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10049 4月6日 晴 良 （31阪神2）第5日 第1競走 ��1，800�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 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 チャチャチャ 牝3栗 54 和田 竜二ゴドルフィン 松田 国英 愛 Godolphin 442± 01：55．5 3．4�
24 ペプチドフシチョウ 牝3鹿 54 松田 大作沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 448＋ 61：55．71� 4．2�
612 オリーブティアラ 牝3栗 54 藤岡 康太飯田 良枝氏 松田 国英 新ひだか 千代田牧場 434 ―1：55．91� 22．9�
816 ピクシーメイデン 牝3鹿 54 松山 弘平ゴドルフィン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 460－ 81：56．11� 9．8�
714 ダイヤレイジング 牝3栗 54 岩田 康誠三浦 勝仁氏 小崎 憲 日高 浜本牧場 438－ 41：56．52� 6．8�
12 トゥールナージュ 牝3鹿 54 中井 裕二 �ローレルレーシング 飯田 雄三 新冠 協和牧場 430－ 61：57．13� 19．2	
23 アイトマコト 牝3芦 54 石橋 脩前田 葉子氏 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ B472＋ 21：57．95 35．3

47 オルクドール 牝3鹿 54 小牧 太山本 英俊氏 武 幸四郎 日高 下河辺牧場 436± 01：58．96 153．8�
59 ピエナアイリス 牝3芦 54 古川 吉洋本谷 兼三氏 谷 潔 千歳 社台ファーム 464－ 41：59．11� 24．7�
713 エスシーヴァローナ 牝3鹿 54

51 ▲亀田 温心工藤 圭司氏 西橋 豊治 新ひだか 沼田 照秋 490－ 21：59．2� 420．1
35 メイショウセンテ 牝3栗 54 岩崎 翼松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 432－ 61：59．41� 225．4�
611 パーソナルビリーフ 牝3栗 54 国分 優作吉田 照哉氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 468－ 21：59．93 64．5�
510 プロンジョン 牝3黒鹿54 松若 風馬瀬野尾裕久氏 千田 輝彦 浦河 三好牧場 506＋ 62：00．0� 271．5�
36 イサチルケイ 牝3栗 54 幸 英明小坂 功氏 大根田裕之 浦河 大北牧場 468± 02：00．21� 21．9�
11 ショウナンタンゴ 牝3黒鹿54 酒井 学国本 哲秀氏 吉村 圭司 新ひだか 静内フアーム 470＋ 82：00．62� 57．5�
815 マルヨフローラ 牝3黒鹿54 川田 将雅野村 春行氏 牧田 和弥 日高 前野牧場 460± 0 （競走中止） 4．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，897，200円 複勝： 37，650，700円 枠連： 12，903，800円
馬連： 48，335，100円 馬単： 22，793，800円 ワイド： 36，657，600円
3連複： 74，874，400円 3連単： 81，617，300円 計： 338，729，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 170円 � 510円 枠 連（2－4） 630円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 1，260円

ワ イ ド �� 360円 �� 1，540円 �� 2，180円

3 連 複 ��� 5，910円 3 連 単 ��� 22，320円

票 数

単勝票数 計 238972 的中 � 55068（1番人気）
複勝票数 計 376507 的中 � 76088（2番人気）� 65541（3番人気）� 13496（7番人気）
枠連票数 計 129038 的中 （2－4） 15854（2番人気）
馬連票数 計 483351 的中 �� 50095（1番人気）
馬単票数 計 227938 的中 �� 13504（1番人気）
ワイド票数 計 366576 的中 �� 29337（2番人気）�� 5781（14番人気）�� 4005（24番人気）
3連複票数 計 748744 的中 ��� 9494（17番人気）
3連単票数 計 816173 的中 ��� 2650（59番人気）

ハロンタイム 13．0―11．8―13．4―12．8―13．0―12．7―12．6―12．7―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．8―38．2―51．0―1：04．0―1：16．7―1：29．3―1：42．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F38．8
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

チャチャチャ �
�
父 Daiwa Major �

�
母父 Dubai Destination デビュー 2019．3．16 阪神2着

2016．3．2生 牝3栗 母 Rythmic 母母 Northern Melody 2戦1勝 賞金 7，400，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔競走中止〕 マルヨフローラ号は，競走中に疾病〔左第1指骨粉砕骨折〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ショウナンタンゴ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年5月6日まで平地競

走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 クレスコマリン号

10050 4月6日 晴 良 （31阪神2）第5日 第2競走 ��1，400�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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

815 オメガレインボー 牡3栗 56 岩田 康誠原 �子氏 安田 翔伍 新ひだか 岡田スタツド 444＋ 21：24．9 5．6�
611 ヴァリアント 牡3青鹿56 福永 祐一 �カナヤマホール

ディングス 西浦 勝一 新冠 守矢牧場 472＋ 81：25．11� 7．8�
12 マテラサンオウ 牡3黒鹿56 武 豊大野 照旺氏 浜田多実雄 浦河 高松牧場 448－ 21：25．95 6．1�
816 テイエムメロディー 牝3鹿 54 古川 吉洋竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 多田 善弘 452＋ 61：26．53� 3．5�
714 タガノゴマチャン 牡3芦 56 川須 栄彦八木 良司氏 加用 正 新冠 八木牧場 470± 01：26．6� 9．8�
24 ピエナクロフネ 牡3芦 56 幸 英明本谷 兼三氏 飯田 雄三 日高 沖田牧場 508－ 2 〃 クビ 8．5	
612 ラ ー 牡3鹿 56 高倉 稜副島 義久氏 田所 秀孝 日高 広富牧場 424－ 21：26．7アタマ 13．4

48 ペイシャラストパイ 牡3鹿 56 太宰 啓介北所 直人氏 坂口 智康 新冠 隆栄牧場 468＋ 21：27．01� 30．9�
23 パリッシュブルー 牝3栗 54 浜中 俊大野 富生氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 426＋ 41：27．1� 68．8�
11 テイエムダイリン 牝3鹿 54 松若 風馬竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 472＋ 61：27．2� 23．1
36 グッドヴィジョン 牝3栗 54 田中 健 IHR 佐々木晶三 新ひだか 仲野牧場 502－ 41：27．41 15．5�
47 テーオーターゲット 牡3黒鹿56 藤岡 康太小笹 公也氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 506 ― 〃 クビ 25．5�
713 スマートレムリア 牡3黒鹿 56

