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10073 4月14日 晴 良 （30阪神2）第7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

35 ダンツカホウ 牝3黒鹿 54
51 ▲三津谷隼人山元 哲二氏 山内 研二 日高 白井牧場 B482－ 41：55．3 67．8�

612 シェパーズポーズ 牝3黒鹿54 松田 大作 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 498＋ 61：55．4� 4．3�
59 カンパニュラ 牝3鹿 54 岩田 康誠菅原 広隆氏 羽月 友彦 浦河 中村 雅明 466＋ 61：55．71� 5．0�
510 タ ー コ イ ズ 牝3栗 54 酒井 学ゴドルフィン 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492－101：55．91 5．5�
48 リリープリンセス 牝3黒鹿54 池添 謙一村上龍太郎氏 安田 隆行 新ひだか 岡田牧場 B464－ 41：56．64 6．4�
47 スーブレット 牝3栗 54 C．ルメール �シルクレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 466－ 41：57．02� 3．3	
36 メモリーゴールデン 牝3鹿 54 福永 祐一橋元 幸次氏 湯窪 幸雄 浦河 谷川牧場 464± 01：57．31� 54．9

23 ショーハイウェイ 牝3黒鹿 54

51 ▲富田 暁吉冨 学氏 斉藤 崇史 浦河 中脇 満 482－ 41：57．4クビ 13．4�
11 グッジョブハニー 牝3鹿 54 五十嵐冬樹 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム 488± 01：57．61� 235．1
（北海道）

815 ベティバローズ 牝3鹿 54
53 ☆荻野 極猪熊 広次氏 角田 晃一 平取 坂東牧場 470＋ 2 〃 アタマ 28．6�

713 ヴィンテージパール 牝3鹿 54 幸 英明�ノースヒルズ 渡辺 薫彦 新冠 株式会社
ノースヒルズ 438＋ 61：57．7アタマ 59．4�

816 メイショウココロ 牝3鹿 54
53 ☆小崎 綾也松本 好�氏 高橋 義忠 新冠 北星村田牧場 460 ―1：58．55 126．0�

714 メイショウカグヤマ 牝3鹿 54 岩崎 翼松本 好雄氏 石橋 守 新冠 アラキフアーム 464－ 41：58．81� 243．6�
12 ハクユウゴールド 牝3鹿 54 古川 吉洋 �H.Iコーポレーション 村山 明 日高 本間牧場 462＋ 81：59．11� 295．7�
611 トウカイエポナ 牝3栗 54

51 ▲西村 淳也内村 正則氏 北出 成人 平取 二風谷ファーム 396－ 82：01．2大差 308．6�
24 クニサキホイヘンス 牝3栗 54 国分 恭介國島 周夫氏 西橋 豊治 日高 福山牧場 424± 02：03．3大差 404．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，782，700円 複勝： 31，121，100円 枠連： 10，638，000円
馬連： 40，718，800円 馬単： 19，090，100円 ワイド： 26，631，600円
3連複： 60，337，100円 3連単： 72，431，800円 計： 277，751，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，780円 複 勝 � 1，020円 � 150円 � 190円 枠 連（3－6） 5，060円

馬 連 �� 8，140円 馬 単 �� 22，120円

ワ イ ド �� 2，280円 �� 3，100円 �� 410円

3 連 複 ��� 10，850円 3 連 単 ��� 137，820円

票 数

単勝票数 計 167827 的中 � 1978（10番人気）
複勝票数 計 311211 的中 � 5400（9番人気）� 68517（1番人気）� 46170（4番人気）
枠連票数 計 106380 的中 （3－6） 1627（15番人気）
馬連票数 計 407188 的中 �� 3873（20番人気）
馬単票数 計 190901 的中 �� 647（48番人気）
ワイド票数 計 266316 的中 �� 2845（20番人気）�� 2074（27番人気）�� 18643（3番人気）
3連複票数 計 603371 的中 ��� 4169（32番人気）
3連単票数 計 724318 的中 ��� 381（293番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．7―37．1―50．0―1：03．1―1：16．0―1：29．0―1：42．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．2―3F39．3
1
3
8－（14，15）（5，12）－（6，10）13（9，16）4，7，1，3，11－2
8，15，12（14，5）（10，13）（6，9）（16，7）－（4，1，3）－2，11

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダンツカホウ �
�
父 ワークフォース �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．11．3 京都7着

2015．3．12生 牝3黒鹿 母 フ ェ リ ー ク 母母 ジェドゥーザムール 5戦1勝 賞金 5，750，000円
〔その他〕 クニサキホイヘンス号は，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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トウカイエポナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年5月14日まで平地競

走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 クニサキホイヘンス号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成30年5月14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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 シホノキラメキ号・ナンゴクユメネット号・ブルレジーナ号・レーヌビクトリア号
※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。

10074 4月14日 晴 良 （30阪神2）第7日 第2競走 ��1，400�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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

24 メイショウアキツ 牡3黒鹿56 福永 祐一松本 好雄氏 坂口 正則 様似 中脇 一幸 452± 01：26．2 2．8�
611 マースゴールド 牡3栗 56 岩田 康誠キャピタルクラブ 佐々木晶三 浦河 宮内牧場 458－ 81：26．41� 5．2�
36 クリノヴィグラス 牡3栗 56 藤岡 康太栗本 守氏 湯窪 幸雄 新冠 柏木 一則 464＋ 21：26．72 11．6�
47 サンライズカイザー 牡3鹿 56 松山 弘平松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 482± 01：26．8クビ 19．9�
815 テーオージーニアス 牡3鹿 56 武 豊小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 486± 01：27．01� 2．2�
23 アイランドクイーン 牝3鹿 54 幸 英明大島 豊彦氏 西村 真幸 千歳 社台ファーム 444＋ 21：27．32 179．3�
714 メイショウヤシチ 牡3黒鹿56 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 新冠 柏木 一則 472± 0 〃 アタマ 35．9	
510 シゲルマツタケ 牝3栗 54

53 ☆小崎 綾也森中 蕃氏 谷 潔 厚真 大川牧場 444＋101：27．4クビ 130．5

11 ダイチョウセブン 牡3青鹿56 藤岡 佑介長谷川一雄氏 牧田 和弥 新ひだか 坂本 春雄 B464＋ 21：27．82� 33．3�
35 ブルベアセロリ 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太 �ブルアンドベア 杉山 晴紀 浦河 宮内牧場 444＋ 41：28．01� 359．7
59 カレンヒップスター 牡3鹿 56

