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10073 4月13日 晴 稍重 （31阪神2）第7日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走9時55分 （ダート・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．7

重
重

610 ハッピーゴラッキー 牝3鹿 54 川田 将雅ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 478＋ 81：14．2 1．8�

611 マ テ ィ ス 牝3黒鹿54 浜中 俊水上ふじ子氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 452＋ 2 〃 クビ 9．6�
47 エイシントロイ 牝3鹿 54 藤岡 佑介�栄進堂 渡辺 薫彦 浦河 栄進牧場 422－ 81：14．3� 31．9�
46 フューチャーベース 牝3鹿 54 藤岡 康太吉田 照哉氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 456＋ 41：14．51 9．3�
815 ゴッドバンブルビー 牝3栗 54 川島 信二中西 憲治氏 飯田 祐史 新冠 森永 聡 464± 0 〃 クビ 34．9�
712 メモリーバリケード 牝3青鹿54 古川 吉洋�シンザンクラブ 斉藤 崇史 日高 下河辺牧場 396 ―1：14．82 47．7	
58 コパノジョウオー 牝3栗 54 和田 竜二小林 祥晃氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 488＋ 41：15．01� 4．5

11 ルフランエトワール 牝3鹿 54 荻野 琢真 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 416± 01：15．32 25．5�
34 サダムラポール 牝3鹿 54

51 ▲三津谷隼人大西美生子氏 平田 修 新冠 新冠橋本牧場 480＋ 21：15．4� 192．7�
23 アオイエンジェル 牝3鹿 54 松山 弘平新谷 正子氏 西園 正都 新ひだか チャンピオンズファーム 518＋121：15．5� 8．5
22 メイショウカイカ 牝3鹿 54

51 ▲服部 寿希松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 林 孝輝 422＋ 61：15．6� 218．5�
35 テイエムジョーダン 牝3黒鹿 54

53 ☆武藤 雅竹園 正繼氏 鈴木 孝志 新冠 タニグチ牧場 446－ 21：16．02� 195．7�
814 ニホンピロアメリア 牝3鹿 54 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 438－ 41：16．1� 192．1�
59 ピサノアマゾン 牝3鹿 54 藤懸 貴志市川義美ホール

ディングス� 高橋 亮 新ひだか タツヤファーム 440－161：16．52� 206．8�
713 フ ロ ー 牝3栗 54

51 ▲亀田 温心�サンライズ 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 398－221：17．88 207．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 22，212，200円 複勝： 34，564，600円 枠連： 9，213，600円
馬連： 39，451，100円 馬単： 23，785，600円 ワイド： 28，683，200円
3連複： 55，858，800円 3連単： 82，518，600円 計： 296，287，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 190円 � 680円 枠 連（6－6） 930円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 1，470円

ワ イ ド �� 430円 �� 1，170円 �� 2，620円

3 連 複 ��� 5，990円 3 連 単 ��� 19，460円

票 数

単勝票数 計 222122 的中 � 98018（1番人気）
複勝票数 計 345646 的中 � 140738（1番人気）� 38363（3番人気）� 6985（8番人気）
枠連票数 計 92136 的中 （6－6） 7620（4番人気）
馬連票数 計 394511 的中 �� 31636（4番人気）
馬単票数 計 237856 的中 �� 12059（4番人気）
ワイド票数 計 286832 的中 �� 18867（4番人気）�� 6119（11番人気）�� 2630（22番人気）
3連複票数 計 558588 的中 ��� 6983（18番人気）
3連単票数 計 825186 的中 ��� 3074（57番人気）

ハロンタイム 12．7―11．8―12．4―12．4―12．0―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―24．5―36．9―49．3―1：01．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハッピーゴラッキー �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 King’s Best デビュー 2018．12．8 阪神2着

2016．2．11生 牝3鹿 母 フェリシタス 母母 Embassy 3戦1勝 賞金 8，550，000円
※出走取消馬 メイショウヤワラギ号（疾病〔右前肢フレグモーネ〕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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 タイヨウノコマチ号