55 ☆坂井 瑠星大川 徹氏 石坂 正 日高 株式会社ス
マート 462－ 41：28．25 210．3�

35 アイファーリーダー 牡3鹿 56 小牧 太中島 稔氏 服部 利之 新冠 川上 悦夫 482＋201：29．79 318．8�
510 ブラックファラオ 牡3青鹿56 和田 竜二首藤 徳氏 村山 明 日高 高山牧場 494 ―1：30．55 139．7�
59 マ ッ テ オ 牡3栗 56 中井 裕二門野 重雄氏 田所 秀孝 新ひだか フジワラフアーム 462 ―1：31．13� 311．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，456，000円 複勝： 45，879，600円 枠連： 16，165，900円
馬連： 51，485，600円 馬単： 23，734，000円 ワイド： 43，663，800円
3連複： 81，535，600円 3連単： 84，065，000円 計： 374，985，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 200円 � 290円 � 210円 枠 連（6－8） 660円

馬 連 �� 2，710円 馬 単 �� 5，090円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 830円 �� 1，210円

3 連 複 ��� 6，530円 3 連 単 ��� 38，250円

票 数

単勝票数 計 284560 的中 � 40446（2番人気）
複勝票数 計 458796 的中 � 63854（2番人気）� 36963（6番人気）� 59627（3番人気）
枠連票数 計 161659 的中 （6－8） 18707（2番人気）
馬連票数 計 514856 的中 �� 14675（10番人気）
馬単票数 計 237340 的中 �� 3493（18番人気）
ワイド票数 計 436638 的中 �� 10452（12番人気）�� 13761（5番人気）�� 9127（15番人気）
3連複票数 計 815356 的中 ��� 9352（18番人気）
3連単票数 計 840650 的中 ��� 1593（99番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．6―12．0―12．2―12．7―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．1―34．7―46．7―58．9―1：11．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オメガレインボー �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．12．22 阪神2着

2016．4．10生 牡3栗 母 ワイキューブ 母母 エレガントフライ 3戦1勝 賞金 7，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時35分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブラックファラオ号・マッテオ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年5月6日

まで平地競走に出走できない。
アイファーリーダー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年6月6日まで平地
競走に出走できない。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 エーティーキンセイ号・オーブラン号・シゲルネコメイシ号・ロックスピリット号

第２回 阪神競馬 第５日



10051 4月6日 晴 良 （31阪神2）第5日 第3競走 ��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

12 ケイアイパープル 牡3鹿 56 松山 弘平亀田 和弘氏 村山 明 新冠 隆栄牧場 518 ―1：55．3 24．2�
24 デルマシャンティ 牡3芦 56 岩田 康誠浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 518＋ 61：55．51 22．7�
816 タカノアンジェラス 牡3青鹿56 古川 吉洋山口多賀司氏 昆 貢 浦河 東栄牧場 B460－ 41：55．6� 15．7�
59 カーブドシール 牡3鹿 56 和田 竜二�ノースヒルズ 浜田多実雄 新冠 株式会社

ノースヒルズ 490－ 61：55．7� 2．9�
510 ビービーシャルト �3鹿 56 藤岡 康太坂東 勝彦氏 野中 賢二 新冠 オリエント牧場 492± 01：55．8� 13．7�
47 ポインデクスター 牡3青鹿56 中井 裕二	協和牧場 角田 晃一 新冠 協和牧場 488－ 21：56．22� 325．3

611 ゴルトグランツ 牡3栗 56 岡田 祥嗣�ヤブウチ 千田 輝彦 日高 広富牧場 474－ 61：56．73 84．1�
815 ヤマカツライアン 牡3鹿 56 長岡 禎仁山田 和夫氏 杉山 晴紀 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 508－ 61：56．91 273．9�
35 スペースコロニー 牡3栗 56 水口 優也山上 和良氏 湯窪 幸雄 新ひだか 岡野牧場 444＋ 41：57．32� 33．2
36 ダンツアタッカー 牡3鹿 56 池添 謙一山元 哲二氏 池添 兼雄 様似 富田 恭司 498＋121：57．51� 32．0�
713 ペプチドアスカ 牡3栗 56 松田 大作沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 410－ 21：58．03 153．5�
714 スペシャルワン 牡3栗 56 太宰 啓介寺田千代乃氏 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 462＋ 21：58．31� 87．3�
612 メイショウハナモリ 牡3黒鹿56 武 豊松本 好雄氏 本田 優 安平 	橋本牧場 512＋ 21：58．61� 7．7�
11 アルディテッツァ 牡3鹿 56

55 ☆坂井 瑠星�G1レーシング 池江 泰寿 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 504－ 61：58．92 5．5�

23 サンセットプリンス �3芦 56 柴田 未崎竹森 幹雄氏 梅田 智之 浦河 辻 牧場 500 ―2：00．510 196．4�
48 ア イ タ イ 牡3栗 56 M．デムーロ平井 裕氏 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 512± 0 （競走中止） 3．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，582，800円 複勝： 32，016，200円 枠連： 10，731，900円
馬連： 42，624，800円 馬単： 21，522，600円 ワイド： 35，289，400円
3連複： 62，198，100円 3連単： 74，692，800円 計： 304，658，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，420円 複 勝 � 710円 � 580円 � 570円 枠 連（1－2） 2，610円