55 ☆荻野 極鈴木 隆司氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 452－ 21：28．42� 46．0�
816 クリノセッシュウ 牡3青鹿56 松若 風馬栗本 博晴氏 中村 均 日高 シンボリ牧場 430－ 21：28．5� 275．0�
48 ビップロベルト 牡3栗 56

53 ▲富田 暁鈴木 邦英氏 清水 久詞 日高 モリナガファーム 510＋ 21：29．13� 87．7�
612 ニホンピロカラス 牝3栗 54

51 ▲西村 淳也小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 424＋ 6 〃 ハナ 519．8�
713 ベイブリッジ 牡3青鹿56 酒井 学�KTレーシング 橋口 慎介 浦河 三嶋牧場 B444＋ 41：30．69 192．2�
12 サツマノクロジョカ 牡3黒鹿56 和田 竜二山下 良子氏 作田 誠二 新冠 ヤマタケ牧場 B454＋ 41：30．7� 68．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，068，100円 複勝： 35，948，300円 枠連： 11，221，600円
馬連： 48，424，700円 馬単： 26，318，700円 ワイド： 30，529，900円
3連複： 64，832，700円 3連単： 88，866，400円 計： 329，210，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 180円 � 200円 枠 連（2－6） 760円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，280円

ワ イ ド �� 300円 �� 360円 �� 600円

3 連 複 ��� 1，920円 3 連 単 ��� 6，200円

票 数

単勝票数 計 230681 的中 � 63680（2番人気）
複勝票数 計 359483 的中 � 108051（1番人気）� 45158（3番人気）� 36495（4番人気）
枠連票数 計 112216 的中 （2－6） 11305（3番人気）
馬連票数 計 484247 的中 �� 47978（3番人気）
馬単票数 計 263187 的中 �� 15314（4番人気）
ワイド票数 計 305299 的中 �� 27155（2番人気）�� 22166（4番人気）�� 11904（6番人気）
3連複票数 計 648327 的中 ��� 25252（5番人気）
3連単票数 計 888664 的中 ��� 10377（15番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．7―12．5―12．8―12．5―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．4―35．1―47．6―1：00．4―1：12．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．1―3F38．6
3 3（4，7）（1，13）6（2，9）11，8，12，16（10，15）5，14 4 3（4，7）（1，6，11）（13，9）（2，8）（16，12）（10，15）5，14

勝馬の
紹 介

メイショウアキツ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2017．6．4 阪神9着

2015．4．17生 牡3黒鹿 母 メイショウキスゲ 母母 マルカジュリエット 10戦1勝 賞金 11，500，000円
〔発走状況〕 メイショウヤシチ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔調教再審査〕 メイショウヤシチ号は，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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 クリノユナチャン号・セルリアンラグバ号・ダズリングジュエル号・タマモカプチーノ号・マウロカズマ号・

レイデマー号

第２回 阪神競馬 第７日



10075 4月14日 晴 良 （30阪神2）第7日 第3競走 ��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

611 タガノバルバドス 牡3鹿 56 藤岡 康太八木 良司氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 470＋101：55．3 4．8�

714 ガッツィーソート 牡3栗 56 和田 竜二小林竜太郎氏 鈴木 孝志 新冠 スカイビーチステーブル 502－101：55．51� 22．6�
24 クレスコセイラン 牡3鹿 56

53 ▲富田 暁堀川 三郎氏 木原 一良 登別 青藍牧場 480± 0 〃 アタマ 47．7�
510 ミエノウインウイン 牡3黒鹿56 四位 洋文里見美惠子氏 高橋 亮 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478± 01：56．03 2．1�
12 ラティーノヒート 牡3鹿 56 藤岡 佑介前田 晋二氏 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 518＋181：56．21� 57．3�
23 パワフルヴォイス 牡3黒鹿56 松若 風馬 �社台レースホース吉田 直弘 千歳 社台ファーム 496＋ 4 〃 アタマ 28．0	
713 ダージリンクーラー �3鹿 56 岩田 康誠 �キャロットファーム 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464＋ 61：56．73 5．9

36 マディソンスクエア 牡3鹿 56 幸 英明 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 浦河 富田牧場 474± 0 〃 クビ 124．3�
48 ロードスターダスト 牡3栗 56 池添 謙一 �ロードホースクラブ 清水 久詞 新ひだか グランド牧場 468－ 21：56．8クビ 14．6
47 ヘ イ デ イ 牡3鹿 56 川田 将雅ゴドルフィン 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 510＋ 4 〃 アタマ 11．8�
815 ラガースパーブ 牡3鹿 56

53 ▲西村 淳也奥村 啓二氏 池添 兼雄 日高 豊郷牧場 440－ 61：57．33 202．2�
59 フォロミーバゴ 牝3黒鹿54 小牧 太松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 浦河小林牧場 456＋ 2 〃 クビ 26．5�
11 タ イ フ ー ン 牡3鹿 56 国分 優作ゴドルフィン 矢作 芳人 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 508 ―1：57．51� 42．9�
35 ブルーブルイヤール 牡3青鹿56 岩崎 翼吉田 千津氏 石橋 守 千歳 社台ファーム 524－ 81：57．6クビ 39．8�
612 ナムラタメゴロー 牡3鹿 56 国分 恭介奈村 信重氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 498 ―1：58．66 20．6�
816 アイファーアピール 牝3鹿 54

51 ▲三津谷隼人中島 稔氏 坂口 正則 新ひだか 静内山田牧場 482－ 21：58．7クビ 409．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，005，200円 複勝： 38，065，300円 枠連： 14，994，700円
馬連： 47，666，900円 馬単： 25，578，900円 ワイド： 34，196，700円
3連複： 66，328，700円 3連単： 79，871，700円 計： 331，708，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 270円 � 520円 � 1，170円 枠 連（6－7） 980円

馬 連 �� 5，430円 馬 単 �� 8，300円

ワ イ ド �� 1，770円 �� 3，880円 �� 9，710円

3 連 複 ��� 75，030円 3 連 単 ��� 282，470円

票 数

単勝票数 計 250052 的中 � 41087（2番人気）
複勝票数 計 380653 的中 � 43584（3番人気）� 18697（6番人気）� 7568（11番人気）
枠連票数 計 149947 的中 （6－7） 11764（4番人気）
馬連票数 計 476669 的中 �� 6801（17番人気）
馬単票数 計 255789 的中 �� 2309（27番人気）
ワイド票数 計 341967 的中 �� 5080（17番人気）�� 2265（37番人気）�� 895（66番人気）
3連複票数 計 663287 的中 ��� 663（150番人気）
3連単票数 計 798717 的中 ��� 205（654番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―37．4―50．0―1：02．8―1：15．6―1：28．7―1：41．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．5―3F39．7
1
3
12（7，8）（5，9）14，11，10，3－（6，4）－2－（13，16）－15，1
12（7，8）（5，14，9）（11，10）（2，4）3－6，16，13，1－15