10074 4月13日 晴 稍重 （31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
1：20．3

不良
不良

816 ル ー ア ン 牝3芦 54 藤岡 康太下河�行雄氏 奥村 豊 日高 下河辺牧場 478 ―1：26．5 34．7�
815 エスシーバスター 牡3栗 56 武 豊工藤 圭司氏 牧田 和弥 日高 クリアファーム 480＋ 41：26．6� 3．2�
59 ニードルズアイ 牡3青鹿56 C．ルメール �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 452－ 41：26．92 8．4�
713 ブレーンクロー 牡3栗 56 岩田 康誠藤井聡一郎氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 454＋ 41：27．0クビ 10．7�
48 ハクサンカイザー 牡3栗 56 松若 風馬河﨑 五市氏 西園 正都 新ひだか 三木田牧場 460－ 41：27．21� 4．5	
23 	 トーキョーサバク 牡3栗 56 M．デムーロ原 
子氏 安田 翔伍 米 The Robert & Bev-

erly Lewis Trust 478＋ 21：27．3� 17．3

611 メイショウラスカル 牡3鹿 56 太宰 啓介松本 好�氏 石橋 守 浦河 太陽牧場 500＋ 61：27．4� 76．8�
11 ニホンピロコレール 牡3黒鹿56 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 466－ 21：27．5� 28．2
612 テイエムメデタシ 牝3青鹿 54

51 ▲亀田 温心竹園 正繼氏 飯田 雄三 日高 日高テイエム
牧場株式会社 432＋181：27．71� 184．7�

714 ロックスピリット 牡3鹿 56 A．シュタルケ 岡田 繁幸氏 五十嵐忠男 新ひだか 三石川上牧場 482－ 61：28．12� 18．4�
（独）

510 ランドリュウオー 牡3栗 56
55 ☆坂井 瑠星木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 444± 01：28．42 215．2�

24 	 ヘビーアタック 牡3鹿 56 幸 英明岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 米 Pegasus
Stud LLC 488－ 21：28．72 9．9�

12 ロードルーツ 牡3黒鹿56 和田 竜二 �ロードホースクラブ 高橋 義忠 新ひだか ケイアイファーム 508－ 21：29．02 45．3�
47 オールマイト 牡3鹿 56 水口 優也中西 功氏 服部 利之 日高 高山牧場 476＋281：29．53 266．5�
36 メイショウハヤナリ 牡3鹿 56 松山 弘平松本 好雄氏 笹田 和秀 様似 中脇 一幸 460－ 81：29．6� 46．1�
35 	 ストームハート 牝3黒鹿54 福永 祐一広尾レース� 野中 賢二 米 Pomerol P

& Y Ltd 482 ―1：31．19 6．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，525，500円 複勝： 49，402，000円 枠連： 11，626，200円
馬連： 52，001，700円 馬単： 22，935，100円 ワイド： 41，988，000円
3連複： 78，114，300円 3連単： 87，050，500円 計： 371，643，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，470円 複 勝 � 940円 � 150円 � 280円 枠 連（8－8） 4，750円

馬 連 �� 6，750円 馬 単 �� 15，850円

ワ イ ド �� 2，490円 �� 7，510円 �� 510円

3 連 複 ��� 20，850円 3 連 単 ��� 150，620円

票 数

単勝票数 計 285255 的中 � 6571（10番人気）
複勝票数 計 494020 的中 � 9980（10番人気）� 117869（1番人気）� 42639（6番人気）
枠連票数 計 116262 的中 （8－8） 1893（19番人気）
馬連票数 計 520017 的中 �� 5964（22番人気）
馬単票数 計 229351 的中 �� 1085（56番人気）
ワイド票数 計 419880 的中 �� 4189（28番人気）�� 1360（56番人気）�� 22958（3番人気）
3連複票数 計 781143 的中 ��� 2809（65番人気）
3連単票数 計 870505 的中 ��� 419（455番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．5―12．8―13．0―12．6―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―34．7―47．5―1：00．5―1：13．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．8―3F39．0
3 4（5，8）16（9，15）3（7，10）6，13（2，11）－（12，14）1 4 4（5，8，16，15）（3，9）10（6，11）（7，13）（2，14）（12，1）

勝馬の
紹 介

ル ー ア ン �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 キングヘイロー 初出走

2016．5．1生 牝3芦 母 サンタドレス 母母 マヤノクリオネ 1戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ストームハート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年5月13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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 エーティーキンセイ号・キュロン号・ライクトゥシャイン号
※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。