馬 連 �� 30，330円 馬 単 �� 66，700円

ワ イ ド �� 6，560円 �� 6，550円 �� 4，290円

3 連 複 ��� 111，060円 3 連 単 ��� 967，000円

票 数

単勝票数 計 255828 的中 � 8451（8番人気）
複勝票数 計 320162 的中 � 11709（9番人気）� 14830（6番人気）� 14974（5番人気）
枠連票数 計 107319 的中 （1－2） 3178（11番人気）
馬連票数 計 426248 的中 �� 1089（52番人気）
馬単票数 計 215226 的中 �� 242（106番人気）
ワイド票数 計 352894 的中 �� 1385（49番人気）�� 1388（48番人気）�� 2134（35番人気）
3連複票数 計 621981 的中 ��� 420（178番人気）
3連単票数 計 746928 的中 ��� 56（1153番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．2―37．3―49．7―1：02．5―1：15．3―1：28．2―1：41．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．8―3F40．0
1
3
12，9（5，10）－（1，6）16－7（15，11）－4，14，3－2－13・（12，9）10，5（1，6）16－（7，11）15－4，2－14，3－13

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

勝馬の
紹 介

ケイアイパープル �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 Seeking the Gold 初出走

2016．4．4生 牡3鹿 母 ア ル ヴ ェ ナ 母母 Willow Bunch 1戦1勝 賞金 5，000，000円
〔競走中止〕 アイタイ号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔その他〕 サンセットプリンス号は，向正面で他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

10052 4月6日 晴 良 （31阪神2）第5日 第4競走 ��1，400�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
1：19．5
1：19．0

良
良

611 ア レ ス 牝3鹿 54 古川 吉洋 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 昆 貢 むかわ ヤマイチ牧場 458＋ 61：22．6 3．4�

510 トップオブメジャー 牡3栗 56 藤岡 康太 DMMドリームクラブ� 友道 康夫 千歳 社台ファーム 488－ 21：22．7� 6．9�
24 ロードアブソルート 牡3鹿 56 福永 祐一 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 436 ― 〃 クビ 11．4�
12 スギノヴォルケーノ 牡3鹿 56 A．シュタルケ 杉山 忠国氏 清水 久詞 新ひだか 明治牧場 484－ 8 〃 ハナ 3．6�

（独）

818 スズカクローカス 牝3黒鹿54 岩崎 翼永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 436－ 61：22．8� 11．7�
713 ビ ッ ケ 牡3黒鹿56 松若 風馬谷掛 龍夫氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 450 ―1：22．9� 35．7	
612 パラーティウム 牝3黒鹿54 武 豊 
フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 464＋ 61：23．1� 12．1�
816 コ パ カ テ ィ 牝3鹿 54 松田 大作 
サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 472± 0 〃 ハナ 13．2�
715 メイショウホウジュ 牝3栗 54 酒井 学松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 430± 0 〃 ハナ 16．2
59 ボ ン ベ ー ル 牡3鹿 56

55 ☆坂井 瑠星木部 厳生氏 荒川 義之 日高 木部ファーム 458－ 21：23．2� 171．6�
47 ゼ ッ ト レ オ 牡3栗 56 川島 信二
フォーレスト 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 438＋ 2 〃 クビ 28．2�
714 シャイニーブランコ 牡3芦 56 浜中 俊小林 昌志氏 石坂 正 平取 雅 牧場 440－ 21：23．3クビ 38．4�
23 ヤマイチエルサ 牝3黒鹿 54

51 ▲亀田 温心坂本 肇氏 田所 秀孝 新ひだか 矢野牧場 402－16 〃 ハナ 289．4�
36 ベストクィーン 牝3栗 54 和田 竜二田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 ハクツ牧場 412－ 4 〃 アタマ 45．9�
35 オ ニ ー ル 牝3栗 54 国分 恭介北畑 忍氏 矢作 芳人 浦河 ヒダカフアーム 430 ―1：23．62 157．5�
48 ナ ル 牝3鹿 54 幸 英明ニッシンレーシング 松永 幹夫 新ひだか チャンピオンズファーム 442 ―1：24．55 115．0�
817 メイショウワカタケ 牡3鹿 56 太宰 啓介松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 富田牧場 466＋ 41：24．6� 125．6�
11 オリアナロゼッタ 牝3黒鹿54 高倉 稜山口 敦広氏 清水 久詞 日高 白瀬 盛雄 464 ―1：25．87 360．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 30，464，500円 複勝： 45，019，100円 枠連： 14，933，000円
馬連： 54，153，900円 馬単： 23，784，700円 ワイド： 41，636，400円
3連複： 76，659，200円 3連単： 81，789，900円 計： 368，440，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 230円 � 350円 枠 連（5－6） 1，190円

馬 連 �� 1，400円 馬 単 �� 2，640円

ワ イ ド �� 550円 �� 950円 �� 1，350円

3 連 複 ��� 6，170円 3 連 単 ��� 25，380円

票 数

単勝票数 計 304645 的中 � 71569（1番人気）
複勝票数 計 450191 的中 � 99563（1番人気）� 46358（3番人気）� 27330（8番人気）
枠連票数 計 149330 的中 （5－6） 9716（4番人気）
馬連票数 計 541539 的中 �� 29926（2番人気）
馬単票数 計 237847 的中 �� 6743（4番人気）
ワイド票数 計 416364 的中 �� 20282（2番人気）�� 11158（10番人気）�� 7629（15番人気）
3連複票数 計 766592 的中 ��� 9310（15番人気）
3連単票数 計 817899 的中 ��� 2336（52番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．8―35．5―47．6―59．1―1：10．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F35．0
3 11，12（2，14）（10，18）（4，15）（13，16）6，9（3，17）7，8，5－1 4 ・（11，12）14（2，10，18）（4，13，15，16）（6，9）17（3，7，8）5－1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ア レ ス �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 オ ジ ジ ア ン デビュー 2019．1．26 京都3着

2016．3．19生 牝3鹿 母 カルストンツバサ 母母 カルストンパゴパゴ 4戦1勝 賞金 9，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オリアナロゼッタ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年5月6日まで平地競

走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ルーナクオーレ号
（非抽選馬） 5頭 エピックガール号・サウンドカナロア号・サルース号・シシリエンヌ号・モズレジーナ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



10053 4月6日 晴 良 （31阪神2）第5日 第5競走 ��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

