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10085 4月16日 晴 良 （29阪神2）第8日 第1競走 ��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

47 ワンダーレアリサル 牝3鹿 54 小牧 太山本 信行氏 石橋 守 新ひだか 城地 清満 482± 01：53．2 1．6�
36 サンキャッチャー 牝3黒鹿54 浜中 俊 �日高大洋牧場 岡田 稲男 日高 日高大洋牧場 462＋ 21：53．51� 4．6�
815 パープルミネルバ 牝3鹿 54 高倉 稜松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 464－ 41：54．45 227．9�
611 タガノアニード 牝3黒鹿54 �島 良太八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 470－ 21：55．03� 7．1�
510 ボ リ ー ド 牝3鹿 54 幸 英明合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 484－ 21：55．64 15．8�
23 ピンクスター 牝3鹿 54 丸田 恭介チームユッキレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 448－141：56．02� 13．7	
35 リュウシンローズ 牝3黒鹿54 藤岡 康太桑畑 
信氏 橋口 慎介 日高 浜本牧場 460± 01：56．1クビ 60．0�
816 ガーランドワルツ 牝3鹿 54

52 △荻野 極 �シルクレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 456－121：56．42 68．4�
713 マサノカオリ 牝3黒鹿54 菱田 裕二猪野毛雅人氏 加藤 敬二 新ひだか 田湯牧場 430± 01：56．6� 197．6
59 メイショウマルコマ 牝3黒鹿54 国分 恭介松本 好雄氏 高橋 義忠 浦河 富田牧場 496－ 81：56．92 21．3�
12 ゲイムフリー 牝3鹿 54 水口 優也山上 和良氏 大根田裕之 平取 スガタ牧場 472－ 1 〃 ハナ 128．7�
11 ハロークオリティ 牝3鹿 54 川須 栄彦�髙昭牧場 高橋 康之 浦河 高昭牧場 492 ―1：57．21� 160．6�
714 ボストンアプリコ 牝3鹿 54 田中 健�宮内牧場 岩元 市三 安平 吉田牧場 430＋ 21：57．3� 310．6�
24 ト コ シ エ 牝3黒鹿 54

52 △坂井 瑠星 �Gリビエール・
レーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 504－ 21：57．4� 35．0�

48 ミエノブルーハワイ 牝3鹿 54 佐藤 友則里見美惠子氏 村山 明 千歳 社台ファーム 440－121：57．5� 330．5�
（笠松）

612 サトノニーケ 牝3黒鹿54 川島 信二里見 治氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 490 ―1：59．9大差 116．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，659，200円 複勝： 41，095，000円 枠連： 13，686，300円
馬連： 50，169，400円 馬単： 27，933，400円 ワイド： 26，909，600円
3連複： 65，681，200円 3連単： 104，778，400円 計： 350，912，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 130円 � 2，180円 枠 連（3－4） 310円

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 530円

ワ イ ド �� 190円 �� 6，980円 �� 9，620円

3 連 複 ��� 20，860円 3 連 単 ��� 52，460円

票 数

単勝票数 計 206592 的中 � 101638（1番人気）
複勝票数 計 410950 的中 � 230464（1番人気）� 55153（2番人気）� 1565（13番人気）
枠連票数 計 136863 的中 （3－4） 33718（1番人気）
馬連票数 計 501694 的中 �� 118289（1番人気）
馬単票数 計 279334 的中 �� 39173（1番人気）
ワイド票数 計 269096 的中 �� 47773（1番人気）�� 823（38番人気）�� 595（49番人気）
3連複票数 計 656812 的中 ��� 2361（47番人気）
3連単票数 計1047784 的中 ��� 1448（130番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―37．0―49．6―1：02．4―1：15．2―1：27．9―1：40．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．8―3F38．0
1
3
7（6，15）（3，9，13）（2，5，14）（4，16）（1，8）11，10＝12
7，6，15（3，9，4）（5，13，14）2（1，16，11）10－8＝12

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

勝馬の
紹 介

ワンダーレアリサル �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 イ ナ リ ワ ン デビュー 2017．3．19 阪神2着

2014．3．28生 牝3鹿 母 ワンダーアロマ 母母 ラブリースター 2戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サトノニーケ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年5月16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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ナリタアマランサス号・ノボリフェアリー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

10086 4月16日 晴 良 （29阪神2）第8日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時20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

48 スズカアカデミー 牡3鹿 56 酒井 学永井 啓弍氏 藤沢 則雄 むかわ 新井牧場 482± 01：12．1 2．3�
24 ニューミレニアム 牡3栗 56 小牧 太 �グランデオーナーズ 吉田 直弘 浦河 上山牧場 434＋ 81：13．27 12．0�
35 キタサンボルト 牡3鹿 56 �島 良太�大野商事 昆 貢 浦河 辻 牧場 488＋ 41：13．3� 16．9�
714 マーブルクリス 牡3鹿 56

54 △坂井 瑠星下村 直氏 池添 兼雄 浦河 猿橋 義昭 470± 01：13．4� 22．3�
713 エイシンムー 牝3鹿 54

52 △荻野 極�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 478＋ 61：13．5� 23．3	
816 メイショウカリナン 牡3鹿 56 田中 健松本 好雄氏 浅見 秀一 新ひだか 谷岡牧場 B490－ 8 〃 クビ 21．0

12 グランドロワ 牡3栗 56 浜中 俊田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 474－ 21：13．6� 2．6�
36 ビ ッ フ ル 牡3栗 56 国分 恭介小林竜太郎氏 沖 芳夫 平取 船越 伸也 528－ 21：14．02� 13．8�
47 イチザヒロイン 牝3鹿 54

51 ▲川又 賢治奈良﨑孝一郎氏 加藤 敬二 新冠 隆栄牧場 432－ 4 〃 アタマ 179．4
23 プライムプラム 牝3栗 54 太宰 啓介長谷川守正氏 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 472－ 81：14．21� 209．7�
11 メイショウヒカル 牡3鹿 56