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

勝馬の
紹 介

タガノバルバドス �
�
父 ベ ー カ バ ド �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2017．6．18 阪神5着

2015．4．22生 牡3鹿 母 タガノアルデバラン 母母 バラファミー 7戦1勝 賞金 11，500，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 サンレイポケット号

10076 4月14日 晴 良 （30阪神2）第7日 第4競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走11時25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

59 ア ド ラ ー タ 牝3鹿 54
53 ☆小崎 綾也 �社台レースホース大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470－102：01．8 4．4�
23 アスタービーナス 牝3鹿 54 岩田 康誠加藤 久枝氏 松元 茂樹 新ひだか タイヘイ牧場 394－ 2 〃 ハナ 4．3�
510 レーヌルネサンス 牝3栗 54 和田 竜二 �グリーンファーム高野 友和 千歳 社台ファーム 404 ―2：02．22� 50．4�
36 シ エ ラ 牝3栗 54 C．ルメール �G1レーシング 須貝 尚介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456＋ 22：02．51� 2．5�
714 メイショウマンカイ 牝3鹿 54 岩崎 翼松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 424± 0 〃 クビ 34．3	
12 ル リ ー 牝3栗 54 古川 吉洋サン 安達 昭夫 新ひだか 幌村牧場 410± 02：02．6クビ 342．9

24 サトノガーネット 牝3黒鹿54 松山 弘平 �サトミホースカンパニー 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434 ― 〃 同着 15．8�
47 チカアレグレ 牝3栗 54 松若 風馬吉田 照哉氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム 496－ 42：02．7� 34．7�
48 マセラシオン 牝3黒鹿54 藤岡 康太 �サンデーレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 440－ 4 〃 ハナ 27．8
713 アドマイヤカラット 牝3青鹿54 川田 将雅近藤 利一氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 396＋ 42：02．8� 21．3�
815 クナップフラウ 牝3黒鹿54 幸 英明 �キャロットファーム 野中 賢二 安平 追分ファーム 422－ 6 〃 クビ 39．7�
611 スマートスピカ 牝3鹿 54 福永 祐一大川 徹氏 石坂 正 浦河 桑田牧場 422－ 22：02．9クビ 69．7�
11 トーアプリンセス 牝3栗 54 松田 大作高山ランド� 牧田 和弥 豊浦トーア牧場 428＋ 42：03．53� 66．1�
612 エマブルーム 牝3黒鹿54 武 豊横瀬 兼二氏 山内 研二 日高 メイプルファーム 442± 02：04．13� 8．9�
816 ナイトレイン 牝3鹿 54

53 ☆荻野 極市川義美ホール
ディングス� 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 484＋ 82：04．63 116．9�

35 モ ス ロ ー ズ 牝3鹿 54 北村 友一吉田 勝己氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 398＋ 4 〃 クビ 222．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，176，400円 複勝： 40，908，900円 枠連： 13，927，500円
馬連： 50，676，500円 馬単： 25，531，600円 ワイド： 34，903，700円
3連複： 68，976，000円 3連単： 81，371，600円 計： 343，472，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 200円 � 150円 � 1，360円 枠 連（2－5） 740円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 1，850円

ワ イ ド �� 430円 �� 5，320円 �� 3，300円

3 連 複 ��� 26，630円 3 連 単 ��� 94，080円

票 数

単勝票数 計 271764 的中 � 48874（3番人気）
複勝票数 計 409089 的中 � 55875（3番人気）� 90814（2番人気）� 5341（13番人気）
枠連票数 計 139275 的中 （2－5） 14553（2番人気）
馬連票数 計 506765 的中 �� 38229（3番人気）
馬単票数 計 255316 的中 �� 10316（6番人気）
ワイド票数 計 349037 的中 �� 23045（3番人気）�� 1584（46番人気）�� 2575（30番人気）
3連複票数 計 689760 的中 ��� 1942（72番人気）
3連単票数 計 813716 的中 ��� 627（248番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．4―37．4―50．2―1：02．7―1：15．2―1：27．2―1：38．7―1：50．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ア ド ラ ー タ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Galileo デビュー 2018．3．17 阪神5着

2015．1．19生 牝3鹿 母 ア ド ア ー ド 母母 Sudden Hope 2戦1勝 賞金 5，500，000円
〔発走状況〕 スマートスピカ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

ナイトレイン号は，発進不良〔外側に逃避〕。
※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 アナザーパラダイス号・オンワードマリー号・センターフィールド号



10077 4月14日 曇 良 （30阪神2）第7日 第5競走 ��
��2，200�サラブレッド系3歳

発走12時15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

35 ス ヴ ァ ル ナ 牡3黒鹿56 M．デムーロ �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 504＋122：12．9 1．4�
24 メイケイゴールド 牡3芦 56 古川 吉洋名古屋競馬� 木原 一良 登別 青藍牧場 480－10 〃 アタマ 6．9�
12 セイウンフォーカス 牡3鹿 56 幸 英明西山 茂行氏 宮本 博 新冠 村上 欽哉 474＋ 22：13．32� 15．7�
47 ニッポンテイオー 牡3鹿 56 和田 竜二新谷 幸義氏 大久保龍志 日高 チャンピオン

ズファーム 458＋122：13．4クビ 55．6�
713 スワーヴアラミス 牡3鹿 56 松田 大作�NICKS 須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474－ 42：13．72 16．6	
816 ポートフィリップ 牡3黒鹿56 岩田 康誠 �シルクレーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 466－ 4 〃 ハナ 32．9

11 ラストクルセイド 牡3鹿 56 浜中 俊 �社台レースホース西浦 勝一 千歳 社台ファーム 458－ 22：14．01� 20．2�
611 モ ー ト ゥ ス 牡3黒鹿56 五十嵐冬樹吉田 勝己氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 492－102：14．1� 38．5�

（北海道）

510 ウインフォルティス 牡3鹿 56
53 ▲三津谷隼人�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 476－ 82：14．2� 133．2