11 レディマドンナ 牝3栗 54 川田 将雅�グランド牧場 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 442－121：53．7 4．7�
813 メイショウテンダン 牡3青鹿56 秋山真一郎松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 458－ 81：53．8� 6．5�
45 コ ン カ ラ ー 牡3鹿 56 岩田 康誠江口雄一郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 474＋ 21：53．9� 14．4�
68 スペースクラフト 牡3芦 56 武 豊 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 492＋ 41：54．21� 5．2�
711 ロードリバーサル 牡3鹿 56 藤岡 康太 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 492＋ 61：54．3� 41．3	
22 シェパードボーイ 牡3黒鹿56 井上 敏樹吉田 照哉氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 444－ 6 〃 ハナ 8．4

44 スズカカナロア 牡3鹿 56 松山 弘平永井 啓弍氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 488－ 21：54．61� 10．8�
56 セ ロ シ ア 牡3黒鹿56 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 462＋101：54．7� 7．1�
69 オーパスメーカー 牝3鹿 54 和田 竜二松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 464－ 81：54．8� 42．9
33 フクノワイルド 牡3鹿 56

53 ▲亀田 温心佐藤 範夫氏 杉山 晴紀 青森 ワールドファーム 480－ 81：55．43� 115．1�
57 レオンコロナ 牡3黒鹿56 A．シュタルケ 山口 敦広氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社 大

作ステーブル 458－ 41：56．03� 28．8�
（独）

710 レクスミノル 牡3栗 56 酒井 学吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 476－ 21：56．1� 80．1�
812 ジューンステータス 牡3青鹿56 北村 友一吉川 潤氏 今野 貞一 浦河 吉田 又治 476± 01：56．52� 5．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 37，660，700円 複勝： 55，649，600円 枠連： 15，716，900円
馬連： 64，099，800円 馬単： 29，160，800円 ワイド： 48，803，300円
3連複： 92，960，800円 3連単： 105，293，600円 計： 449，345，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 220円 � 230円 � 400円 枠 連（1－8） 880円

馬 連 �� 2，380円 馬 単 �� 4，290円

ワ イ ド �� 890円 �� 1，670円 �� 1，350円

3 連 複 ��� 9，710円 3 連 単 ��� 45，710円

票 数

単勝票数 計 376607 的中 � 62847（1番人気）
複勝票数 計 556496 的中 � 70038（3番人気）� 65224（5番人気）� 31617（8番人気）
枠連票数 計 157169 的中 （1－8） 13781（3番人気）
馬連票数 計 640998 的中 �� 20828（10番人気）
馬単票数 計 291608 的中 �� 5091（18番人気）
ワイド票数 計 488033 的中 �� 14445（10番人気）�� 7399（24番人気）�� 9208（22番人気）
3連複票数 計 929608 的中 ��� 7179（41番人気）
3連単票数 計1052936 的中 ��� 1670（187番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―14．0―12．6―12．6―12．7―12．7―12．5―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．5―37．5―50．1―1：02．7―1：15．4―1：28．1―1：40．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．3
1
3
10－（12，13）（9，11）2（4，8）6，1（3，5）－7
10（12，13）8（9，11）（4，1）（2，7）（6，5）3

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

勝馬の
紹 介

レディマドンナ �
�
父 Distorted Humor �

�
母父 Tale of the Cat デビュー 2019．3．16 阪神1着

2016．3．7生 牝3栗 母 ドリームライター 母母 Rebridled Dreams 2戦2勝 賞金 12，200，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

10054 4月6日 晴 良 （31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
1：31．9
1：30．7

良
良

812 ゴータイミング 牡3鹿 56 武 豊�キーファーズ 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 442－101：35．6 4．9�
67 オースミカテドラル 牡3鹿 56 福永 祐一�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム 450± 01：35．7� 4．4�
44 トロイメント 牝3青 54 幸 英明�G1レーシング 西浦 勝一 安平 追分ファーム 428＋ 21：36．01� 10．7�
11 ベ ル ヴ ォ ワ 牝3鹿 54

53 ☆坂井 瑠星�G1レーシング 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 460－ 21：36．1� 9．5�

811 メリーメーキング 牡3黒鹿56 浜中 俊前田 晋二氏 清水 久詞 新冠 有限会社 大
作ステーブル 460＋14 〃 クビ 16．6�

56 ダイシンクローバー 牡3黒鹿56 古川 吉洋大八木信行氏 安田 隆行 新冠 カミイスタット 468－ 4 〃 ハナ 15．3	
22 クオンタムシフト 牡3鹿 56 松若 風馬 
社台レースホース牧田 和弥 千歳 社台ファーム 500± 01：36．31	 20．6�
79 キングオブコージ 牡3鹿 56 岩田 康誠増田 和啓氏 安田 翔伍 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474＋ 21：36．4� 2．7�
33 セントセシリア 牝3栗 54 川島 信二田所 英子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 386－ 2 〃 アタマ 107．1
710 アーデントリー 牡3鹿 56 松山 弘平巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 438± 0 〃 クビ 13．9�
68 
 スターオブジーン 牡3鹿 56 小牧 太光安 了氏 真島 元徳 日高 広富牧場 364－101：37．35 235．1�

（佐賀）

（11頭）
55 カ リ ボ ー ル 牡3鹿 56 川田 将雅大和屋 暁氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 476－ 8 （競走除外）

売 得 金
単勝： 29，153，600円 複勝： 39，238，400円 枠連： 14，075，900円
馬連： 41，634，900円 馬単： 18，297，500円 ワイド： 31，125，500円
3連複： 42，751，200円 3連単： 54，020，300円 計： 270，297，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 210円 � 150円 � 250円 枠 連（6－8） 1，120円