53 ▲森 裕太朗松本 好�氏 松永 昌博 浦河 太陽牧場 456＋ 41：14．4� 201．4�
612 テイエムアラナミ 牡3栗 56

54 △城戸 義政竹園 正繼氏 山内 研二 新冠 タニグチ牧場 510＋ 41：14．5� 345．6�
815 ツ キ ノ ミ チ 牝3鹿 54 幸 英明吉井 理人氏 清水 久詞 浦河 林 孝輝 442－ 41：15．45 13．3�
510 オ ニ チ ャ ン 牡3栗 56 川須 栄彦山下 良子氏 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 B416± 01：15．71� 234．8�
611 アドレスマッチング 	3鹿 56 柴田 未崎大迫 基弘氏 梅田 智之 千歳 社台ファーム 470－ 21：16．23 462．4�
59 シセイアカリ 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣猪苗代 勇氏 北出 成人 日高 白井牧場 448＋161：17．9大差 293．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，348，200円 複勝： 24，421，000円 枠連： 10，890，800円
馬連： 42，724，600円 馬単： 21，046，100円 ワイド： 26，210，200円
3連複： 54，050，800円 3連単： 73，517，900円 計： 273，209，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 220円 � 260円 枠 連（2－4） 890円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 1，520円

ワ イ ド �� 410円 �� 570円 �� 1，320円

3 連 複 ��� 2，930円 3 連 単 ��� 10，490円

票 数

単勝票数 計 203482 的中 � 69548（1番人気）
複勝票数 計 244210 的中 � 69131（1番人気）� 23626（3番人気）� 18955（5番人気）
枠連票数 計 108908 的中 （2－4） 9470（4番人気）
馬連票数 計 427246 的中 �� 35635（2番人気）
馬単票数 計 210461 的中 �� 10324（3番人気）
ワイド票数 計 262102 的中 �� 17411（3番人気）�� 11878（6番人気）�� 4722（14番人気）
3連複票数 計 540508 的中 ��� 13796（8番人気）
3連単票数 計 735179 的中 ��� 5080（22番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．9―12．0―12．2―12．5

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スズカアカデミー �
�
父 アーネストリー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．12．11 中京2着

2014．4．7生 牡3鹿 母 サンレイスズカ 母母 ダンシングスズカ 8戦1勝 賞金 11，100，000円
〔発走状況〕 シセイアカリ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ニューミレニアム号の騎手小牧太は，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〕 シセイアカリ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年5月16日まで平地競走

に出走できない。
アドレスマッチング号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年6月16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12頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）12頭 アイファーチェンジ号・アイファーチャンス号・イフェメラ号・ウィッシュノート号・クレールソレイユ号・

グローリファイ号・サワヤカフェスタ号・センターシティ号・タガノヴァン号・タキシードネコ号・
メイショウデーゲン号・ワイルドプリンセス号

第２回 阪神競馬 第８日



10087 4月16日 晴 良 （29阪神2）第8日 第3競走 ��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

12 スズカブルグ 牡3栗 56
53 ▲森 裕太朗永井 啓弍氏 藤沢 則雄 平取 二風谷ファーム 492－ 41：53．5 1．3�

47 ワンダーウマス 牡3鹿 56 高倉 稜山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか 白井 吉美 486± 01：53．71� 11．2�
611 サンマルエンパイア 牡3鹿 56

54 △荻野 極相馬 勇氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 450－141：54．01� 6．2�
36 ワイルドフォックス 牡3黒鹿56 水口 優也山上 和良氏 福島 信晴 浦河 鳥井 征士 496 ―1：54．74 165．2�
714 ジ ュ ー ダ ス 牡3黒鹿56 佐藤 友則市川義美ホール

ディングス� 吉村 圭司 新ひだか 下屋敷牧場 520－ 6 〃 ハナ 21．8�
（笠松）

612 シーライオン 牡3黒鹿56 国分 優作石瀬 浩三氏 大根田裕之 新冠 小泉牧場 494－ 81：54．91 38．0	
24 ヴィグランドイチロ 牡3鹿 56 幸 英明大島 豊彦氏 西村 真幸 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460－14 〃 ハナ 25．6

816 スズカガルチ 牡3栗 56

54 △城戸 義政永井 啓弍氏 湯窪 幸雄 新ひだか 上村 清志 498± 01：55．0� 130．2�
815 ストリートスマート 牡3鹿 56 小牧 太畑佐 博氏 石橋 守 新ひだか グランド牧場 484± 0 〃 クビ 15．8�
35 メイショウサワカゼ 牡3鹿 56

54 △坂井 瑠星松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 422－ 61：55．1� 83．9
48 ニホンピロハニー 牝3栗 54 菱田 裕二小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 456－ 21：55．2� 53．0�
23 カネトシヴェント 牡3鹿 56 荻野 琢真兼松 昌男氏 寺島 良 新冠 小泉牧場 520 ―1：56．26 148．0�
11 ロードギブソン 牡3栗 56 太宰 啓介 �ロードホースクラブ 奥村 豊 浦河 斉藤 政志 480－ 4 〃 クビ 35．9�
510 シ ュ ク ラ 牡3鹿 56 酒井 学�ノースヒルズ 松永 幹夫 新冠 平山牧場 510－ 81：56．62 60．7�
713 ボクハチャーリー �3青鹿56 丸田 恭介原 �子氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 474＋101：57．02� 76．4�

（15頭）
59 ゴールドシチー �3黒鹿56 川島 信二本間 茂氏 山内 研二 浦河 大道牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 23，962，800円 複勝： 102，857，500円 枠連： 15，091，600円
馬連： 50，816，100円 馬単： 35，163，700円 ワイド： 32，711，800円
3連複： 71，587，900円 3連単： 129，317，300円 計： 461，508，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 150円 � 140円 枠 連（1－4） 360円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 600円

ワ イ ド �� 240円 �� 190円 �� 570円

3 連 複 ��� 770円 3 連 単 ��� 1，880円

票 数

単勝票数 計 239628 的中 � 137800（1番人気）
複勝票数 計1028575 的中 � 802539（1番人気）� 42890（3番人気）� 56021（2番人気）
枠連票数 計 150916 的中 （1－4） 31807（2番人気）
馬連票数 計 508161 的中 �� 81350（2番人気）
馬単票数 計 351637 的中 �� 43822（2番人気）
ワイド票数 計 327118 的中 �� 35447（2番人気）�� 51496（1番人気）�� 11788（7番人気）
3連複票数 計 715879 的中 ��� 69117（1番人気）
3連単票数 計1293173 的中 ��� 49777（2番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―13．4―12．9―13．0―12．5―12．7―12．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．0―37．4―50．3―1：03．3―1：15．8―1：28．5―1：40．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スズカブルグ �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2017．2．11 京都13着

2014．2．24生 牡3栗 母 ハ ナ マ ル 母母 パーティプラザ 4戦1勝 賞金 9，000，000円
〔出走取消〕 ゴールドシチー号は，疾病〔左後肢跛行〕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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 オプティマイズ号・カナイオ号・ケルビン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