23 クリノダイヤモンド 牡3黒鹿56 川島 信二栗本 博晴氏 荒川 義之 むかわ 上水牧場 486＋ 42：14．62� 113．5�
817 バウンスバッカー 牡3黒鹿56 池添 謙一福本 圭佐氏 池添 兼雄 新冠 大栄牧場 440± 02：14．92 31．7�
59 スパーダドーロ 牡3栗 56 北村 友一 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 436＋ 42：15．21� 11．3�
612 アドマイヤテンプウ 牝3黒鹿54 藤岡 康太近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 422± 02：15．41� 329．3�
815 メイショウカラタチ 牝3鹿 54 小牧 太松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 赤田牧場 462－ 62：15．5� 273．2�
36 アイアンウェーブ 牡3黒鹿56 水口 優也池上 一馬氏 牧田 和弥 新ひだか 原口牧場 514 ―2：15．92� 353．5�
714 クリノザビエル 牡3黒鹿 56

53 ▲富田 暁栗本 博晴氏 橋田 満 日高 白井牧場 418± 02：16．0クビ 375．5�
48 ストロングワールド 牡3鹿 56

55 ☆荻野 極 Him Rock Racing 西浦 勝一 日高 タバタファーム 468 ―2：17．38 349．9�
（17頭）

売 得 金
単勝： 30，092，200円 複勝： 124，502，800円 枠連： 18，197，500円
馬連： 56，251，800円 馬単： 36，999，900円 ワイド： 42，605，400円
3連複： 83，120，100円 3連単： 130，370，800円 計： 522，140，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 180円 � 190円 枠 連（2－3） 490円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 580円

ワ イ ド �� 250円 �� 310円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 1，330円 3 連 単 ��� 3，270円

票 数

単勝票数 計 300922 的中 � 170167（1番人気）
複勝票数 計1245028 的中 � 946337（1番人気）� 51582（3番人気）� 47060（4番人気）
枠連票数 計 181975 的中 （2－3） 28594（2番人気）
馬連票数 計 562518 的中 �� 93659（1番人気）
馬単票数 計 369999 的中 �� 47294（1番人気）
ワイド票数 計 426054 的中 �� 48567（1番人気）�� 36224（3番人気）�� 9289（11番人気）
3連複票数 計 831201 的中 ��� 46725（2番人気）
3連単票数 計1303708 的中 ��� 28895（2番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―11．5―12．8―13．1―11．7―12．2―12．1―11．8―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．8―24．0―35．5―48．3―1：01．4―1：13．1―1：25．3―1：37．4―1：49．2―2：00．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ス ヴ ァ ル ナ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2017．7．16 中京3着

2015．3．25生 牡3黒鹿 母 ブルーミングアレー 母母 プリンセスオリビア 7戦1勝 賞金 14，100，000円
〔制裁〕 セイウンフォーカス号の騎手幸英明は，前検量について注意義務を怠り過怠金10，000円。

スヴァルナ号の騎手M．デムーロは，決勝線手前での御法（騎乗ぶり）について戒告。
※出走取消馬 コマノジャスパ号（事故のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 サイン号
（非抽選馬） 3頭 サトノジュウザ号・スズカゼフィール号・ワンダーハスラット号
※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。

10078 4月14日 曇 良 （30阪神2）第7日 第6競走 ��
��1，200�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
1：07．1
1：06．5

良
良

35 トゥラヴェスーラ 牡3鹿 56 福永 祐一吉田 照哉氏 高橋 康之 千歳 社台ファーム 474＋ 81：08．7 3．7�
24 バーニングペスカ 牡3鹿 56 武 豊山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 458＋ 41：09．12� 3．1�
59 マイネルエメ 牡3鹿 56 川田 将雅 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム B460＋ 4 〃 クビ 30．9�
11 ライクアジャーニー 牝3鹿 54

53 ☆小崎 綾也大塚 亮一氏 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 456－ 81：09．2� 37．2�
47 メイケイダイハード 牡3鹿 56 幸 英明名古屋競馬� 中竹 和也 浦河 浦河小林牧場 520－ 4 〃 ハナ 15．4�
510 トウカイオルデン 牡3鹿 56 松若 風馬内村 正則氏 安田 隆行 新ひだか 平野牧場 476＋ 21：09．3� 4．7	
12 タガノカレン 牝3黒鹿 54

51 ▲西村 淳也八木 良司氏 中村 均 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 442＋ 41：09．4� 191．1


611 ティーカラット 牡3黒鹿56 松山 弘平深見 富朗氏 池添 兼雄 日高 戸川牧場 498－ 2 〃 クビ 14．8�
714 リンガラポップス 牡3青鹿56 北村 友一吉田 勝己氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 482± 01：09．61 34．1�
815 ヒロシゲゴールド 牡3青鹿56 藤岡 康太ウエストヒルズ 北出 成人 新ひだか 斉藤 正男 456－ 61：09．81 47．7�
612 ハ ゼ ル 牡3栗 56 和田 竜二杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 ムラカミファーム 480－ 41：09．9� 9．6�
36 ダンツクレイオー 牝3鹿 54 岩崎 翼山元 哲二氏 本田 優 千歳 社台ファーム 474＋ 21：10．0� 27．0�
23 スワーヴポルトス 牡3鹿 56 浜中 俊�NICKS 庄野 靖志 新冠 ハシモトフアーム 436＋ 2 〃 ハナ 42．6�
816 イイコトズクシ 牡3鹿 56

53 ▲富田 暁小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 484－ 81：10．21	 54．0�
713 リンシャンカイホウ 牡3鹿 56 松田 大作�KTレーシング 田中 剛 新冠 パカパカ

ファーム 430－14 〃 クビ 58．8�
48 リーガルリリー 牝3栗 54 五十嵐冬樹阿部榮乃進氏 中村 均 厚真 阿部 栄乃進 466－ 21：11．9大差 187．4�

（北海道）

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，872，900円 複勝： 46，990，100円 枠連： 16，504，900円
馬連： 67，663，300円 馬単： 30，381，500円 ワイド： 45，435，900円
3連複： 87，824，200円 3連単： 101，984，800円 計： 429，657，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 170円 � 140円 � 500円 枠 連（2－3） 500円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，350円

