下河辺牧場 466＋ 41：23．0クビ 16．8�
59 スペシャルギフト 	6栗 57 北村 友一 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 510－ 41：23．1
 18．7�
611 テルメディカラカラ 牝5黒鹿55 浜中 俊小林 薫氏 石橋 守 新冠 錦岡牧場 458－ 4 〃 クビ 6．6	
714 ダノンルージュ 牝7鹿 55 幸 英明
ダノックス 寺島 良 安平 ノーザンファーム 486－ 81：23．2� 95．5�
24 ナガラフラワー 牝5鹿 55 藤岡 佑介長良レーシングクラブ 高橋 亮 浦河 大島牧場 464－ 4 〃 クビ 46．1�
48 オースミチャド 牡6鹿 57 池添 謙一
オースミ 松永 昌博 千歳 社台ファーム 492－ 21：23．3クビ 158．3
47 メイショウブイダン 牡6鹿 57 国分 優作松本 好雄氏 西浦 勝一 日高 長谷川牧場 468－ 61：23．51� 297．3�
35 センセーション 牝6鹿 55 川島 信二田所 英子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 B476－ 2 〃 クビ 54．4�
510 ドラゴンストリート 牡6鹿 57 四位 洋文窪田 芳郎氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 474－ 41：23．6クビ 37．3�
11 ツィンクルソード 牡6芦 57 藤岡 康太 �サンデーレーシング 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 494＋ 2 〃 ハナ 62．4�
713 ラ ク ア ミ 牝5栗 55 松若 風馬西浦 和男氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B462－ 81：24．02� 34．8�
818 ワードイズボンド 牡6青 57 義 英真宮田 守氏 崎山 博樹 浦河 バンブー牧場 534－ 81：24．1
 213．7�
36 テイエムゲッタドン 	6栗 57 �島 良太竹園 正繼氏 山内 研二 鹿児島 テイエム牧場 500－ 6 〃 ハナ 251．2�
817 アンタラジー 牡5黒鹿57 C．ルメール 池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 518＋ 21：24．73� 3．2�

（17頭）
23 ネオスターダム 牡5黒鹿57 福永 祐一一村 哲也氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 46，201，300円 複勝： 67，269，700円 枠連： 34，962，800円
馬連： 126，452，200円 馬単： 51，882，700円 ワイド： 65，768，600円
3連複： 166，219，700円 3連単： 224，137，100円 計： 782，894，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 220円 � 140円 � 1，320円 枠 連（1－6） 640円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 2，250円

ワ イ ド �� 460円 �� 7，130円 �� 3，090円

3 連 複 ��� 19，550円 3 連 単 ��� 89，870円

票 数

単勝票数 差引計 462013（返還計 415） 的中 � 57147（3番人気）
複勝票数 差引計 672697（返還計 411） 的中 � 78010（4番人気）� 169046（1番人気）� 8926（13番人気）
枠連票数 差引計 349628（返還計 7 ） 的中 （1－6） 42009（2番人気）
馬連票数 差引計1264522（返還計 2222） 的中 �� 107070（3番人気）
馬単票数 差引計 518827（返還計 839） 的中 �� 17266（8番人気）
ワイド票数 差引計 657686（返還計 839） 的中 �� 40486（3番人気）�� 2233（51番人気）�� 5225（32番人気）
3連複票数 差引計1662197（返還計 6180） 的中 ��� 6375（55番人気）
3連単票数 差引計2241371（返還計 6936） 的中 ��� 1808（246番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．7―35．1―46．8―58．5―1：10．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F36．0
3 8，13，16（2，12，15）（7，14）（4，17）（5，9）（11，18）（1，6）－10 4 8（13，16）（2，12，15）（7，14）（4，17）（5，9）（1，11）18（6，10）

勝馬の
紹 介

エスティタート �
�
父 ドリームジャーニー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2015．7．5 中京1着

2013．2．1生 牝4鹿 母 ス キ ッ フ ル 母母 ザ ス キ ー ト 11戦4勝 賞金 74，111，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔出走取消〕 ネオスターダム号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
※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 ドーヴァー号