馬 連 �� 1，320円 馬 単 �� 2，470円

ワ イ ド �� 510円 �� 920円 �� 630円

3 連 複 ��� 3，990円 3 連 単 ��� 22，370円

票 数

単勝票数 差引計 291536（返還計 70640） 的中 � 47241（3番人気）
複勝票数 差引計 392384（返還計 75873） 的中 � 46538（3番人気）� 80997（2番人気）� 35748（4番人気）
枠連票数 差引計 140759（返還計 1943） 的中 （6－8） 9663（5番人気）
馬連票数 差引計 416349（返還計204228） 的中 �� 24377（4番人気）
馬単票数 差引計 182975（返還計 94283） 的中 �� 5540（8番人気）
ワイド票数 差引計 311255（返還計123558） 的中 �� 16102（4番人気）�� 8399（12番人気）�� 12637（7番人気）
3連複票数 差引計 427512（返還計363574） 的中 ��� 8017（13番人気）
3連単票数 差引計 540203（返還計485672） 的中 ��� 1750（69番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．2―36．7―49．5―1：02．0―1：13．2―1：24．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F33．6
3 1，2（3，6）（7，10）（4，12）11，9－8 4 1，2，6，3（7，10）12（4，11）9－8

勝馬の
紹 介

ゴータイミング �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Refuse To Bend デビュー 2018．9．29 阪神1着

2016．2．22生 牡3鹿 母 サ ラ フ ィ ナ 母母 Sanariya 4戦2勝 賞金 14，200，000円
〔競走除外〕 カリボール号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。



10055 4月6日 晴 良 （31阪神2）第5日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時25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

11 シンコーメグチャン 牝4鹿 55 和田 竜二豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 480± 01：53．8 1．3�
55 クリノアスコット 牝4黒鹿55 酒井 学栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 日高 宝寄山 忠則 B434± 01：54．01� 16．0�
66 � マーブルフレンテ 牝6鹿 55 松山 弘平下村 直氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 520＋ 41：54．63� 19．5�
77 カリブメーカー 牝4鹿 55 岡田 祥嗣松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 512＋201：55．23� 7．2�
33 � イチザティアラ 牝4黒鹿55 秋山真一郎奈良﨑孝一郎氏 服部 利之 新ひだか 木下牧場 452＋ 21：56．05 77．1�
44 � ニホンピロプレー 牝6黒鹿55 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 442－131：56．1クビ 74．0�
22 グランデミノル 牝4鹿 55 松田 大作吉岡 實氏 本田 優 新冠 須崎牧場 490－ 21：56．52� 15．0	
88 チェリーボンボン 牝5青鹿55 古川 吉洋山内 邦一氏 木原 一良 新ひだか 松本牧場 454＋ 21：56．6	 41．1

89 コロナシオン 牝5鹿 55 A．シュタルケ �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 484＋141：58．3大差 6．6�

（独）

（9頭）

売 得 金
単勝： 30，938，600円 複勝： 83，851，700円 枠連： 9，291，800円
馬連： 41，581，700円 馬単： 32，002，600円 ワイド： 30，697，700円
3連複： 54，947，500円 3連単： 134，535，800円 計： 417，847，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 200円 � 230円 枠 連（1－5） 670円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 730円

ワ イ ド �� 270円 �� 360円 �� 1，070円

3 連 複 ��� 1，780円 3 連 単 ��� 3，940円

票 数

単勝票数 計 309386 的中 � 180902（1番人気）
複勝票数 計 838517 的中 � 655241（1番人気）� 27741（5番人気）� 23119（6番人気）
枠連票数 計 92918 的中 （1－5） 10594（4番人気）
馬連票数 計 415817 的中 �� 51452（4番人気）
馬単票数 計 320026 的中 �� 32874（4番人気）
ワイド票数 計 306977 的中 �� 32156（4番人気）�� 21840（5番人気）�� 6404（15番人気）
3連複票数 計 549475 的中 ��� 23119（9番人気）
3連単票数 計1345358 的中 ��� 24739（13番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―13．3―12．7―12．5―13．1―12．9―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．8―37．1―49．8―1：02．3―1：15．4―1：28．3―1：40．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F38．4
1
3
8（2，9）5，6－（1，7）4，3
8（9，5）（2，6）（1，7）（3，4）

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

勝馬の
紹 介

シンコーメグチャン 
�
父 エンパイアメーカー 

�
母父 サクラローレル デビュー 2017．11．25 京都4着

2015．3．14生 牝4鹿 母 シンコールビー 母母 ダズリンデセプション 15戦2勝 賞金 25，550，000円
〔発走状況〕 チェリーボンボン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 チェリーボンボン号は，平成31年4月7日から平成31年4月29日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

10056 4月6日 晴 良 （31阪神2）第5日 第8競走 ��1，200�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
1：08．8
1：08．7

重
重

36 スピリットワンベル 牡4鹿 57 A．シュタルケ 鈴木 昭和氏 牧田 和弥 日高 モリナガファーム 530＋ 81：11．9 4．7�
（独）

12 メイショウキタグニ 牡4黒鹿 57
56 ☆坂井 瑠星松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 478＋ 41：12．11 16．3�

11 クリノサンレオ 牡6栗 57 幸 英明栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 462－ 41：12．31� 2．9�
35 サンライズカラマ 牡5栗 57 藤岡 康太松岡 隆雄氏 石坂 公一 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム B496＋ 41：12．4� 16．5�
611 ア タ ミ 牡5黒鹿57 和田 竜二副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 木村牧場 496＋ 6 〃 クビ 4．1�
48 � ラブリースパイス 牝5栗 55 岩田 康誠前田 幸治氏 北出 成人 新冠 平山牧場 422－161：12．82� 9．8�
24 � リッカクロフネ 牡7芦 57 酒井 学立花 幸雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 原口牧場 476－ 41：13．43� 116．5	
815 リンガラポップス 牡4青鹿57 川島 信二吉田 勝己氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 480－ 41：13．61� 41．0