ワ イ ド �� 300円 �� 1，430円 �� 1，350円

3 連 複 ��� 4，300円 3 連 単 ��� 16，640円

票 数

単勝票数 計 328729 的中 � 69936（2番人気）
複勝票数 計 469901 的中 � 77476（2番人気）� 110310（1番人気）� 16742（8番人気）
枠連票数 計 165049 的中 （2－3） 25337（1番人気）
馬連票数 計 676633 的中 �� 78089（1番人気）
馬単票数 計 303815 的中 �� 16756（2番人気）
ワイド票数 計 454359 的中 �� 44558（1番人気）�� 7496（15番人気）�� 7950（12番人気）
3連複票数 計 878242 的中 ��� 15295（9番人気）
3連単票数 計1019848 的中 ��� 4441（27番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．2―11．4―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．1―45．5―56．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F34．6
3 1（12，13）4，8（2，5，10）7（3，6，16）（9，14）11，15 4 1（12，13）5（4，10）7，2（8，6，16）3（11，9，14）15

勝馬の
紹 介

トゥラヴェスーラ �
�
父 ドリームジャーニー �

�
母父 アドマイヤコジーン デビュー 2017．11．3 京都1着

2015．4．4生 牡3鹿 母 ジャジャマーチャン 母母 ラスリングカプス 5戦2勝 賞金 18，326，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リーガルリリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年5月14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。



10079 4月14日 曇 良 （30阪神2）第7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

612 メイショウカマクラ 牡5青鹿 57
56 ☆加藤 祥太松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 526＋ 41：53．2 11．7�

11 � リテラルフォース 牡4黒鹿57 C．ルメール 村上 稔氏 高柳 大輔 登別 ユートピア牧場 516－ 8 〃 クビ 6．3�
35 エイシンミサイル 牡5鹿 57 岩田 康誠�栄進堂 奥村 豊 新ひだか 前川 勇 508－ 21：53．62� 6．6�
510 ベディヴィア 牡4栗 57

56 ☆荻野 極 �社台レースホース野中 賢二 千歳 社台ファーム 472＋ 81：53．7� 8．0�
59 サウンドスタジオ 牡5鹿 57 北村 友一増田 雄一氏 吉田 直弘 新ひだか 矢野牧場 488－ 21：53．91 17．5	
12 � コ エ レ 牡4黒鹿57 国分 恭介守内 満氏 西橋 豊治 日高 賀張三浦牧場 456＋ 61：54．32� 297．3

24 エスポワールパレス 牡4鹿 57 松若 風馬小林 量氏 清水 久詞 新冠 秋田牧場 504－ 4 〃 ハナ 74．3�
713 サンマルエンパイア 牡4鹿 57 和田 竜二相馬 勇氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 460± 01：54．4� 48．0�
816 ネクストムーブ 牡5栗 57 M．デムーロ林 正道氏 清水 久詞 新ひだか 桜井牧場 508－101：54．5� 1．6
47 クリスタルバブルス 牡4黒鹿 57

54 ▲富田 暁 Him Rock Racing 加用 正 日高 タバタファーム B456－ 21：54．82 100．3�
36 ユノディエール 牡4鹿 57 松田 大作�KTレーシング 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 450＋ 21：55．01 141．6�
23 アロマティカス 牡4鹿 57 藤岡 康太山本 堅治氏 湯窪 幸雄 新冠 岩見牧場 B460＋ 2 〃 ハナ 400．2�
48 スナークレッド 牡5鹿 57 水口 優也杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 萩澤 俊雄 494± 01：55．1� 444．3�
611 クールデザイン 牝4鹿 55 幸 英明 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 452－ 81：55．63 49．9�
714 エスペランサルル 牝6栗 55 岩崎 翼江上 幸�氏 西橋 豊治 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 432＋ 2 〃 ハナ 292．3�
815 クリノゼノビア 牝4黒鹿 55

52 ▲西村 淳也栗本 博晴氏 田所 秀孝 浦河 バンブー牧場 426＋ 61：55．7� 644．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，216，700円 複勝： 60，101，600円 枠連： 14，857，400円
馬連： 61，323，000円 馬単： 36，110，000円 ワイド： 39，481，000円
3連複： 80，578，200円 3連単： 126，357，600円 計： 449，025，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，170円 複 勝 � 380円 � 350円 � 260円 枠 連（1－6） 3，830円

馬 連 �� 4，740円 馬 単 �� 12，030円

ワ イ ド �� 1，260円 �� 680円 �� 700円

3 連 複 ��� 7，280円 3 連 単 ��� 71，180円

票 数

単勝票数 計 302167 的中 � 20592（5番人気）
複勝票数 計 601016 的中 � 39226（5番人気）� 43456（4番人気）� 64544（2番人気）
枠連票数 計 148574 的中 （1－6） 3006（12番人気）
馬連票数 計 613230 的中 �� 10008（14番人気）
馬単票数 計 361100 的中 �� 2250（30番人気）
ワイド票数 計 394810 的中 �� 7790（15番人気）�� 15113（6番人気）�� 14614（7番人気）
3連複票数 計 805782 的中 ��� 8297（22番人気）
3連単票数 計1263576 的中 ��� 1287（168番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．6―37．9―50．4―1：02．9―1：15．2―1：27．6―1：39．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．3―3F38．0
1
3

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

勝馬の
紹 介

メイショウカマクラ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2016．1．9 京都2着

2013．4．26生 牡5青鹿 母 カイロローズ 母母 Insinuate 17戦3勝 賞金 29，450，000円
※エスポワールパレス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

10080 4月14日 曇 良 （30阪神2）第7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

815 サ ン キ ュ ー 牡5栗 57 M．デムーロ 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 518－ 21：24．9 5．7�
713 メイショウヤクシマ 牡5栗 57 藤岡 康太松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 岡部牧場 468－ 61：25．11 33．2�
816 ボ ナ パ ル ト 牡4鹿 57 武 豊幅田 昌伸氏 庄野 靖志 浦河 有限会社

吉田ファーム B504＋ 21：25．2� 8．9�
510 フィールドステイ 牡4鹿 57 C．ルメール 地田 勝三氏 西園 正都 新ひだか タイヘイ牧場 504－ 41：25．52 7．5�
35 スズカモナミ 牝4鹿 55 松若 風馬永井 啓弍氏 吉村 圭司 浦河 辻 牧場 412± 01：25．71 18．2�
48 ラインフィール 牡5栗 57

54 ▲富田 暁大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 508＋ 2 〃 ハナ 6．2	
714 キングレイスター 牡4鹿 57 小牧 太伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 浜口牧場 B486± 01：26．23 49．9

47 タガノヴィアーレ 牝5栗 55 和田 竜二八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 536＋ 41：26．3クビ 5．4�
612 ハニーゴールド �4鹿 57 水口 優也青芝商事� 池江 泰寿 新ひだか グランド牧場 B490－ 41：26．4� 31．1�
12 ティーティクイーン 牝4鹿 55