10059 4月8日 小雨 重 （29阪神2）第5日 第11競走 ��
��1，600�第60回サンケイスポーツ杯阪神牝馬ステークス（ＧⅡ）

発走15時35分 （芝・右・外）
牝，4歳以上；負担重量は，54�，28．4．9以降GⅠ競走1着馬2�増，GⅡ競走1着馬1�
増，28．4．8以前のGⅠ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

サンケイスポーツ賞（1着）
賞 品

本 賞 55，000，000円 22，000，000円 14，000，000円 8，300，000円 5，500，000円
付 加 賞 1，120，000円 320，000円 160，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．0
1：30．7

良
良

36 ミッキークイーン 牝5鹿 55 浜中 俊野田みづき氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 438＋ 41：34．3 2．2�
816 アドマイヤリード 牝4青鹿54 C．ルメール 近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 426－ 41：34．61� 6．0�
48 ジュールポレール 牝4鹿 54 幸 英明�G1レーシング 西園 正都 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454－ 6 〃 クビ 7．4�
24 クロコスミア 牝4黒鹿54 松若 風馬大塚 亮一氏 西浦 勝一 浦河 小島牧場 420＋ 81：35．13 25．5�
713 エテルナミノル 牝4黒鹿54 池添 謙一吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 444＋ 41：35．31	 229．0�
35 トーセンビクトリー 牝5鹿 54 武 豊島川 	哉氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 476± 01：35．4クビ 14．7

612 デンコウアンジュ 牝4黒鹿54 蛯名 正義田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 磯野牧場 460＋14 〃 クビ 65．5�
611 アットザシーサイド 牝4鹿 54 福永 祐一吉田 照哉氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 444－ 61：35．61
 35．5�
510 ヒルノマテーラ 牝6黒鹿54 四位 洋文�ヒルノ 昆 貢 浦河 辻 牧場 462＋ 6 〃 クビ 306．3
714 ダンツキャンサー 牝6黒鹿54 藤岡 佑介山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 千代田牧場 482－ 2 〃 ハナ 417．8�
12 クリノラホール 牝4芦 54 北村 友一栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 442－101：35．81 82．8�
815 デニムアンドルビー 牝7鹿 54 藤岡 康太金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 452－ 2 〃 クビ 15．7�
59 タッチングスピーチ 牝5鹿 54 和田 竜二 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム B468－ 61：36．0� 46．4�
47 メイショウマンボ 牝7鹿 55 小牧 太松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 498＋ 21：36．1	 72．4�
23 クイーンズリング 牝5黒鹿56 M．デムーロ吉田 千津氏 吉村 圭司 千歳 社台ファーム 466＋141：36．52	 4．3�
11 ウエスタンレベッカ 牝7鹿 54 高倉 稜西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 454－ 61：37．03 316．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 149，684，500円 複勝： 207，496，600円 枠連： 75，204，400円
馬連： 468，577，900円 馬単： 190，422，900円 ワイド： 228，214，100円
3連複： 732，687，000円 3連単： 1，156，947，200円 計： 3，209，234，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 190円 � 200円 枠 連（3－8） 460円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 1，340円

ワ イ ド �� 350円 �� 350円 �� 840円

3 連 複 ��� 1，760円 3 連 単 ��� 6，370円

票 数

単勝票数 計1496845 的中 � 533320（1番人気）
複勝票数 計2074966 的中 � 703536（1番人気）� 227129（3番人気）� 204538（4番人気）
枠連票数 計 752044 的中 （3－8） 124602（2番人気）
馬連票数 計4685779 的中 �� 441459（2番人気）
馬単票数 計1904229 的中 �� 106068（4番人気）
ワイド票数 計2282141 的中 �� 176103（2番人気）�� 174188（3番人気）�� 62561（9番人気）
3連複票数 計7326870 的中 ��� 312224（4番人気）
3連単票数 計11569472 的中 ��� 131626（12番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―11．6―11．9―11．8―11．2―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．0―35．6―47．5―59．3―1：10．5―1：22．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミッキークイーン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Gold Away デビュー 2014．12．7 阪神2着

2012．2．8生 牝5鹿 母 ミュージカルウェイ 母母 Mulika 13戦5勝 賞金 449，434，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりミッキークイーン号は，ヴィクトリアマイル（GⅠ）競走に優先出走できる。

10060 4月8日 小雨 不良 （29阪神2）第5日 第12競走 ��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