10088 4月16日 晴 良 （29阪神2）第8日 第4競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走11時20分 （芝・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
1：57．6
1：56．1

良
良

11 ルエヴェルロール 牝3黒鹿54 小牧 太 �キャロットファーム 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 422＋ 62：01．6 7．6�

814 ジュンテオドーラ 牝3鹿 54 藤岡 康太河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 456± 02：01．81� 1．6�
58 ナ ル ハ ヤ 牝3黒鹿54 柴田 未崎陣内 孝則氏 梅田 智之 平取 清水牧場 488－ 62：02．01 59．2�
35 キョウエイレガシー 牝3鹿 54

51 ▲川又 賢治田中 晴夫氏 小崎 憲 新冠 ハシモトフアーム 396＋ 22：02．21� 195．5�
712 パステラリア 牝3鹿 54 佐藤 友則 �ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 470－16 〃 クビ 143．3	

（笠松）

23 ブリシンガメン 牝3栗 54 川田 将雅吉田 照哉氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム 450－ 22：02．3クビ 9．9

22 エアブライス 牝3栗 54

52 △荻野 極 �ラッキーフィールド池添 学 安平 ノーザンファーム 432－ 42：02．51� 5．1�
610 リリックドラマ 牝3鹿 54 菱田 裕二 H.H．シェイク・モハメド 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 446＋ 2 〃 ハナ 11．0�
47 モ ー ヴ 牝3青鹿54 幸 英明原 �子氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 422± 02：02．81� 33．6
59 メイショウヤマギリ 牝3青鹿 54

52 △坂井 瑠星松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 402± 02：03．12 136．9�
46 ハナハタチバナ 牝3鹿 54 古川 吉洋山本 茂氏 加藤 敬二 新ひだか 沖田 忠幸 444－ 22：03．63 356．1�
713 マナープリンセス 牝3鹿 54 丸田 恭介松岡 隆雄氏 安田 隆行 新冠 石郷岡 雅樹 B464－122：03．81� 59．0�
611 タガノデネボラ 牝3鹿 54 国分 恭介八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 438－ 22：04．65 312．4�
34 メイショウサチシオ 牝3黒鹿54 浜中 俊松本 好雄氏 石橋 守 浦河 磯野牧場 482 ―2：05．34 22．0�
815 ゲストテーブル 牝3栗 54

51 ▲森 裕太朗中島 稔氏 柴田 光陽 青森 町屋 勝幸 486－ 82：13．3大差 414．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 23，860，400円 複勝： 51，972，400円 枠連： 13，631，300円
馬連： 49，053，800円 馬単： 32，356，500円 ワイド： 28，946，000円
3連複： 65，074，100円 3連単： 112，670，800円 計： 377，565，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 210円 � 110円 � 1，190円 枠 連（1－8） 540円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 1，700円

ワ イ ド �� 330円 �� 6，410円 �� 2，580円

3 連 複 ��� 14，860円 3 連 単 ��� 74，190円

票 数

単勝票数 計 238604 的中 � 25018（3番人気）
複勝票数 計 519724 的中 � 35258（5番人気）� 300979（1番人気）� 4292（9番人気）
枠連票数 計 136313 的中 （1－8） 19213（2番人気）
馬連票数 計 490538 的中 �� 66897（2番人気）
馬単票数 計 323565 的中 �� 14209（6番人気）
ワイド票数 計 289460 的中 �� 25827（3番人気）�� 1060（34番人気）�� 2677（24番人気）
3連複票数 計 650741 的中 ��� 3284（38番人気）
3連単票数 計1126708 的中 ��� 1101（177番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―12．7―12．4―12．3―12．7―12．0―11．9―12．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．4―36．1―48．5―1：00．8―1：13．5―1：25．5―1：37．4―1：49．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ルエヴェルロール �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Kaldoun デビュー 2016．11．13 京都6着

2014．1．20生 牝3黒鹿 母 グレイトフィーヴァー 母母 My Great Hope 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゲストテーブル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年5月16日まで平地競

走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



10089 4月16日 晴 良 （29阪神2）第8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
2：09．9

良
良

11 コールストーム 牡3鹿 56 太宰 啓介�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社
ノースヒルズ 490－ 42：14．5 2．4�

816 カンポデフィオーリ 牝3黒鹿 54
52 △荻野 極吉田 和美氏 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム B416－ 4 〃 ハナ 6．9�

35 モズアトラクション 牡3栗 56 川須 栄彦 �キャピタル・システム 松下 武士 新ひだか 築紫 洋 464± 0 〃 ハナ 17．1�
714 アドマイヤジョラス 牡3黒鹿56 藤岡 康太近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 492 ―2：14．71� 6．6�

（アドマイヤエース）

510 ラピッドシップ 牡3黒鹿56 小牧 太飯田 正剛氏 角居 勝彦 新ひだか 千代田牧場 464± 02：14．91� 35．3�
715 ピエナアラシ 牡3鹿 56 菱田 裕二本谷 兼三氏 谷 潔 浦河 まるとみ冨岡牧場 464－ 2 〃 クビ 11．8	
612 コスモヴァーズ 牡3青鹿56 川田 将雅 
ビッグレッドファーム 森田 直行 新冠 ビッグレッドファーム 438＋ 62：15．0� 9．4�
47 ロードゼスト 牡3鹿 56 丸田 恭介 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか グランド牧場 450－ 62：15．1� 48．6�
12 テ ン ペ ス ト 牡3鹿 56 国分 恭介三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 458－ 82：15．63 131．7
24 シュペルブバロン 牡3栗 56 高倉 稜ディアレストクラブ� 浅見 秀一 日高 野島牧場 B494± 02：15．7クビ 152．7�
36 プティットクルール 牝3黒鹿 54

51 ▲森 裕太朗首藤 徳氏 宮 徹 新ひだか 田原橋本牧場 422－ 22：16．55 65．3�
817 テイエムナナフク 牡3栗 56 田中 健竹園 正繼氏 岩元 市三 浦河 笠松牧場 464－ 22：16．6	 396．6�
59 ゼットルーラ 牡3鹿 56 佐藤 友則
フォーレスト 池添 学 新ひだか 嶋田牧場 482－122：17．23� 173．1�

（笠松）

48 オレンジチェルロ 牝3栗 54 酒井 学�KTレーシング 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 476＋ 22：17．3� 60．0�
23 リュウシンベガス 牡3黒鹿56 幸 英明桑畑 �信氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 522 ―2：17．93� 8．8�
611 ハバナブラウン 
3鹿 56