52 ▲三津谷隼人ロイヤルパーク 加用 正 日高 門別牧場 462＋ 21：26．5クビ 166．8
36 デュパルクカズマ 牡4鹿 57 岩田 康誠合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 438－ 21：26．6� 56．6�
611	 マイアフェクション 牡4鹿 57

56 ☆小崎 綾也五影 隆則氏 石橋 守 新ひだか フジワラフアーム 470＋ 61：26．81
 238．4�
59 ウォーターミリオン 牡5栗 57

54 ▲西村 淳也山岡 正人氏 田所 秀孝 日高 山際 辰夫 440＋ 4 〃 ハナ 253．0�
23 エンドレスコール 牝4黒鹿55 福永 祐一 �キャロットファーム 橋口 慎介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B464＋ 21：27．22� 21．5�
24 メイショウフウシャ 牝5鹿 55 岩崎 翼松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 472－ 41：27．94 209．9�
11 オ リ エ ン ト 牡4鹿 57 川田 将雅石川 達絵氏 藤岡 健一 新ひだか 嶋田牧場 522＋ 8 （競走中止） 3．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，188，600円 複勝： 58，229，700円 枠連： 23，564，700円
馬連： 77，973，200円 馬単： 31，048，500円 ワイド： 51，264，900円
3連複： 105，102，900円 3連単： 115，124，400円 計： 496，496，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 240円 � 590円 � 270円 枠 連（7－8） 3，480円

馬 連 �� 10，400円 馬 単 �� 16，410円

ワ イ ド �� 3，320円 �� 870円 �� 4，240円

3 連 複 ��� 22，760円 3 連 単 ��� 121，310円

票 数

単勝票数 計 341886 的中 � 47555（3番人気）
複勝票数 計 582297 的中 � 68127（4番人気）� 22146（8番人気）� 60259（6番人気）
枠連票数 計 235647 的中 （7－8） 5239（15番人気）
馬連票数 計 779732 的中 �� 5805（31番人気）
馬単票数 計 310485 的中 �� 1419（54番人気）
ワイド票数 計 512649 的中 �� 3898（31番人気）�� 15964（12番人気）�� 3037（45番人気）
3連複票数 計1051029 的中 ��� 3463（66番人気）
3連単票数 計1151244 的中 ��� 688（374番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．5―12．2―12．7―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．0―34．5―46．7―59．4―1：11．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サ ン キ ュ ー �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2015．8．23 札幌11着

2013．3．30生 牡5栗 母 ユキノマーメイド 母母 サスペンスクイーン 14戦2勝 賞金 21，500，000円
〔競走中止〕 オリエント号は，競走中に疾病〔鼻出血（2回目）〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔鼻出血による出走制限〕 オリエント号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成30年6月14日まで出走できない。



10081 4月14日 曇 良 （30阪神2）第7日 第9競走 ��
��1，800�

ほ う ら い き ょ う

� � 峡 特 別
発走14時15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 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：43．9

良
良

55 � マテンロウゴースト 牡5栗 57 川田 将雅寺田千代乃氏 中内田充正 愛 Nobutaka
Tada 500± 01：46．2 4．3�

89 シンギュラリティ 牡4鹿 57 福永 祐一吉田 勝己氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 492＋ 8 〃 クビ 5．6�
78 エルプシャフト 牡5青鹿57 M．デムーロ �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 458－ 21：46．41	 3．3�
66 レプランシュ 牡5鹿 57 藤岡 佑介 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 482－101：46．5
 13．9�
33 インヴィクタ 牡4黒鹿57 岩田 康誠佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 480＋ 81：46．6クビ 10．5�
77 スマートエレメンツ 牡4鹿 57 C．ルメール 大川 徹氏 鹿戸 雄一 新冠

スマートプロジェク
トインコーポレイ
テッド株式会社 512＋10 〃 クビ 3．4	

44 メイショウミツボシ 牡6鹿 57 古川 吉洋松本 好雄氏 本田 優 浦河 日の出牧場 474± 01：47．23� 153．1

22 マルカブリスク 牡5栗 57 和田 竜二日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 442± 0 〃 ハナ 45．4�
810 ビービーブレスユー 牡5鹿 57 松山 弘平�坂東牧場 加用 正 日高 碧雲牧場 522＋ 41：47．3� 20．3�
11 � ミスズダンディー 牡6鹿 57 藤岡 康太永井 啓弍氏 荒川 義之 浦河 バンブー牧場 460＋ 21：47．4
 214．5

（10頭）

売 得 金
単勝： 46，746，000円 複勝： 61，454，900円 枠連： 17，616，800円
馬連： 89，190，500円 馬単： 42，127，600円 ワイド： 51，293，500円
3連複： 109，647，000円 3連単： 190，528，200円 計： 608，604，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 140円 � 140円 � 120円 枠 連（5－8） 850円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 1，860円

ワ イ ド �� 340円 �� 350円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，310円 3 連 単 ��� 6，960円

票 数

単勝票数 計 467460 的中 � 86492（3番人気）
複勝票数 計 614549 的中 � 100735（4番人気）� 111980（2番人気）� 144682（1番人気）
枠連票数 計 176168 的中 （5－8） 15879（4番人気）
馬連票数 計 891905 的中 �� 68417（6番人気）
馬単票数 計 421276 的中 �� 16965（9番人気）
ワイド票数 計 512935 的中 �� 38376（4番人気）�� 37140（6番人気）�� 39691（3番人気）
3連複票数 計1096470 的中 ��� 62454（4番人気）
3連単票数 計1905282 的中 ��� 19826（20番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―11．9―12．2―12．1―12．0―11．2―11．2―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．0―35．9―48．1―1：00．2―1：12．2―1：23．4―1：34．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．0
3 1，5（8，10）3（2，7）（6，9）－4 4 1，5，8（3，10）7（2，9）6，4

勝馬の
紹 介

�マテンロウゴースト �
�
父 Galileo �

�
母父 Danehill Dancer デビュー 2015．11．29 東京2着

2013．3．14生 牡5栗 母 Latin Love 母母 Ho Hi The Moon 10戦3勝 賞金 50，595，000円

10082 4月14日 雨 良 （30阪神2）第7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，29．4．15以降30．4．8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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．7