23 メイショウバンダイ 牡6栗 57 松若 風馬松本 好雄氏 長谷川浩大 浦河 斉藤英牧場 462± 0 〃 アタマ 183．3�
59 マ ッ セ ル 牡5鹿 57 M．デムーロ�ノースヒルズ 森田 直行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 462－ 2 〃 アタマ 12．4
816� パープルヒストリー 牡4栗 57 北村 友一中野 銀十氏 作田 誠二 新ひだか 竹内 良一 442－ 31：13．7クビ 51．0�
47 アウトバーン 牡4鹿 57 小牧 太中島 俊房氏 服部 利之 新ひだか 静内山田牧場 472＋ 31：14．02 136．6�
714 ペ ガ ッ ソ 牡4黒鹿57 古川 吉洋栗田 知幸氏 谷 潔 浦河 津島 優治 500－ 21：14．1� 48．6�
510 ライディングハイ 牝6鹿 55 藤懸 貴志�下河辺牧場 杉山 晴紀 日高 下河辺牧場 512＋121：14．31 53．8�
713 メイショウダブル 牡4黒鹿57 松山 弘平松本 好雄氏 本田 優 浦河 斉藤英牧場 506± 01：14．51� 22．8�
612� ワンパーパス 牝5黒鹿55 岡田 祥嗣橋本 謙一氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 432± 01：15．13� 367．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，228，700円 複勝： 38，196，800円 枠連： 17，557，500円
馬連： 66，416，500円 馬単： 28，745，300円 ワイド： 43，175，400円
3連複： 91，470，900円 3連単： 109，819，500円 計： 423，610，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 170円 � 310円 � 130円 枠 連（1－3） 420円

馬 連 �� 3，800円 馬 単 �� 6，320円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 330円 �� 650円

3 連 複 ��� 2，910円 3 連 単 ��� 21，800円

票 数

単勝票数 計 282287 的中 � 47893（3番人気）
複勝票数 計 381968 的中 � 55583（3番人気）� 23580（6番人気）� 99422（1番人気）
枠連票数 計 175575 的中 （1－3） 31691（1番人気）
馬連票数 計 664165 的中 �� 13519（15番人気）
馬単票数 計 287453 的中 �� 3406（24番人気）
ワイド票数 計 431754 的中 �� 9637（14番人気）�� 36760（2番人気）�� 16552（5番人気）
3連複票数 計 914709 的中 ��� 23536（9番人気）
3連単票数 計1098195 的中 ��� 3651（59番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．7―12．2―12．0―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．1―34．8―47．0―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スピリットワンベル �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．6．24 東京3着

2015．3．30生 牡4鹿 母 ショウサンミーベル 母母 スズカリーガル 9戦2勝 賞金 20，950，000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） 3頭 アイファーアピール号・ウインヒストリオン号・ピラミッドファラオ号
（非抽選馬） 1頭 ビーユアヒーロー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

追 加 記 事（第 2回中京競馬第 6日第 8競走）
〔その他〕　　キョウエイオビエド号は，競走中に疾病〔右橈骨遠位端骨折〕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。



10057 4月6日 晴 良 （31阪神2）第5日 第9競走 ��
��1，600�

た ん ば

丹 波 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
賞 品

本 賞 10，500，000
10，500，000

円
円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円

付 加 賞 149，000
149，000

円
円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．9
1：30．7

良
良

33 エクレアスパークル 牡5青鹿57 川田 将雅李 柱坤氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 480＋101：33．8 2．1�
55 エルプシャフト 牡6青鹿57 浜中 俊 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 458－ 2 〃 同着 9．0�
11 �	 モズダディー 牡4栗 57 酒井 学北側 雅勝氏 藤岡 健一 米 Mr. & Mrs.

Oliver S. Tait B484－ 61：34．01
 4．0�
66 エイシンスレイマン 牡5鹿 57 M．デムーロ�栄進堂 西園 正都 浦河 多田 善弘 482－ 21：34．1� 5．9�
77 アクセラレート 牡7鹿 57 幸 英明 �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 466－ 21：34．52
 52．2	
22 ド ウ デ ィ 牡5鹿 57 坂井 瑠星 e馬主組合 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 B478－16 〃 クビ 168．2

78 エメラルスター 牡5黒鹿57 石橋 脩高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 452－ 41：34．81� 25．8�
810 ステイオンザトップ 牡5栗 57 武 豊 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 472－ 41：34．9クビ 7．8�
89 ミカリーニョ 牝4黒鹿55 福永 祐一 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 448－141：35．0� 16．2
44 	 ミトノグラス 牡6鹿 57 藤懸 貴志ロイヤルパーク 武 英智 新冠 ハクツ牧場 486－ 41：35．42
 288．3�

（10頭）

売 得 金
単勝： 52，774，300円 複勝： 63，915，100円 枠連： 16，668，900円
馬連： 93，269，000円 馬単： 48，180，400円 ワイド： 58，736，400円
3連複： 113，008，100円 3連単： 206，247，100円 計： 652，799，300円

払戻金・
給付金

単 勝 �
�

130円
320円 複 勝 �

�
110円
160円 � 130円 枠 連（3－5） 880円

馬 連 �� 940円 馬 単 ��
��

650円
1，240円

ワ イ ド �� 290円 ��
��

190円
380円

3 連 複 ��� 730円 3 連 単 ���
���

1，730円
3，610円

票 数

単勝票数 計 527743 的中 � 197628（1番人気）� 46604（5番人気）
複勝票数 計 639151 的中 � 177959（1番人気）� 83915（4番人気）� 120994（2番人気）
枠連票数 計 166689 的中 （3－5） 14591（4番人気）
馬連票数 計 932690 的中 �� 76164（3番人気）
馬単票数 計 481804 的中 �� 28570（4番人気）�� 14111（10番人気）
ワイド票数 計 587364 的中 �� 49007（3番人気）�� 92174（1番人気）�� 34493（5番人気）
3連複票数 計1130081 的中 ��� 115845（1番人気）
3連単票数 計2062471 的中 ��� 43500（6番人気）��� 20451（23番人気）

ハロンタイム 12．8―10．9―11．9―12．3―11．8―11．3―11．2―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―23．7―35．6―47．9―59．7―1：11．0―1：22．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エクレアスパークル �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2017．2．26 阪神1着

2014．2．5生 牡5青鹿 母 プリティカリーナ 母母 Ile de France 10戦4勝 賞金 55，469，000円
エルプシャフト �

�
父 ディープインパクト �

�
母父 Caerleon デビュー 2016．4．9 阪神1着

2013．5．15生 牡6青鹿 母 ビ ワ ハ イ ジ 母母 ア グ サ ン 18戦4勝 賞金 68，100，000円

10058 4月6日 晴 良 （31阪神2）第5日 第10競走 ��
��2，400�

し ら さ ぎ

白 鷺 特 別
発走15時00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 203，000円 58，000円 29，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．1
2：20．6