54 △城戸 義政松田 整二氏 松下 武士 平取 びらとり牧場 466－342：18．21	 426．9�
818 ステッドファスト 牡3黒鹿56 浜中 俊 
キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 552 ―2：18．83� 13．6�
713 エスシージン 牝3栗 54

51 ▲川又 賢治工藤 圭司氏 西橋 豊治 浦河 高松牧場 444－ 22：19．86 464．2�
（18頭）

売 得 金
単勝： 25，883，100円 複勝： 35，088，700円 枠連： 16，953，900円
馬連： 57，415，300円 馬単： 26，970，200円 ワイド： 37，060，900円
3連複： 79，921，000円 3連単： 94，103，500円 計： 373，396，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 190円 � 310円 枠 連（1－8） 590円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 1，350円

ワ イ ド �� 410円 �� 660円 �� 1，610円

3 連 複 ��� 3，430円 3 連 単 ��� 11，830円

票 数

単勝票数 計 258831 的中 � 85646（1番人気）
複勝票数 計 350887 的中 � 101235（1番人気）� 42862（2番人気）� 20972（7番人気）
枠連票数 計 169539 的中 （1－8） 22092（2番人気）
馬連票数 計 574153 的中 �� 49205（1番人気）
馬単票数 計 269702 的中 �� 14875（1番人気）
ワイド票数 計 370609 的中 �� 25059（1番人気）�� 14323（6番人気）�� 5483（20番人気）
3連複票数 計 799210 的中 ��� 17451（9番人気）
3連単票数 計 941035 的中 ��� 5763（11番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―11．3―12．4―12．4―12．6―13．1―12．7―12．1―12．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―23．4―34．7―47．1―59．5―1：12．1―1：25．2―1：37．9―1：50．0―2：02．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．3―3F36．6
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

コールストーム �
�
父 アーネストリー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．10．29 京都10着

2014．3．18生 牡3鹿 母 ポンデローザ 母母 ゲイアティーガール 5戦1勝 賞金 8，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エスシージン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年5月16日まで平地競走

に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

10090 4月16日 晴 良 （29阪神2）第8日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走12時45分 （芝・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
1：19．9
1：19．0

良
良

46 マイネルパラディ 牡3芦 56 川田 将雅 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 三村 卓也 472＋ 41：21．6 2．1�

711 ボ ナ パ ル ト 牡3鹿 56 丸田 恭介幅田 昌伸氏 庄野 靖志 浦河 有限会社
吉田ファーム 498－ 41：21．7� 18．2�

45 ゴールドポセイドン 牡3鹿 56 幸 英明 Him Rock Racing 西浦 勝一 浦河 ディアレスト
クラブ 452－ 61：21．91� 11．2�

34 ディープウォーリア 牡3黒鹿56 小牧 太中村 孝氏 中竹 和也 浦河 丸村村下
ファーム 442－ 41：22．11� 45．6�

814 ラヴィングアンサー 牡3鹿 56 浜中 俊江口雄一郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 484－16 〃 アタマ 3．5�
69 シゲルボブキャット 牡3栗 56 太宰 啓介森中 蕃氏 坂口 正則 新ひだか 三石川上牧場 448－ 6 〃 クビ 28．8	
57 ラニカイサンデー 牡3鹿 56

54 △荻野 極横瀬 兼二氏 池添 兼雄 新冠 対馬 正 448－ 21：22．63 5．3

712 アンバーミニー 牝3鹿 54 	島 良太 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 452＋ 2 〃 ハナ 79．8�
33 ジャンダラリン 牝3鹿 54

51 ▲森 裕太朗岡 浩二氏 宮本 博 日高 アイズスタッド株式会社 462＋ 61：22．91� 22．3
813 モンスールデジール 牝3鹿 54 酒井 学五影 慶則氏 福島 信晴 新ひだか フジワラフアーム 448－ 41：23．64 31．7�
11 ミルトプリンス 牡3鹿 56 菱田 裕二永山 勝敏氏 石橋 守 新冠 長浜 忠 434± 01：23．7
 89．8�
58 リリーメーカー 牝3鹿 54 高倉 稜阿部榮乃進氏 中村 均 厚真 阿部 栄乃進 482＋ 41：23．8
 161．2�
22 � レッドレイジング 牝3青鹿54 佐藤 友則三浦 勝仁氏 笹野 博司 新ひだか 信田牧場 448－121：24．01� 320．7�

（笠松） （笠松）

610� ハ リ ア ー 牝3栗 54 筒井 勇介�ホースケア 湯前 良人 日高 新生ファーム 422－151：24．21 436．4�
（笠松） （笠松）

（14頭）

売 得 金
単勝： 27，823，300円 複勝： 43，021，500円 枠連： 15，791，800円
馬連： 68，565，700円 馬単： 34，487，700円 ワイド： 38，018，900円
3連複： 89，001，400円 3連単： 130，637，900円 計： 447，348，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 340円 � 210円 枠 連（4－7） 1，270円

馬 連 �� 1，990円 馬 単 �� 2，760円

ワ イ ド �� 740円 �� 360円 �� 1，650円

3 連 複 ��� 3，780円 3 連 単 ��� 16，330円

票 数

単勝票数 計 278233 的中 � 103765（1番人気）
複勝票数 計 430215 的中 � 173555（1番人気）� 19898（5番人気）� 39303（4番人気）
枠連票数 計 157918 的中 （4－7） 9563（5番人気）
馬連票数 計 685657 的中 �� 26583（7番人気）
馬単票数 計 344877 的中 �� 9349（9番人気）
ワイド票数 計 380189 的中 �� 12871（7番人気）�� 29443（3番人気）�� 5439（20番人気）
3連複票数 計 890014 的中 ��� 17635（14番人気）
3連単票数 計1306379 的中 ��� 5797（53番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．4―11．9―11．6―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―22．9―34．3―46．2―57．8―1：09．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネルパラディ �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 Green Desert デビュー 2016．6．5 阪神2着

2014．2．14生 牡3芦 母 ロ ワ ー ジ 母母 Pamela Peach 10戦2勝 賞金 27，442，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



10091 4月16日 晴 良 （29阪神2）第8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）

牝，500万円以下；負担重量は，55�
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

35 トリプライト 牝4鹿 55
53 △荻野 極 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B450－ 41：52．6 13．8�

11 フレグラントブレス 牝4芦 55 川田 将雅吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 482＋ 41：52．81� 4．3�
23 エンパイアブルー 牝5鹿 55 浜中 俊広尾レース� 藤原 英昭 新ひだか 木村 秀則 470＋ 2 〃 クビ 3．3�
713 センショウレイナ 牝4鹿 55 菱田 裕二川勝 裕之氏 笹田 和秀 新ひだか 岡田スタツド 468－ 21：52．9� 61．9�
59 デルマチャチャ 牝4鹿 55

53 △城戸 義政浅沼 廣幸氏 藤沢 則雄 日高 ファニーヒルファーム 500＋ 4 〃 クビ 4．9	
22 � エクロジオン 牝4鹿 55 高倉 稜前田 幸治氏 宮本 博 新冠 平山牧場 464± 01：53．53� 44．5

610� ラックアサイン 牝5鹿 55 藤岡 康太岡田 牧雄氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 490＋ 71：53．6クビ 105．8�
47 デアリングエッジ 牝4栗 55 小牧 太 �社台レースホース寺島 良 千歳 社台ファーム 442－101：53．81� 31．5�
34 ダンツチェック 牝4鹿 55

53 △坂井 瑠星山元 哲二氏 山内 研二 新冠 中本 隆志 500＋ 61：53．9クビ 27．7
712 オールスマイル 牝4青鹿55 幸 英明前田 晋二氏 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 458＋ 2 〃 アタマ 8．7�
815 トゥールエッフェル 牝4芦 55 岡田 祥嗣 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 534＋ 6 〃 ハナ 6．2�
58 フィエスタオーレ 牝4黒鹿55 佐藤 友則�ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社

ノースヒルズ 446－ 41：54．11� 54．6�
（笠松）

611 オーミパドドゥ 牝4栗 55 国分 恭介岩﨑 僖澄氏 宮 徹 新冠 松木 加代 454± 01：55．37 267．8�
814 サンマルアリュール 牝5栗 55

52 ▲森 裕太朗相馬 勇氏 大橋 勇樹 浦河 笹島 政信 498－ 21：55．4	 32．3�
46 ブラボーリリック 牝4芦 55 
島 良太松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 日高 ヤナガワ牧場 462－ 21：56．67 163．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 29，836，400円 複勝： 45，096，400円 枠連： 17，646，000円
馬連： 76，083，700円 馬単： 32，064，300円 ワイド： 45，909，300円
3連複： 100，970，800円 3連単： 120，345，800円 計： 467，952，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，380円 複 勝 � 270円 � 150円 � 170円 枠 連（1－3） 2，180円

馬 連 �� 2，440円 馬 単 �� 6，880円

ワ イ ド �� 840円 �� 970円 �� 400円

3 連 複 ��� 3，800円 3 連 単 ��� 34，710円

票 数

単勝票数 計 298364 的中 � 17258（6番人気）
複勝票数 計 450964 的中 � 35026（6番人気）� 89218（1番人気）� 70614（2番人気）
枠連票数 計 176460 的中 （1－3） 6254（14番人気）
馬連票数 計 760837 的中 �� 24088（10番人気）
馬単票数 計 320643 的中 �� 3494（26番人気）
ワイド票数 計 459093 的中 �� 13615（9番人気）�� 11545（13番人気）�� 31976（1番人気）
3連複票数 計1009708 的中 ��� 19887（11番人気）
3連単票数 計1203458 的中 ��� 2513（101番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―13．0―12．7―13．0―12．6―12．4―12．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．5―36．5―49．2―1：02．2―1：14．8―1：27．2―1：39．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．4―3F37．8
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

トリプライト �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．10．10 京都9着

2013．2．25生 牝4鹿 母 タンザナイト 母母 キャサリーンパー 12戦2勝 賞金 18，320，000円
〔発走状況〕 オーミパドドゥ号は，枠入り不良。

エンパイアブルー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。危険防止のため外枠から発走。
〔調教再審査〕 エンパイアブルー号は，発走調教再審査。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

10092 4月16日 晴 良 （29阪神2）第8日 第8競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走13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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

35 アイファーサンディ 牡5鹿 57 高倉 稜中島 稔氏 加藤 敬二 新ひだか 野表 篤夫 470－ 41：25．0 14．8�
58 スターペスユウコ 牝6鹿 55 菱田 裕二河野和香子氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 462－ 41：25．1� 10．2�
46 バ リ キ 牡5栗 57 浜中 俊杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 ムラカミファーム 460－ 2 〃 アタマ 4．4�
47 サ ン キ ュ ー 牡4栗 57 藤懸 貴志市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 新ひだか 服部 健太郎 520＋ 41：25．2� 9．3�
23 タイセイプレゼンス 牡4黒鹿57 藤岡 康太田中 成奉氏 高橋 義忠 浦河 高昭牧場 478－ 61：25．3� 4．3�
610 トウケイフクキタル 牡4栗 57 太宰 啓介木村 信彦氏 湯窪 幸雄 日高 道見牧場 478－ 41：25．4� 12．0	
815 ハトマークエース 牡5黒鹿57 小牧 太山田美喜男氏 庄野 靖志 白老 社台牧場 480＋ 2 〃 クビ 7．6

712 エルメネジルド 牡5鹿 57

55 △坂井 瑠星飯田 正剛氏 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 492－ 81：25．5� 29．8�
713 ディアスプマンテ 牝4栗 55

53 △城戸 義政 �グリーンファーム荒川 義之 千歳 社台ファーム 438＋ 41：25．6クビ 97．0�
611 クリノセゴビア 牝4黒鹿55 田中 健栗本 博晴氏 川村 禎彦 様似 様似渡辺牧場 448－ 2 〃 クビ 14．3
34 ウォーターバオバブ 牡4栗 57 国分 恭介山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 488± 01：25．7� 7．1�
59 スズカウルトラ 牡4鹿 57 幸 英明永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 山口 義彦 458－ 21：25．8� 81．3�
11 � キクノステラ 牡5鹿 57 佐藤 友則菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 松田 憲一 504－ 41：26．33 54．6�

（笠松）

814 ジェイシックス 牡4芦 57 柴田 未崎深見 富朗氏 田所 秀孝 日高 有限会社
ケイズ 510＋ 61：26．4クビ 172．9�

22 コンクエストシチー �5栗 57 国分 優作 �友駿ホースクラブ 村山 明 新ひだか 幌村牧場 454－ 2 （競走中止） 46．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 26，857，900円 複勝： 41，683，000円 枠連： 21，311，600円
馬連： 78，271，600円 馬単： 31，249，400円 ワイド： 44，294，000円
3連複： 101，160，900円 3連単： 116，228，200円 計： 461，056，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，480円 複 勝 � 460円 � 270円 � 220円 枠 連（3－5） 2，050円