第２回 阪神競馬 第７日



10075 4月13日 晴 稍重 （31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

713 トモジャチャーリー 牡3鹿 56 国分 優作吉冨 学氏 大根田裕之 新ひだか 三石川上牧場 500－ 21：55．3 2．7�
23 アイファーキングズ 牡3黒鹿56 浜中 俊中島 稔氏 �島 一歩 新冠 川上 悦夫 476± 01：55．72� 1．8�
24 ティーブルーム 牡3栗 56 池添 謙一深見 富朗氏 池添 兼雄 登別 登別上水牧場 460＋121：55．8� 38．6�
11 オンワードセルフ 牡3鹿 56 福永 祐一樫山 章子氏 村山 明 新冠 高橋 忍 482－ 21：55．9� 7．4�
612 テーオーダンケルク 牡3栗 56

55 ☆坂井 瑠星小笹 公也氏 高柳 大輔 浦河 三嶋牧場 464＋ 41：56．11� 22．3�
36 スマートサーブル 牡3栗 56 岡田 祥嗣大川 徹氏 西園 正都 新ひだか 前田ファーム 496－ 41：56．2� 51．2�
59 ル ル ド 牡3鹿 56 A．シュタルケ 	ノルマンディーサラブレッドレーシング 杉山 晴紀 新ひだか タガミファーム B422－ 21：56．83� 20．0


（独）

815 クリノイナヅマオー 牡3鹿 56 古川 吉洋栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 日高 賀張三浦牧場 472－ 2 〃 クビ 29．5�
510 マナブフェイス 牝3黒鹿54 秋山真一郎佐々木 勉氏 武 幸四郎 千歳 社台ファーム 414－ 61：57．12 129．8�
611 エルラティオ 牡3青鹿 56

53 ▲三津谷隼人	G1レーシング 平田 修 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 448－ 41：57．2クビ 316．5

35 トウカイソフィア 牝3鹿 54
51 ▲亀田 温心内村 正則氏 北出 成人 平取 二風谷ファーム 416－161：57．62� 148．0�

48 マーシデスペラード 牡3鹿 56 国分 恭介佐藤 勝士氏 千田 輝彦 安平 	橋本牧場 502－ 61：58．45 115．9�
47 スズカジョーダン 牡3鹿 56

55 ☆武藤 雅永井 啓弍氏 湯窪 幸雄 日高 Wing Farm B478－ 41：59．88 118．0�
714 タガノスミカ 牝3栗 54 藤懸 貴志八木 良司氏 池添 学 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 438－ 2 〃 クビ 166．9�
12 イ キ ザ マ 牡3栗 56 田中 健玉井 宏和氏 安達 昭夫 新冠 ハクツ牧場 468－ 22：00．43� 170．6�
816 ソ ル カ マ ル 牡3鹿 56 高倉 稜金山 敏也氏 松下 武士 新ひだか 岡田スタツド B502－102：05．3大差 114．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，190，300円 複勝： 63，126，600円 枠連： 10，323，400円
馬連： 41，084，800円 馬単： 28，769，500円 ワイド： 28，197，800円
3連複： 59，105，200円 3連単： 96，803，000円 計： 350，600，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 110円 � 110円 � 400円 枠 連（2－7） 230円

馬 連 �� 240円 馬 単 �� 610円

ワ イ ド �� 150円 �� 1，270円 �� 680円

3 連 複 ��� 2，460円 3 連 単 ��� 11，240円

票 数

単勝票数 計 231903 的中 � 66549（2番人気）
複勝票数 計 631266 的中 � 82215（2番人気）� 418651（1番人気）� 9971（7番人気）
枠連票数 計 103234 的中 （2－7） 33342（1番人気）
馬連票数 計 410848 的中 �� 130957（1番人気）
馬単票数 計 287695 的中 �� 35135（2番人気）
ワイド票数 計 281978 的中 �� 69238（1番人気）�� 4312（14番人気）�� 8550（8番人気）
3連複票数 計 591052 的中 ��� 17954（7番人気）
3連単票数 計 968030 的中 ��� 6242（25番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―38．0―50．7―1：03．7―1：16．4―1：28．9―1：41．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．6―3F38．9
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トモジャチャーリー �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 Storm Cat デビュー 2018．11．17 京都5着

2016．2．7生 牡3鹿 母 ボールルーム 母母 Virginia Waters 6戦1勝 賞金 7，750，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 イキザマ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年5月13日まで平地競走に