良
良

77 イペルラーニオ 牡4鹿 57 石橋 脩 �キャロットファーム 西村 真幸 新冠 コスモヴューファーム B490± 02：25．4 22．5�
88 スーパーフェザー 牡4鹿 57 福永 祐一�KTレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 478± 02：25．5� 1．7�
44 エイシンクリック 牡5鹿 57 岩田 康誠�栄進堂 坂口 智康 浦河 栄進牧場 476± 02：25．92� 11．4�
89 メイショウカミシマ 牡5黒鹿57 秋山真一郎松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 岡田牧場 454＋ 22：26．11	 6．3�
55 ス ヴ ァ ル ナ 牡4黒鹿57 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 506＋ 22：27．8大差 3．9	
22 ブラックジルベルト 牡4黒鹿57 北村 友一安原 浩司氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 470＋ 22：29．39 23．1

66 ビービーブレスユー 牡6鹿 57 松山 弘平�坂東牧場 加用 正 日高 碧雲牧場 526＋102：29．83 117．9�
33 サイモンサーマル 
4鹿 57 浜中 俊澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 B488＋ 82：31．28 101．1�
11 プラチナアッシュ 
4黒鹿57 古川 吉洋畑佐 博氏 寺島 良 日高 いとう牧場 476－ 42：31．62� 13．2

（9頭）

売 得 金
単勝： 48，182，900円 複勝： 120，021，000円 枠連： 18，825，200円
馬連： 89，178，600円 馬単： 51，686，000円 ワイド： 50，716，300円
3連複： 108，898，000円 3連単： 249，191，800円 計： 736，699，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，250円 複 勝 � 350円 � 110円 � 220円 枠 連（7－8） 1，510円

馬 連 �� 1，830円 馬 単 �� 5，350円

ワ イ ド �� 630円 �� 1，580円 �� 380円

3 連 複 ��� 3，730円 3 連 単 ��� 37，470円

票 数

単勝票数 計 481829 的中 � 17100（6番人気）
複勝票数 計1200210 的中 � 26792（6番人気）� 843405（1番人気）� 52086（4番人気）
枠連票数 計 188252 的中 （7－8） 9604（5番人気）
馬連票数 計 891786 的中 �� 37765（7番人気）
馬単票数 計 516860 的中 �� 7240（18番人気）
ワイド票数 計 507163 的中 �� 20507（7番人気）�� 7556（18番人気）�� 36725（4番人気）
3連複票数 計1088980 的中 ��� 21856（14番人気）
3連単票数 計2491918 的中 ��� 4821（109番人気）

ハロンタイム 12．6―10．6―12．1―12．6―12．8―11．7―12．3―12．2―12．5―11．9―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．6―23．2―35．3―47．9―1：00．7―1：12．4―1：24．7―1：36．9―1：49．4―2：01．3―2：13．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

イペルラーニオ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2017．12．23 阪神8着

2015．3．2生 牡4鹿 母 コスモチェーロ 母母 Shorwon 16戦3勝 賞金 31，403，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サイモンサーマル号・プラチナアッシュ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成31年5月6日まで平地競走に出走できない。
※サイモンサーマル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



10059 4月6日 晴 良 （31阪神2）第5日 第11競走
ウオッカ追悼競走

��
��1，600�第62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�，30．4．7以降GⅠ競走1着馬2�増，GⅡ競走1着馬1�
増，30．4．6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 994，000円 284，000円 142，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．9
1：30．7

良
良

58 ミッキーチャーム 牝4鹿 54 川田 将雅野田みづき氏 中内田充正 浦河 三嶋牧場 446± 01：33．6 11．7�
814 アマルフィコースト 牝4黒鹿54 坂井 瑠星 �社台レースホース牧田 和弥 千歳 社台ファーム 462－ 41：33．7� 57．6�
712 ミエノサクシード 牝6栗 54 川島 信二里見美惠子氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 468＋ 6 〃 クビ 34．7�
711 ダイアナヘイロー 牝6黒鹿55 武 豊�駒秀 大根田裕之 浦河 大西ファーム 474＋ 2 〃 アタマ 31．0�
45 クロコスミア 牝6黒鹿54 岩田 康誠大塚 亮一氏 西浦 勝一 浦河 小島牧場 448＋ 8 〃 アタマ 20．5	
46 カンタービレ 牝4鹿 55 M．デムーロ石川 達絵氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 436＋ 2 〃 アタマ 7．5

610 レッドオルガ 牝5鹿 54 北村 友一 �東京ホースレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 450± 0 〃 アタマ 9．4�
34 ラッキーライラック 牝4栗 54 石橋 脩 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 510－ 21：33．8クビ 1．5�
33 サトノワルキューレ 牝4鹿 55 浜中 俊 �サトミホースカンパニー 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 464－ 21：33．9	 48．7
11 サ ラ キ ア 牝4鹿 54 池添 謙一 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 442＋ 2 〃 アタマ 16．2�
57 リバティハイツ 牝4鹿 54 福永 祐一 �社台レースホース高野 友和 千歳 社台ファーム 456－ 6 〃 ハナ 35．5�
813 ベ ル ー ガ 牝4青 54 中井 裕二 R．アンダーソン氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 480± 01：34．0	 355．4�
69 メイショウオワラ 牝5鹿 54 秋山真一郎松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 454－101：34．1クビ 88．5�
22 ワントゥワン 牝6黒鹿54 A．シュタルケ 青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 456＋ 21：34．2	 26．3�

（独）

（14頭）

売 得 金
単勝： 180，354，600円 複勝： 464，371，200円 枠連： 71，882，100円
馬連： 455，184，300円 馬単： 218，115，500円 ワイド： 309，401，000円
3連複： 792，883，400円 3連単： 1，249，763，300円 計： 3，741，955，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，170円 複 勝 � 730円 � 1，920円 � 1，230円 枠 連（5－8） 10，320円