重
重

612 オウケンビリーヴ 牝5芦 54 C．ルメール 福井 明氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 496± 01：10．9 2．6�
12 スマートレイチェル 牝4黒鹿52 武 豊大川 徹氏 西園 正都 浦河 桑田牧場 482± 01：11．0� 8．8�
816 メイショウワダイコ 牡6鹿 55 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 多田 善弘 540－ 21：11．1� 50．8�
611 スズカグラーテ 牝4黒鹿53 M．デムーロ永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか グランド牧場 456－ 2 〃 クビ 8．3�
815	 ゼンノサーベイヤー 牡5栗 56 藤岡 佑介大迫久美子氏 中内田充正 米 Kumiko

Osako 508＋ 21：11．2� 7．9�
36 ビックリシタナモー 牡4黒鹿55 北村 友一小田切有一氏 音無 秀孝 日高 中原牧場 512± 01：11．51� 35．9�
47 ダノンアイリス 牝5青鹿52 藤岡 康太	ダノックス 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 484－ 21：11．6� 40．7

35 サーティグランド 牡6鹿 55 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 新ひだか 山本 昇寿 500－ 61：11．7クビ 64．9�
24 シンゼンスタチュー 
5黒鹿54 太宰 啓介原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大

作ステーブル 490＋ 2 〃 アタマ 13．9�
713� キセキノケイフ 牡5鹿 53 古川 吉洋 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 杉山 晴紀 新ひだか 松田牧場 468－ 41：12．02 80．5
11 � ラ バ ニ ー ユ 牝6芦 52 荻野 極前田 幸治氏 森田 直行 新ひだか 土居 忠吉 430－ 41：12．21 87．6�
59 ラズールリッキー 牝5黒鹿54 松田 大作岡田 牧雄氏 武井 亮 新ひだか 岡田牧場 450± 01：12．41� 37．4�
23 � メイショウオルソ 牡5黒鹿54 酒井 学松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 日の出牧場 518＋ 2 〃 クビ 122．8�
714 サザンボルケーノ 牡4栗 56 川田 将雅南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 496－101：12．61� 12．1�
510 シゲルコング 牡4鹿 54 和田 竜二森中 蕃氏 大橋 勇樹 新ひだか 増本 良孝 500－ 21：12．91� 29．9�
48 	 ジープルメリア 牝5黒鹿55 幸 英明 	キャピタル・システム 南井 克巳 米

Betz Thorough-
breds, Werner &
Humphrey

452－ 4 （競走中止） 5．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 54，979，500円 複勝： 84，010，300円 枠連： 33，526，800円
馬連： 149，413，200円 馬単： 58，133，100円 ワイド： 87，221，000円
3連複： 199，943，600円 3連単： 245，449，100円 計： 912，676，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 150円 � 300円 � 1，080円 枠 連（1－6） 1，200円

馬 連 �� 1，830円 馬 単 �� 2，900円

ワ イ ド �� 650円 �� 3，780円 �� 5，550円

3 連 複 ��� 42，830円 3 連 単 ��� 172，430円

票 数

単勝票数 計 549795 的中 � 164740（1番人気）
複勝票数 計 840103 的中 � 200087（1番人気）� 65250（5番人気）� 14903（12番人気）
枠連票数 計 335268 的中 （1－6） 21591（4番人気）
馬連票数 計1494132 的中 �� 63161（5番人気）
馬単票数 計 581331 的中 �� 15027（6番人気）
ワイド票数 計 872210 的中 �� 36763（4番人気）�� 5758（38番人気）�� 3896（58番人気）
3連複票数 計1999436 的中 ��� 3501（123番人気）
3連単票数 計2454491 的中 ��� 1032（484番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．5―11．9―11．8―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―34．1―46．0―57．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オウケンビリーヴ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．10．10 京都2着

2013．1．25生 牝5芦 母 ビスクドール 母母 フェアリードール 19戦5勝 賞金 86，716，000円
〔競走中止〕 ジープルメリア号は，3コーナーで，外側に斜行した「シゲルコング」号に触れ，転倒したため競走中止。
〔制裁〕 シゲルコング号の騎手和田竜二は，3コーナーで外側に斜行したことについて平成30年4月21日の騎乗を停止。（被害馬：8

番）
〔調教再審査〕 シゲルコング号は，3コーナーから4コーナーにかけて外側に逃避したことについて平地調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 アードラー号・プレシャスエース号・マイネルエスパス号・メイショウツレヅレ号・ヤサシサ号・ローゼンタール号

追 加 記 事（第 2回阪神競馬第 5日第 12 競走）
〔馬の出走停止・調教再審査〕　　テイエムアンムート号は，発進不良（膠着・出遅れ）であっ

たため裁定委員会の議定により平成 30 年 4 月 8日から平成 30
年 7月 7日まで出走停止。停止期間の満了後に開催競馬場で発
走調教再審査。



10083 4月14日 雨 良 （30阪神2）第7日 第11競走 ��
��1，600�第27回アーリントンカップ（ＧⅢ）

発走15時30分 （NHKマイルカップトライアル） （芝・右・外）
3歳；負担重量は，馬齢重量

アーリントンパーク競馬場賞（1着）
賞 品

本 賞 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000円
付 加 賞 469，000円 134，000円 67，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．9
1：30．7

良
良

56 タワーオブロンドン 牡3鹿 56 C．ルメールゴドルフィン 藤沢 和雄 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 510－ 81：33．4 3．1�

11 パクスアメリカーナ 牡3芦 56 川田 将雅�山紫水明 中内田充正 新ひだか 千代田牧場 462－ 81：33．5� 4．7�
711 レッドヴェイロン 牡3鹿 56 M．デムーロ �東京ホースレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 470－ 21：33．6� 7．0�
22 インディチャンプ 牡3鹿 56 岩田 康誠 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 454－ 6 〃 ハナ 3．5�
813 ダノンスマッシュ 牡3鹿 56 北村 友一�ダノックス 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム 466± 01：33．81� 12．2	
45 ピースユニヴァース 牡3鹿 56 武 豊久米田正平氏 尾形 和幸 新冠 秋田牧場 468－ 41：34．01� 39．3

69 ウォーターパルフェ 牡3鹿 56 酒井 学山岡 正人氏 田所 秀孝 浦河 笹地牧場 468± 0 〃 アタマ 149．9�
68 イ ル ル ー メ 牡3黒鹿56 松田 大作西森 鶴氏 高市 圭二 浦河 田中スタッド 470－ 61：34．1クビ 441．6�
57 ア リ ア 牝3栗 54 小牧 太樋口 稔氏 沖 芳夫 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484± 0 〃 アタマ 192．6
710� エアアルマス 牡3鹿 56 福永 祐一 �ラッキーフィールド池添 学 米