出走できない。
ソルカマル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年6月13日まで平地競走
に出走できない。

〔3走成績による出走制限〕 エルラティオ号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年6月13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。
（非当選馬） 1頭 ディープエターナル号
※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。

10076 4月13日 晴 良 （31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
1：57．2
1：56．1

良
良

24 レッドアウローラ 牝3鹿 54 松山 弘平 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 440＋ 22：01．9 30．3�
510 ダイアナブライト 牝3鹿 54 浜中 俊 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 434－ 2 〃 クビ 4．1�
611 エイシンロード 牝3黒鹿54 岩田 康誠�栄進堂 奥村 豊 日高 オリオンファーム 482－ 6 〃 ハナ 12．8�
11 メイショウオウギ 牝3芦 54 秋山真一郎松本 好雄氏 石橋 守 浦河 日の出牧場 428＋ 22：02．11� 3．4�
714 ミカエリビジン 牝3黒鹿54 藤岡 康太 �友駿ホースクラブ 奥村 豊 新ひだか 幌村牧場 448 ―2：02．3� 16．1	
612 シャンタンエドゥー 牝3栗 54 C．ルメール�ノースヒルズ 松田 国英 新冠 株式会社

ノースヒルズ 444± 02：03．04 3．4

23 メロディーレーン 牝3鹿 54 酒井 学岡田 牧雄氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 336－ 22：03．1� 177．4�
12 テイルオブゴールド 牝3栗 54 福永 祐一鈴木 康弘氏 杉山 晴紀 新冠 パカパカ

ファーム 462 ―2：03．31� 25．7�
59 プ レ ガ リ ア 牝3栗 54

53 ☆坂井 瑠星水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 442± 02：03．93� 276．9
815 エッセンツァ 牝3黒鹿54 武 豊吉田 勝己氏 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 526± 0 〃 ハナ 5．8�
36 シャイニームーン 牝3黒鹿54 幸 英明小林 昌志氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 456 ― 〃 クビ 84．5�
47 メイショウサガノ 牝3鹿 54 太宰 啓介松本 好雄氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三木田 明仁 506－ 22：04．0� 54．0�
48 アドアパルス 牝3黒鹿 54

51 ▲三津谷隼人松岡 隆雄氏 平田 修 日高 ヤナガワ牧場 404＋ 22：04．95 518．6�
35 コ ル ツ ァ 牝3栗 54 水口 優也中島 俊房氏 作田 誠二 新冠 川上 悦夫 452＋ 42：06．28 781．9�
816 クリノマンジェリカ 牝3青鹿54 国分 優作栗本 博晴氏 大根田裕之 新冠 村上牧場 456－ 42：06．94 245．2�
713 パッションフラワー 牝3鹿 54

51 ▲亀田 温心深見 富朗氏 田所 秀孝 新ひだか 前川 勝春 404＋ 42：07．32� 467．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 32，157，400円 複勝： 37，079，100円 枠連： 11，913，400円
馬連： 46，496，100円 馬単： 23，459，400円 ワイド： 33，248，500円
3連複： 66，209，900円 3連単： 81，328，900円 計： 331，892，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，030円 複 勝 � 480円 � 160円 � 310円 枠 連（2－5） 3，920円

馬 連 �� 4，870円 馬 単 �� 13，790円

ワ イ ド �� 1，360円 �� 2，550円 �� 900円

3 連 複 ��� 14，680円 3 連 単 ��� 107，400円

票 数

単勝票数 計 321574 的中 � 8477（8番人気）
複勝票数 計 370791 的中 � 16344（6番人気）� 78915（2番人気）� 27588（5番人気）
枠連票数 計 119134 的中 （2－5） 2350（14番人気）
馬連票数 計 464961 的中 �� 7390（16番人気）
馬単票数 計 234594 的中 �� 1275（43番人気）
ワイド票数 計 332485 的中 �� 6299（15番人気）�� 3267（26番人気）�� 9788（9番人気）
3連複票数 計 662099 的中 ��� 3382（38番人気）
3連単票数 計 813289 的中 ��� 549（273番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．0―36．0―48．6―1：01．3―1：13．9―1：26．2―1：37．9―1：49．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．7
1
3

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

2
4

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

レッドアウローラ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Kingmambo デビュー 2019．2．3 京都9着