馬 連 �� 6，500円 馬 単 �� 12，950円

ワ イ ド �� 1，730円 �� 1，380円 �� 770円

3 連 複 ��� 10，540円 3 連 単 ��� 77，950円

票 数

単勝票数 計 268579 的中 � 14433（9番人気）
複勝票数 計 416830 的中 � 20905（9番人気）� 41080（4番人気）� 54630（3番人気）
枠連票数 計 213116 的中 （3－5） 8038（11番人気）
馬連票数 計 782716 的中 �� 9330（32番人気）
馬単票数 計 312494 的中 �� 1809（65番人気）
ワイド票数 計 442940 的中 �� 6451（28番人気）�� 8141（18番人気）�� 15335（4番人気）
3連複票数 計1011609 的中 ��� 7193（44番人気）
3連単票数 計1162282 的中 ��� 1081（334番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―35．2―47．2―59．9―1：12．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アイファーサンディ �
�
父 エイシンサンディ �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2014．10．4 阪神4着

2012．2．14生 牡5鹿 母 エ フ シ ア 母母 クリサンテーム 31戦3勝 賞金 37，962，000円
〔競走中止〕 コンクエストシチー号は，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，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



10093 4月16日 晴 良 （29阪神2）第8日 第9競走 ��
��1，200�

ち く さ が わ

千 種 川 特 別
発走14時15分 （芝・右）
4歳以上，1，000万円以下，28．4．16以降29．4．9まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．1
1：06．5

良
良

610 アズマクィーン 牝5鹿 53 浜中 俊東 哲次氏 河内 洋 日高 木村牧場 468－ 41：09．0 9．7�
58 ノーブルルージュ 牝5黒鹿52 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 日高 門別牧場 452－ 21：09．1� 48．5�
69 グレイトチャーター 牡5鹿 57 川田 将雅�ノースヒルズ �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 492－ 2 〃 クビ 2．2�
34 	 スズカプリオール 牡6鹿 53 酒井 学永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B492－101：09．2クビ 12．6�
22 ヤマニンマンドール 牡5黒鹿55 川須 栄彦土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 462± 0 〃 アタマ 13．7�
711 タガノスカイ 牝6鹿 52 丸田 恭介八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 478－ 41：09．3
 29．9	
46 オ フ ク ヒ メ 牝4黒鹿52 菱田 裕二山田 裕仁氏 松下 武士 浦河 金成吉田牧場 444± 0 〃 アタマ 36．2

712 アスクジョーダン 牡5鹿 54 幸 英明廣崎 利洋氏 野中 賢二 日高 Shall Farm 496－ 6 〃 アタマ 7．8�
814 テーオーソルジャー 牡6栗 55 藤岡 康太小笹 公也氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 478＋ 41：09．4� 40．2�
813	 ハイマウンテン 牝7鹿 51 三津谷隼人北前孔一郎氏 目野 哲也 日高 豊郷牧場 466＋ 81：09．5クビ 221．7
57 タガノエンブレム 牡7青鹿53 川島 信二八木 良司氏 斉藤 崇史 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472± 01：09．6� 73．9�
11 バシレウスライオン 牡4鹿 55 坂井 瑠星ライオンレースホース� 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B468－ 21：09．7クビ 4．3�
33 ブレイズガール 牝4鹿 52 佐藤 友則岡田 牧雄氏 飯田 雄三 日高 旭 牧場 B488－ 2 〃 ハナ 17．0�

（笠松）

45 	 タイキパラドックス 牡5栗 53 荻野 琢真�大樹ファーム 寺島 良 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 456＋ 21：10．33
 247．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 34，532，600円 複勝： 45，519，500円 枠連： 21，515，400円
馬連： 100，203，700円 馬単： 45，211，500円 ワイド： 49，498，300円
3連複： 127，959，400円 3連単： 183，713，200円 計： 608，153，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 970円 複 勝 � 250円 � 620円 � 130円 枠 連（5－6） 2，890円

馬 連 �� 18，250円 馬 単 �� 36，970円

ワ イ ド �� 4，040円 �� 430円 �� 1，500円

3 連 複 ��� 11，470円 3 連 単 ��� 125，410円

票 数

単勝票数 計 345326 的中 � 28256（4番人気）
複勝票数 計 455195 的中 � 39666（4番人気）� 13036（10番人気）� 136210（1番人気）
枠連票数 計 215154 的中 （5－6） 5763（12番人気）
馬連票数 計1002037 的中 �� 4253（44番人気）
馬単票数 計 452115 的中 �� 917（86番人気）
ワイド票数 計 494983 的中 �� 2942（42番人気）�� 32321（3番人気）�� 8198（18番人気）
3連複票数 計1279594 的中 ��� 8367（39番人気）
3連単票数 計1837132 的中 ��� 1062（364番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．3―11．4―11．2―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．5―34．8―46．2―57．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．5―3F34．2
3 5，11（1，12）（9，14）（4，10）2，13，8－6，3，7 4 5，11（1，12，14）9，10（4，13）2，8，6（7，3）

勝馬の
紹 介

アズマクィーン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 ジョリーズヘイロー デビュー 2014．8．23 札幌3着

2012．3．5生 牝5鹿 母 ハートオブクィーン 母母 マイシークレット 28戦4勝 賞金 65，193，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

10094 4月16日 晴 良 （29阪神2）第8日 第10競走 ��
��1，200�

ようしゅん

陽春ステークス
発走14時50分 （ダート・右）
4歳以上，1，600万円以下，28．4．16以降29．4．9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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．7

重
重

23 サイタスリーレッド 牡4鹿 55 高倉 稜西村 憲人氏 佐藤 正雄 新ひだか カタオカフアーム 480± 01：10．9 4．4�
612 オウケンビリーヴ 牝4芦 53 丸田 恭介福井 明氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 484－ 81：11．11� 2．8�
816 キャプテンシップ 牡5鹿 56 川又 賢治玉井 宏和氏 森 秀行 浦河 小池 博幸 518－ 2 〃 クビ 9．5�
11 � ベ ッ ク 牡6栗 56 	島 良太細川祐季子氏 牧浦 充徳 平取 稲原牧場 502－ 41：11．31� 10．9�
611 ドリームドルチェ 牡5青鹿56 佐藤 友則ライオンレースホース� 根本 康広 日高 滝本 健二 510－ 41：11．62 32．7�

（笠松）

815 センターピース 牡5栗 55 浜中 俊水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 470－ 81：11．81 5．4	
47 � サンライズネオ 牡7黒鹿55 菱田 裕二松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 484＋10 〃 クビ 75．9

12 ガッサンプレイ 牡7栗 53 国分 恭介西村 專次氏 鈴木 伸尋 新冠 ヒカル牧場 480－ 4 〃 アタマ 76．0�
36 ウィッシュハピネス 牝5青鹿55 幸 英明前田 晋二氏 沖 芳夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 496＋ 81：11．9
 18．7�
48 キープレイヤー 牝6青鹿50 藤懸 貴志下河邉 博氏 佐藤 吉勝 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 508－ 41：12．0クビ 181．4
35 スズカシャーマン 牝6芦 51 筒井 勇介永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新ひだか 藤沢牧場 458－ 2 〃 ハナ 72．0�

（笠松）

510 プレシャスエース 牡4鹿 55 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 510－ 21：12．42
 9．1�
24 タガノアザガル 牡5黒鹿54 国分 優作八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 450± 01：12．82
 180．6�
714� ホ ス ト 牡6黒鹿55 酒井 学内田 玄祥氏 金成 貴史 新ひだか 藤沢牧場 514－121：12．9� 176．5�
713� スティンライクビー 牡5青鹿54 荻野 極 �ローレルレーシング 田村 康仁 青森 ワールドファーム B478－ 21：13．0
 25．7�
59 � アースゼウス 牡7栗 54 荻野 琢真 �グリーンファーム和田 正道 米

Burden Creek
Farm LLC &
Bill Nicholls

514－ 81：13．32 193．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 44，831，700円 複勝： 64，072，300円 枠連： 31，819，100円
馬連： 136，483，200円 馬単： 57，885，900円 ワイド： 68，376，200円
3連複： 176，004，900円 3連単： 239，664，900円 計： 819，138，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 170円 � 140円 � 230円 枠 連（2－6） 820円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 1，820円

ワ イ ド �� 370円 �� 720円 �� 580円

3 連 複 ��� 2，300円 3 連 単 ��� 9，290円

票 数

単勝票数 計 448317 的中 � 80671（2番人気）
複勝票数 計 640723 的中 � 96806（3番人気）� 141163（1番人気）� 59767（4番人気）
枠連票数 計 318191 的中 （2－6） 29728（3番人気）
馬連票数 計1364832 的中 �� 131912（1番人気）
馬単票数 計 578859 的中 �� 23851（3番人気）
ワイド票数 計 683762 的中 �� 50401（1番人気）�� 23009（9番人気）�� 29341（6番人気）
3連複票数 計1760049 的中 ��� 57386（5番人気）
3連単票数 計2396649 的中 ��� 18686（13番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．4―12．3―11．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．2―46．5―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サイタスリーレッド �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 Salt Lake デビュー 2015．8．16 小倉8着

2013．4．24生 牡4鹿 母 ユメノラッキー 母母 Tracey’s Secret 15戦4勝 賞金 49，164，000円
※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 クリノリーソクツモ号・ジャコカッテ号・ナンヨーマーク号・パイメイメイ号・メイショウワダイコ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

１レース目



10095 4月16日 晴 良 （29阪神2）第8日 第11競走 ��
��1，800�

な ん ば

難波ステークス
発走15時30分 （芝・右・外）
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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：43．9

良
良

812 ハクサンルドルフ 牡4黒鹿57 藤岡 康太河﨑 五市氏 西園 正都 新ひだか チャンピオンズファーム 462－ 21：45．9 7．5�
56 ミエノサクシード 牝4栗 55 川島 信二里見美惠子氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 442＋ 21：46．0� 3．4�
45 ポルトドートウィユ 牡5鹿 57 浜中 俊 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 504＋241：46．53 8．7�
44 カバーストーリー 牡6栗 57 佐藤 友則前田 晋二氏 清水 久詞 新ひだか 土居 忠吉 480± 01：46．6	 47．0�

（笠松）

22 ペガサスボス 牡5黒鹿57 川須 栄彦�天羽牧場 矢作 芳人 日高 天羽牧場 530－ 8 〃 クビ 6．7�
11 スズカルパン 牡8鹿 57 小牧 太永井 宏明氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 470－ 41：46．7クビ 27．5	
711 ハッピーユニバンス 牝5黒鹿55 幸 英明亀井 哲也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 476＋ 61：46．8� 35．0

69 ハナズレジェンド 牡4栗 57 坂井 瑠星広尾レース� 矢作 芳人 浦河 カナイシスタッド 460± 0 〃 ハナ 3．0�
710 ショウナンバーキン 牝7青 55 丸田 恭介国本 哲秀氏 中村 均 新ひだか 静内フアーム 474－ 41：46．9	 54．7
813 ブレイヴリー 牡6鹿 57 国分 恭介岡田 牧雄氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド B486－ 21：47．22 33．4�
57 ティーエスネオ 牡6芦 57 田中 健田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 526－ 41：48．26 21．9�
68 マイネルネーベル 牡5鹿 57 川田 将雅 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム 452＋ 41：49．68 29．3�
33 フロリダパンサー 牡6青鹿57 高倉 稜吉田 照哉氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 472－ 61：50．34 37．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 55，352，600円 複勝： 72，326，700円 枠連： 43，320，000円
馬連： 222，029，500円 馬単： 94，499，300円 ワイド： 87，993，000円
3連複： 290，364，000円 3連単： 472，396，400円 計： 1，338，281，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 240円 � 150円 � 340円 枠 連（5－8） 820円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 2，560円

ワ イ ド �� 470円 �� 1，310円 �� 810円

3 連 複 ��� 4，040円 3 連 単 ��� 18，760円

票 数

単勝票数 計 553526 的中 � 58434（4番人気）
複勝票数 計 723267 的中 � 72254（4番人気）� 152317（2番人気）� 45154（5番人気）
枠連票数 計 433200 的中 （5－8） 40615（3番人気）
馬連票数 計2220295 的中 �� 158486（3番人気）
馬単票数 計 944993 的中 �� 27594（8番人気）
ワイド票数 計 879930 的中 �� 51476（3番人気）�� 16400（10番人気）�� 27333（7番人気）
3連複票数 計2903640 的中 ��� 53780（10番人気）
3連単票数 計4723964 的中 ��� 18248（46番人気）