34 オ ル ナ 牡5鹿 57 福永 祐一�ノースヒルズ 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 516－ 21：50．5 4．5�
712 ヴ ァ ロ ー ア 牝5鹿 55 藤岡 佑介�ターフ・スポート奥村 豊 浦河 谷川牧場 460＋ 41：50．81� 9．9�
11 キングラディウス 牡4栗 57 和田 竜二菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 新冠橋本牧場 B472± 01：51．12 52．9�
22 カフジナイサー 牡4黒鹿 57

54 ▲富田 暁加藤 守氏 木原 一良 新ひだか タイヘイ牧場 468－ 6 〃 アタマ 13．0�
813 カフジキング 牡4鹿 57 M．デムーロ加藤 守氏 松元 茂樹 千歳 社台ファーム 462－ 21：51．2� 2．8	
46 ブリーズスズカ 牡4青鹿 57

54 ▲三津谷隼人永井 宏明氏 大橋 勇樹 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 466± 01：51．51� 218．9


69 アクセラレート 牡5鹿 57 松若 風馬 �キャロットファーム 佐々木晶三 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 462－ 21：51．71� 20．2�

45 � タ イ マ ツ リ 牡6黒鹿 57
54 ▲森 裕太朗浜RC組合 大橋 勇樹 新ひだか 岡田スタツド 466＋ 41：51．91	 138．5�

58 マイネルボルソー 牡6鹿 57 国分 恭介 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 黒岩 陽一 新冠 竹中牧場 B474－ 41：52．0クビ 46．2

610 タニノマンボ 牡7鹿 57 藤岡 康太谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか カントリー牧場 480＋ 21：52．42� 220．4�
814 ハイランドジャガー 牡8芦 57

56 ☆岩崎 翼小林都美子氏 平田 修 日高 下河辺牧場 520± 01：52．72 167．7�
57 ロードプレステージ 牡5黒鹿57 C．ルメール �ロードホースクラブ 杉山 晴紀 新ひだか ケイアイファーム 450－ 21：52．8� 5．8�
33 ロバストミノル 牡4栗 57 池添 謙一吉岡 實氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 494－ 21：53．33 7．0�
711 スワーヴジョージ 牡5鹿 57 四位 洋文�NICKS 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 534＋161：53．72� 13．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 53，359，700円 複勝： 61，517，700円 枠連： 33，660，100円
馬連： 125，751，300円 馬単： 53，625，500円 ワイド： 64，333，500円
3連複： 169，597，100円 3連単： 252，165，500円 計： 814，010，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 200円 � 320円 � 770円 枠 連（3－7） 910円

馬 連 �� 2，640円 馬 単 �� 4，820円

ワ イ ド �� 970円 �� 2，180円 �� 5，880円

3 連 複 ��� 27，860円 3 連 単 ��� 120，590円

票 数

単勝票数 計 533597 的中 � 94125（2番人気）
複勝票数 計 615177 的中 � 96157（2番人気）� 49675（5番人気）� 17443（10番人気）
枠連票数 計 336601 的中 （3－7） 28469（4番人気）
馬連票数 計1257513 的中 �� 36821（11番人気）
馬単票数 計 536255 的中 �� 8338（17番人気）
ワイド票数 計 643335 的中 �� 17800（10番人気）�� 7558（27番人気）�� 2737（43番人気）
3連複票数 計1695971 的中 ��� 4564（77番人気）
3連単票数 計2521655 的中 ��� 1516（350番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―13．0―12．4―12．5―12．2―12．2―11．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．2―37．2―49．6―1：02．1―1：14．3―1：26．5―1：38．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オ ル ナ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2014．12．14 阪神9着

2012．1．13生 牡5鹿 母 ショウナンアクト 母母 ゴールデンページ 18戦4勝 賞金 54，036，000円



（29阪神2）第5日 4月8日（土曜日） 曇後雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

重
不良

競走回数 12回 出走頭数 188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 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

282，110，000円
5，060，000円
14，300，000円
2，590，000円
33，860，000円
76，021，000円
5，160，000円
1，804，800円

勝馬投票券売得金
521，970，900円
890，802，000円
299，880，700円
1，249，326，500円
569，522，400円
697，933，100円
1，804，574，100円
2，663，254，400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 8，697，264，100円

総入場人員 16，053名 （有料入場人員 15，146名）
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