2016．5．11生 牝3鹿 母 レジュールダムール 母母 フェアリーバラード 4戦1勝 賞金 5，500，000円
〔制裁〕 エイシンロード号の騎手岩田康誠は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：10番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 パッションフラワー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年5月13日まで平地

競走に出走できない。



10077 4月13日 晴 良 （31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

818 カズマークセン 牡3鹿 56 武 豊合同会社雅苑興業 西浦 勝一 安平 追分ファーム 496± 02：15．6 2．6�
35 シャイニープレット 牡3鹿 56 池添 謙一小林 昌志氏 松永 幹夫 平取 雅 牧場 486－ 22：15．7� 21．8�
816 エレヴァルアスール 牡3黒鹿56 和田 竜二�アスール 鈴木 孝志 新ひだか 石川 栄一 B488－ 62：15．8� 71．5�
715 レンジャーガール 牝3鹿 54 岡田 祥嗣戸賀 智子氏 河内 洋 日高 Shall Farm 438＋102：16．54 15．3�
36 グランジェット 牡3鹿 56

53 ▲亀田 温心間宮 秀直氏 佐々木晶三 新ひだか 猪野毛牧場 460－ 42：16．6クビ 60．4�
714 シーリアスラブ 牡3鹿 56 高倉 稜吉田 千津氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 458－ 22：16．92 9．6	
817 クライストチャーチ 牡3鹿 56 松若 風馬 �カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 浦河 杵臼牧場 490± 02：17．0� 157．7

23 サニーバレット 牝3栗 54 藤岡 康太菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 パカパカ

ファーム 462－ 6 〃 アタマ 218．4�
510 アメジストヴェイグ 牡3黒鹿56 福永 祐一 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 504 ―2：17．42� 3．1
11 タガノスピカ 牝3鹿 54

53 ☆坂井 瑠星八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 460－102：17．5� 266．8�

611 モズアンジェラ 牝3鹿 54
51 ▲服部 寿希 �キャピタル・システム 西村 真幸 千歳 社台ファーム 440－ 62：17．6� 376．1�

713 オプタートゥム 牝3青鹿 54
51 ▲三津谷隼人田上 雅春氏 作田 誠二 新ひだか 岡田スタツド 414＋ 22：17．7� 687．8�

47 ヤマカツマッハ 牡3黒鹿56 藤懸 貴志山田 博康氏 池添 学 新ひだか フジワラフアーム B512＋ 4 〃 クビ 49．5�
48 エガオノメガミ 牝3鹿 54 C．ルメール 國分 純氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 480－ 22：17．91 5．3�
24 アスターブリザード 牡3鹿 56 国分 優作加藤 久枝氏 湯窪 幸雄 浦河 ガーベラパー

クスタツド 478± 0 〃 クビ 224．5�
12 ショウナンアリババ 牡3栗 56 岩田 康誠国本 哲秀氏 高橋 義忠 日高 木村牧場 B466－ 42：18．11 13．0�
59 ワンダーグロウス 牝3黒鹿54 酒井 学山本 能成氏 森田 直行 新ひだか 米田牧場 476－ 62：18．42 545．5�
612 ミスティネイル 牝3栗 54 松山 弘平 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 河内 洋 新ひだか 前川 勝春 518－ 42：19．14 92．1�
（18頭）

売 得 金
単勝： 33，621，100円 複勝： 43，621，100円 枠連： 13，774，400円
馬連： 50，798，400円 馬単： 24，216，800円 ワイド： 39，296，000円
3連複： 74，232，700円 3連単： 87，803，000円 計： 367，363，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 370円 � 960円 枠 連（3－8） 1，190円

馬 連 �� 1，600円 馬 単 �� 2，360円

ワ イ ド �� 640円 �� 1，590円 �� 7，950円

3 連 複 ��� 18，430円 3 連 単 ��� 52，430円

票 数

単勝票数 計 336211 的中 � 99699（1番人気）
複勝票数 計 436211 的中 � 152122（1番人気）� 22996（7番人気）� 7603（10番人気）
枠連票数 計 137744 的中 （3－8） 8914（4番人気）
馬連票数 計 507984 的中 �� 24558（7番人気）
馬単票数 計 242168 的中 �� 7692（9番人気）
ワイド票数 計 392960 的中 �� 16692（6番人気）�� 6297（18番人気）�� 1210（50番人気）
3連複票数 計 742327 的中 ��� 3020（53番人気）
3連単票数 計 878030 的中 ��� 1214（150番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．2―12．6―12．6―12．7―13．5―12．7―12．3―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．5―23．3―34．5―47．1―59．7―1：12．4―1：25．9―1：38．6―1：50．9―2：03．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．7―3F37．0
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