ハロンタイム 12．7―11．7―11．9―12．0―12．0―11．5―11．1―11．2―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．4―36．3―48．3―1：00．3―1：11．8―1：22．9―1：34．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．6―3F34．1
3 7，10，13（3，5）6，1（2，8，9）4，12，11 4 ・（7，10）13－（5，6）（1，2）（3，9）4（8，12）－11

勝馬の
紹 介

ハクサンルドルフ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Theatrical デビュー 2016．2．7 京都3着

2013．5．16生 牡4黒鹿 母 キングスミール 母母 スルーオール 11戦4勝 賞金 55，590，000円
〔制裁〕 ハッピーユニバンス号の騎手幸英明は，前検量について注意義務を怠り戒告。
〔その他〕 フロリダパンサー号は，競走中に疾病〔心房細動〕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。
※カバーストーリー号・フロリダパンサー号・ペガサスボス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

10096 4月16日 晴 良 （29阪神2）第8日 第12競走 ��
��2，000�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
2：01．0
2：01．0

不良
不良

714� セ セ リ 牡6栗 57
54 ▲川又 賢治冨士井直哉氏 森 秀行 米 William Paca

Beatson Jr. 518－ 22：04．7 12．8�
510 フ ラ ン ド ル 牡4鹿 57 川田 将雅寺田 寿男氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 494＋ 22：04．91	 4．5�
713 ストライクイーグル 牡4青鹿57 岡田 祥嗣 �キャロットファーム 杉山 晴紀 新ひだか 前田 宗将 B496－ 42：05．43 3．6�
24 ヤマニンシルフ 牡4栗 57

54 ▲森 裕太朗土井 肇氏 山内 研二 新冠 錦岡牧場 448＋ 22：05．61	 34．2�
47 ジョースターライト 牡4青鹿57 国分 優作上田けい子氏 松下 武士 新ひだか 山際牧場 B462－ 22：05．81	 22．2�
59 エミーズレシピ 牝4鹿 55 丸田 恭介ユアストーリー 安田 隆行 浦河 高村牧場 B482－14 〃 クビ 21．3	
12 キングカヌヌ 牡5芦 57 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 B498± 02：05．9
 5．9

11 メイショウブーケ 牝6栗 55 川須 栄彦松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 B470± 02：06．32� 138．8�
48 エンクエントロス 牡5鹿 57 佐藤 友則山口 裕介氏 黒岩 陽一 新冠 対馬 正 B492－10 〃 クビ 41．8�

（笠松）

611 エンパイアブレイク 牝4鹿 55 幸 英明飯田 良枝氏 松田 国英 新ひだか 千代田牧場 492＋ 22：06．4クビ 11．1
23 ティンバレス 牝5青鹿 55

53 △荻野 極 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 496＋ 4 〃 クビ 11．7�
816 サトノスーペリア �6黒鹿57 藤岡 康太里見 治氏 平田 修 千歳 社台ファーム 470－ 62：06．71
 9．2�
612 ルナーランダー 牡4栗 57 菱田 裕二 H.H．シェイク・モハメド 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 502－ 42：06．91 20．7�
36 タニノマンボ 牡7鹿 57 高倉 稜谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか カントリー牧場 480± 02：07．21
 193．3�
35 ハッピーメモリーズ 牡6芦 57 太宰 啓介石瀬 浩三氏 大根田裕之 新冠 競優牧場 504＋ 6 〃 アタマ 98．3�
815 ル イ カ ズ マ 牡6鹿 57

55 △坂井 瑠星合同会社雅苑興業 西浦 勝一 新ひだか グランド牧場 506＋102：07．3クビ 139．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 53，319，600円 複勝： 75，489，200円 枠連： 41，717，600円
馬連： 154，949，300円 馬単： 59，990，800円 ワイド： 80，419，900円
3連複： 202，334，300円 3連単： 276，121，800円 計： 944，342，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，280円 複 勝 � 340円 � 180円 � 160円 枠 連（5－7） 600円

馬 連 �� 4，380円 馬 単 �� 8，820円

ワ イ ド �� 1，620円 �� 1，090円 �� 410円

3 連 複 ��� 5，460円 3 連 単 ��� 37，750円

票 数

単勝票数 計 533196 的中 � 33168（7番人気）
複勝票数 計 754892 的中 � 45712（7番人気）� 115191（2番人気）� 144961（1番人気）
枠連票数 計 417176 的中 （5－7） 53219（1番人気）
馬連票数 計1549493 的中 �� 27416（17番人気）
馬単票数 計 599908 的中 �� 5096（37番人気）
ワイド票数 計 804199 的中 �� 12030（19番人気）�� 18218（11番人気）�� 54453（1番人気）
3連複票数 計2023343 的中 ��� 27749（11番人気）
3連単票数 計2761218 的中 ��� 5303（100番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．4―36．3―49．5―1：01．6―1：14．1―1：26．5―1：39．1―1：51．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．6―3F38．2
1
3
3，14，16（11，10）（8，12）5，13，2（9，15）（1，7）4，6
3－（14，16）（11，10）（8，12）－13（5，7，2）9－1，15－4－6

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

勝馬の
紹 介

�セ セ リ �
�
父 Curlin �

�
母父 Mining デビュー 2013．11．24 京都1着

2011．4．10生 牡6栗 母 Mine Inning 母母 Weed It Out 22戦4勝 賞金 55，572，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

４レース目



（29阪神2）第8日 4月16日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 183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

207，760，000円
2，530，000円
13，980，000円
1，390，000円
22，920，000円
72，514，000円
4，758，000円
1，756，800円

勝馬投票券売得金
387，267，800円
642，643，200円
263，375，400円
1，086，765，900円
498，858，800円
566，348，100円
1，424，110，700円
2，053，496，100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 6，922，866，000円

総入場人員 21，147名 （有料入場人員 20，121名）



平成29年度 第2回阪神競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，386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

2，226，650，000円
25，160，000円
124，920，000円
54，610，000円
259，850，000円
558，256，000円
39，492，600円
13，305，600円

勝馬投票券売得金
5，100，582，600円
7，552，381，200円
2，734，611，900円
13，018，746，800円
6，423，537，500円
6，700，592，200円
17，807，104，100円
32，547，061，900円
1，119，701，100円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 93，004，319，300円

総入場延人員 184，518名 （有料入場延人員 175，533名）
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