馬 連 �� 26，760円 馬 単 �� 44，990円

ワ イ ド �� 5，750円 �� 3，890円 �� 5，880円

3 連 複 ��� 149，940円 3 連 単 ��� 727，770円

票 数

単勝票数 計1803546 的中 � 122928（4番人気）
複勝票数 計4643712 的中 � 174629（4番人気）� 62276（11番人気）� 99735（8番人気）
枠連票数 計 718821 的中 （5－8） 5398（26番人気）
馬連票数 計4551843 的中 �� 13180（52番人気）
馬単票数 計2181155 的中 �� 3636（77番人気）
ワイド票数 計3094010 的中 �� 13866（48番人気）�� 20624（33番人気）�� 13557（51番人気）
3連複票数 計7928834 的中 ��� 3966（202番人気）
3連単票数 計12497633 的中 ��� 1245（937番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．6―35．6―47．9―1：00．0―1：11．0―1：22．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F33．6
3 11，14（5，8）（6，12）（1，7）（4，9）（2，3，10）13 4 11（14，8）（5，12）6（1，4，7）（2，9，10）（3，13）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミッキーチャーム �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Dansili デビュー 2018．2．3 京都4着

2015．2．7生 牝4鹿 母 リップルスメイド 母母 Rivers Rhapsody 9戦4勝 賞金 128，977，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりミッキーチャーム号は，ヴィクトリアマイル（GⅠ）競走に優先出走できる。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

10060 4月6日 晴 良 （31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 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

816 ナムラシンウチ 牡5鹿 57
54 ▲亀田 温心奈村 信重氏 杉山 晴紀 日高 いとう牧場 B514± 01：53．0 106．6�

47 キーフラッシュ 牡4栗 57 藤岡 康太北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 浜口牧場 488－101：53．42� 21．0�
510 サトノグリッター 牡4鹿 57 武 豊 �サトミホースカンパニー 吉村 圭司 新ひだか 千代田牧場 494± 0 〃 ハナ 5．1�
12 マンハッタンロック 牡5鹿 57 浜中 俊 �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 456－ 61：53．61� 81．7�
36 ワタシノロザリオ 牝5青鹿55 幸 英明 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 湯窪 幸雄 新ひだか 高橋フアーム 450± 0 〃 ハナ 22．9	
48 クルークハイト 牝5芦 55 松山 弘平 �キャロットファーム 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 460－ 2 〃 アタマ 83．2

714 ス ペ ク タ ー 牝5鹿 55 M．デムーロ川勝 裕之氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 506－ 21：53．7クビ 6．4�
59 カタヨクノテンシ 牡6鹿 57 柴田 未崎�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 492－ 41：53．8� 281．0�
713 サクラアリュール 牡4栗 57 和田 竜二�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 B480± 0 〃 アタマ 6．1
11 オ ク ラ ホ マ 牡5栗 57

56 ☆坂井 瑠星馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 504± 01：53．9� 7．8�
612 タガノアンピール 牡5黒鹿57 川須 栄彦八木 良司氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 554＋ 21：54．43 21．2�
24 スーパーライナー 牡6鹿 57 福永 祐一谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 494－ 41：54．71� 3．8�
35 イェドプリオル 牡7青鹿57 古川 吉洋�ノースヒルズ 高橋 康之 日高 高山 博 508－141：54．91� 357．9�
23 ハクサンペリー 牡4鹿 57 岩田 康誠河﨑 五市氏 寺島 良 浦河 	川 啓一 498＋ 41：55．0クビ 9．6�
611 ワカミヤオウジ 牡4青 57 A．シュタルケ 芳川 貴行氏 栗田 徹 新冠 スカイビーチステーブル B488－ 21：55．21 26．8�

（独）

815 ダノンスパーク 牡6鹿 57 松若 風馬�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 518－201：55．3� 33．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 57，324，000円 複勝： 77，843，200円 枠連： 37，454，500円
馬連： 134，171，800円 馬単： 50，788，300円 ワイド： 90，717，200円
3連複： 194，725，300円 3連単： 235，838，300円 計： 878，862，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 10，660円 複 勝 � 2，110円 � 600円 � 230円 枠 連（4－8） 14，100円

馬 連 �� 88，420円 馬 単 �� 189，500円

ワ イ ド �� 21，780円 �� 9，940円 �� 2，070円

3 連 複 ��� 167，480円 3 連 単 ��� 1，583，170円

票 数

単勝票数 計 573240 的中 � 4301（14番人気）
複勝票数 計 778432 的中 � 8240（14番人気）� 31747（8番人気）� 109297（2番人気）
枠連票数 計 374545 的中 （4－8） 2058（29番人気）
馬連票数 計1341718 的中 �� 1176（92番人気）
馬単票数 計 507883 的中 �� 201（184番人気）
ワイド票数 計 907172 的中 �� 1062（91番人気）�� 2336（70番人気）�� 11561（21番人気）
3連複票数 計1947253 的中 ��� 872（273番人気）
3連単票数 計2358383 的中 ��� 108（1933番人気）

ハロンタイム 12．7―10．7―13．5―13．0―12．9―12．5―12．4―12．1―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．4―36．9―49．9―1：02．8―1：15．3―1：27．7―1：39．8

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

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

勝馬の
紹 介

ナムラシンウチ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2017．1．21 京都9着

2014．4．19生 牡5鹿 母 ナムラシゲコ 母母 ケイジヨイナー 18戦3勝 賞金 24，000，000円
［他本会外：3戦1勝］

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（31阪神2）第5日 4月6日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 164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

277，140，000円
7，710，000円
20，340，000円
2，041，000円
32，390，000円
65，733，000円
4，502，000円
1，574，400円

勝馬投票券売得金
573，017，900円
1，103，652，600円
256，207，400円
1，182，136，000円
568，811，500円
820，620，000円
1，786，912，500円
2，666，874，700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 8，958，232，600円

総入場人員 20，992名 （有料入場人員 20，021名）
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