カズマークセン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Crocker Road デビュー 2018．10．27 京都4着

2016．1．31生 牡3鹿 母 ディヴィナプレシオーサ 母母 Hecate 5戦1勝 賞金 9，400，000円
〔3走成績による出走制限〕 アスターブリザード号・オプタートゥム号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年6月13日まで

平地競走に出走できない。
※オプタートゥム号・グランジェット号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

10078 4月13日 晴 良 （31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

59 ディープダイバー 牡3黒鹿56 福永 祐一�ノースヒルズ 大久保龍志 新冠 平山牧場 448－101：09．4 3．3�
612� ポンペイワーム 牡3栗 56

55 ☆坂井 瑠星吉田 和美氏 石坂 正 米 Spendthrift
Farm LLC 498＋ 41：09．72 48．5�

815 テルモードーサ 牝3鹿 54 A．シュタルケ 吉田 勝己氏 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 516＋14 〃 クビ 9．6�
（独）

24 アーズローヴァー 牝3鹿 54 C．ルメール �キャロットファーム 松下 武士 安平 ノーザンファーム 450＋ 61：09．8クビ 3．7�
35 ブラックダンサー 牝3黒鹿54 藤岡 佑介前迫 義幸氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 460＋ 41：10．01� 10．9	
713 シュガリートリーツ 牝3鹿 54 和田 竜二吉澤 克己氏 宮本 博 新ひだか 山際牧場 436± 01：10．21� 25．4

36 	 テ ツ 牡3鹿 56 田中 学共田 義夫氏 橋本 忠明 厚真 大川牧場 466± 0 〃 ハナ 46．5�

（兵庫） （兵庫）

11 	 ハーキーステップ 牡3青鹿56 永島 太郎宮田美恵子氏 高本 友芳 浦河 金成吉田牧場 470－111：10．41� 307．3�
（兵庫） （兵庫）

714 ヒ ラ ソ ー ル 牡3鹿 56 岩田 康誠阿部榮乃進氏 加用 正 厚真 阿部 栄乃進 460＋ 41：10．61� 26．3
23 ラブリロンリロンス 牡3黒鹿56 小牧 太熊澤 浩樹氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 430－ 6 〃 クビ 48．9�
47 メジャーハリケーン 牡3青鹿56 池添 謙一林 正道氏 清水 久詞 新ひだか 服部 牧場 472－ 21：10．81� 31．2�
12 ケイアイサクソニー 牡3鹿 56 藤懸 貴志亀田 和弘氏 山内 研二 新ひだか 佐竹 学 490＋ 2 〃 アタマ 3．9�
816 フ ァ タ リ テ 牡3鹿 56 国分 優作奥 裕嗣氏 大根田裕之 浦河 日の出牧場 444± 01：11．01� 42．2�
611 スマートスリロス 牝3鹿 54

51 ▲亀田 温心大川 徹氏 安田 隆行 日高 本間牧場 492－ 61：11．42
 77．0�
510 ダンツブライト 牝3栗 54 幸 英明山元 哲二氏 谷 潔 熊本 ストームファーム

コーポレーション 460－ 21：11．71� 74．0�
48 ボランテレオ 牡3鹿 56 酒井 学近藤 克麿氏 森田 直行 浦河 信岡牧場 500＋ 6 〃 ハナ 126．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，616，600円 複勝： 44，819，000円 枠連： 15，009，000円
馬連： 61，986，100円 馬単： 28，060，800円 ワイド： 44，481，700円
3連複： 84，103，700円 3連単： 94，404，700円 計： 406，481，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 160円 � 1，130円 � 270円 枠 連（5－6） 5，350円