Sekie Yoshihara
& Tsunebumi
Yoshihara

466＋ 21：34．2� 8．0�
812 ラ セ ッ ト 牡3鹿 56 藤岡 佑介桂土地� 庄野 靖志 浦河 三好牧場 474＋ 6 〃 クビ 23．1�
33 	 リュウノユキナ 牡3芦 56 五十嵐冬樹蓑島 竜一氏 川島 洋人 新ひだか 藤川フアーム 482＋ 81：34．51� 396．1�

（北海道） （北海道）

44 ラブカンプー 牝3黒鹿54 松山 弘平増田 陽一氏 森田 直行 日高 奥山 博 426＋ 21：34．82 138．4�
（13頭）

売 得 金
単勝： 178，266，600円 複勝： 201，407，100円 枠連： 76，726，600円
馬連： 508，848，300円 馬単： 198，469，000円 ワイド： 231，961，500円
3連複： 659，117，500円 3連単： 1，117，416，800円 計： 3，172，213，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 150円 � 170円 � 210円 枠 連（1－5） 1，080円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 1，830円

ワ イ ド �� 400円 �� 460円 �� 720円

3 連 複 ��� 2，130円 3 連 単 ��� 9，690円

票 数

単勝票数 計1782666 的中 � 447787（1番人気）
複勝票数 計2014071 的中 � 401405（2番人気）� 314690（3番人気）� 215117（4番人気）
枠連票数 計 767266 的中 （1－5） 54718（6番人気）
馬連票数 計5088483 的中 �� 394598（3番人気）
馬単票数 計1984690 的中 �� 81085（4番人気）
ワイド票数 計2319615 的中 �� 155726（3番人気）�� 128818（4番人気）�� 78589（10番人気）
3連複票数 計6591175 的中 ��� 231729（6番人気）
3連単票数 計11174168 的中 ��� 83544（21番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．3―12．0―12．2―11．4―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．2―34．5―46．5―58．7―1：10．1―1：21．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タワーオブロンドン �
�
父 Raven’s Pass �

�
母父 Dalakhani デビュー 2017．7．29 札幌1着

2015．2．9生 牡3鹿 母 スノーパイン 母母 Shinko Hermes 6戦4勝 賞金 124，735，000円
〔騎手変更〕 アリア号の騎手幸英明は，第10競走での落馬負傷のため小牧太に変更。
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりタワーオブロンドン号・パクスアメリカーナ号・レッドヴェイロン号は，NHKマイルカップ（GⅠ）競走に優先
出走できる。

※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。

10084 4月14日 雨 良 （30阪神2）第7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

56 オースミラナキラ 牡6鹿 57 川島 信二�オースミ 荒川 義之 浦河 �川 啓一 516± 02：06．0 13．3�
11 ルドルフィーナ 牡5青鹿57 小牧 太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新冠 村上 欽哉 B488－ 42：06．85 5．0�
45 メイショウテムズ 牡4栗 57 武 豊松本 好雄氏 庄野 靖志 新冠 八木 明広 494± 02：07．01	 3．6�
33 ウォーターマーズ 牡4芦 57 国分 恭介山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 B526± 02：07．1クビ 107．2�
68 ダンサクドゥーロ 牡4芦 57 北村 友一吉田 勝己氏 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 516＋ 2 〃 クビ 9．6�
711 タマモアタック 牡6鹿 57

54 ▲富田 暁タマモ� 武 英智 新ひだか 岡田牧場 482－ 22：07．2クビ 6．2	
69 クロノスタシス 牡5芦 57 C．ルメール 
キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 530－ 8 〃 ハナ 6．7�
57 
 ワンダーラジャ 牡4栗 57 松山 弘平山本 能成氏 沖 芳夫 浦河 秋場牧場 492＋ 82：07．3	 19．0�
710 エンクエントロス 牡6鹿 57 岩崎 翼山口 裕介氏 黒岩 陽一 新冠 対馬 正 B490－ 2 〃 クビ 159．2
44 エヴォリューション 牝7鹿 55 和田 竜二岡田 隆寛氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 488＋ 82：08．04 147．3�
812
 キ ン グ リ オ 牡6鹿 57

56 ☆荻野 極窪田 康志氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 510－ 22：08．21 108．2�
813 ジ ェ ニ シ ス 牡4鹿 57 岩田 康誠 �Gリビエール・

レーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B500－ 62：08．3	 6．2�
22 タガノアシュラ 牡4黒鹿 57

54 ▲西村 淳也八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 520± 02：10．7大差 20．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 51，131，800円 複勝： 75，670，200円 枠連： 28，520，100円
馬連： 131，215，000円 馬単： 52，661，500円 ワイド： 77，118，800円
3連複： 176，666，900円 3連単： 235，638，400円 計： 828，622，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，330円 複 勝 � 270円 � 170円 � 160円 枠 連（1－5） 1，770円

馬 連 �� 2，860円 馬 単 �� 7，100円

ワ イ ド �� 840円 �� 860円 �� 380円

3 連 複 ��� 3，250円 3 連 単 ��� 28，250円

票 数

単勝票数 計 511318 的中 � 30630（7番人気）
複勝票数 計 756702 的中 � 60145（7番人気）� 120718（2番人気）� 140233（1番人気）
枠連票数 計 285201 的中 （1－5） 12459（12番人気）
馬連票数 計1312150 的中 �� 35440（13番人気）
馬単票数 計 526615 的中 �� 5561（33番人気）
ワイド票数 計 771188 的中 �� 22626（11番人気）�� 21847（12番人気）�� 57112（1番人気）
3連複票数 計1766669 的中 ��� 40729（8番人気）
3連単票数 計2356384 的中 ��� 6047（103番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．9―36．4―50．3―1：03．3―1：15．8―1：28．4―1：41．0―1：53．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オースミラナキラ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 フサイチコンコルド デビュー 2015．2．21 京都7着

2012．3．25生 牡6鹿 母 オースミハルカ 母母 ホッコーオウカ 15戦4勝 賞金 57，347，000円
〔騎手変更〕 キングリオ号の騎手幸英明は，第10競走での落馬負傷のため荻野極に変更。



（30阪神2）第7日 4月14日（土曜日） 晴後曇後雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 181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

245，140，000円
2，590，000円
17，950，000円
1，480，000円
28，980，000円
74，181，500円
4，901，000円
1，737，600円

勝馬投票券売得金
550，526，700円
858，410，300円
280，296，600円
1，329，365，200円
582，450，400円
752，643，900円
1，762，474，900円
2，585，411，600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 8，701，579，600円

総入場人員 14，364名 （有料入場人員 13，588名）
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