馬 連 �� 11，560円 馬 単 �� 16，010円

ワ イ ド �� 3，180円 �� 620円 �� 7，780円

3 連 複 ��� 29，120円 3 連 単 ��� 154，150円

票 数

単勝票数 計 336166 的中 � 80991（1番人気）
複勝票数 計 448190 的中 � 96738（1番人気）� 7615（12番人気）� 42131（5番人気）
枠連票数 計 150090 的中 （5－6） 2171（19番人気）
馬連票数 計 619861 的中 �� 4154（31番人気）
馬単票数 計 280608 的中 �� 1314（48番人気）
ワイド票数 計 444817 的中 �� 3489（31番人気）�� 19661（4番人気）�� 1408（58番人気）
3連複票数 計 841037 的中 ��� 2166（84番人気）
3連単票数 計 944047 的中 ��� 444（435番人気）

ハロンタイム 12．2―11．3―11．6―11．4―11．4―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．5―35．1―46．5―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ディープダイバー �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Raven’s Pass デビュー 2018．6．10 阪神2着

2016．2．29生 牡3黒鹿 母 シ ア ー ジ ュ 母母 Dancesowell 10戦2勝 賞金 38，344，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



10079 4月13日 晴 稍重 （31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

813 イ ベ リ ア 牡4黒鹿57 福永 祐一森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 496－ 81：54．3 2．0�
44 ウインネプチューン 牡4青鹿57 松山 弘平�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム B486－ 21：54．51� 23．0�
45 � キクノフェリックス 牡5黒鹿57 岩田 康誠菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 松田 憲一 500＋ 61：55．03 4．9�
68 � デュアルウィールド 牝4栗 55

54 ☆坂井 瑠星 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 森田 直行 新ひだか 畠山牧場 498－ 2 〃 ハナ 39．8�

812 ブルベアラクーン 牡5栗 57 幸 英明 �ブルアンドベア 湯窪 幸雄 青森 伊藤牧場 B556＋ 81：55．1� 4．2�
11 マイヨヴェール 牡4鹿 57 酒井 学	ヤナガワ牧場 飯田 祐史 日高 ヤナガワ牧場 548± 01：56．05 67．4

33 メイショウカクウン 牡4青鹿57 秋山真一郎松本 好雄氏 石橋 守 安平 ゼットステーブル 448＋ 41：56．1	 53．3�
56 コールストーム 牡5鹿 57 M．デムーロ�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 502－ 41：56．42 6．8�
22 ナガラエンカ 牝5鹿 55 A．シュタルケ 長良レーシングクラブ 五十嵐忠男 浦河 グラストレーニ

ングセンター 456＋ 21：57．03� 69．8
（独）

57 トーアライジン 牡6芦 57 田村 太雅高山ランド� 村山 明 豊浦トーア牧場 512－ 41：57．1� 98．5�
69 ダノンスターズ 牡5黒鹿57 国分 恭介�ダノックス 橋口 慎介 新ひだか 矢野牧場 454＋141：57．41	 30．5�
711 ゴッドスパロウ 牡4鹿 57 浜中 俊中西 憲治氏 角田 晃一 新冠 森永 聡 536± 0 〃 ハナ 100．4�

（12頭）
710 ライトブリンガー 牡6栗 57

54 ▲亀田 温心	日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 31，078，400円 複勝： 48，739，700円 枠連： 14，832，000円
馬連： 53，504，300円 馬単： 28，988，300円 ワイド： 37，881，400円
3連複： 78，016，200円 3連単： 124，347，900円 計： 417，388，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 250円 � 150円 枠 連（4－8） 330円

馬 連 �� 1，910円 馬 単 �� 2，750円

ワ イ ド �� 650円 �� 270円 �� 930円

3 連 複 ��� 2，630円 3 連 単 ��� 12，230円

票 数

単勝票数 差引計 310784（返還計 26） 的中 � 122616（1番人気）
複勝票数 差引計 487397（返還計 24） 的中 � 230811（1番人気）� 26570（5番人気）� 58038（3番人気）
枠連票数 差引計 148320（返還計 0 ） 的中 （4－8） 34764（2番人気）
馬連票数 差引計 535043（返還計 123） 的中 �� 21602（6番人気）
馬単票数 差引計 289883（返還計 34） 的中 �� 7880（9番人気）
ワイド票数 差引計 378814（返還計 162） 的中 �� 13979（7番人気）�� 41192（2番人気）�� 9492（9番人気）
3連複票数 差引計 780162（返還計 538） 的中 ��� 22199（5番人気）
3連単票数 差引計1243479（返還計 784） 的中 ��� 7371（31番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―13．8―13．0―12．3―12．7―12．9―12．1―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．3―38．1―51．1―1：03．4―1：16．1―1：29．0―1：41．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

イ ベ リ ア �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2017．6．25 阪神7着

2015．1．15生 牡4黒鹿 母 アドマイヤアモーレ 母母 ベラミアモーレ 11戦2勝 賞金 24，800，000円
〔出走取消〕 ライトブリンガー号は，疾病〔右前肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔その他〕 トーアライジン号は，競走中終始外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※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。

10080 4月13日 晴 稍重 （31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
1：20．3

不良
不良

48 メイショウバイタル 牡4青鹿57 幸 英明松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 504＋ 41：25．5 5．3�
713 ニシノダンテ 牡4青鹿57 酒井 学西山 茂行氏 田所 秀孝 浦河 谷川牧場 490－ 2 〃 クビ 155．3�
510 ロイヤルバローズ 牡4鹿 57 浜中 俊猪熊 広次氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 466＋ 41：25．6� 8．9�
816	 ジャスパーエイト 牡4栗 57 福永 祐一加藤 和夫氏 森 秀行 米

Kirt Cahill, Sarah
Cahill & Shackle-
ford Syndicate

488± 01：25．81
 20．0�
815 メイクグローリー �5栗 57 竹之下智昭ライオンレースホース� 武 英智 浦河 絵笛牧場 B462± 01：25．9� 124．5�
611	 ニシノトランザム 牡4鹿 57

56 ☆武藤 雅西山 茂行氏 森 秀行 米
Teneri Farm Inc.
& Bernardo Al-
varez Calderon

478－ 41：26．0クビ 16．7	
23 	 クーファウェヌス 牝4栗 55 秋山真一郎大迫久美子氏 武 幸四郎 英 Zenno Man-

agement Inc 482± 01：26．21
 4．3

11 キングスクロス 牡4黒鹿57 A．シュタルケ 落合 幸弘氏 大久保龍志 日高 下河辺牧場 468＋ 21：26．62� 7．7�

（独）

12  ヴィーヴァマーレ 牡4青 57 藤岡 佑介芹澤 精一氏 作田 誠二 新ひだか 原口牧場 472－10 〃 アタマ 56．0�
35 マッスルマサムネ �4鹿 57 松山 弘平塩澤 正樹氏 池添 学 洞�湖 レイクヴィラファーム 490－ 41：26．7� 12．3
24 ピラミッドファラオ 牡4黒鹿57 田中 健玉井 宏和氏 安達 昭夫 浦河 小倉牧場 500＋ 61：26．8� 102．2�
714 シーザライト 牝4鹿 55 松若 風馬広尾レース� 小崎 憲 新ひだか 木村 秀則 490－ 61：26．9� 127．9�
59 キクノエスペルト 牡4黒鹿57 田中 学菊池 五郎氏 森田 直行 浦河 高村牧場 482－ 41：27．0� 68．2�

（兵庫）

36 	 マラードザレコード �5青鹿57 岩田 康誠岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 英 Cheveley Park
Stud Ltd 466－ 21：27．1クビ 3．2�

47 チャーチタウン 牡4鹿 57 水口 優也山上 和良氏 大根田裕之 新冠 オリエント牧場 508－ 81：27．52� 45．0�
612 ナイトジュレップ 牡4栗 57 和田 竜二 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 石坂 公一 新ひだか 岡田スタツド 484－ 41：28．14 74．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，972，200円 複勝： 47，217，000円 枠連： 16，927，000円
馬連： 71，417，900円 馬単： 30，438，400円 ワイド： 47，277，200円
3連複： 98，609，300円 3連単： 111，458，000円 計： 454，317，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 210円 � 2，170円 � 330円 枠 連（4－7） 12，670円

馬 連 �� 38，780円 馬 単 �� 65，970円

ワ イ ド �� 8，440円 �� 1，240円 �� 23，780円

3 連 複 ��� 176，930円 3 連 単 ��� 1，243，180円

票 数

単勝票数 計 309722 的中 � 45992（3番人気）
複勝票数 計 472170 的中 � 69085（3番人気）� 4583（15番人気）� 37595（6番人気）
枠連票数 計 169270 的中 （4－7） 1035（27番人気）
馬連票数 計 714179 的中 �� 1427（58番人気）
馬単票数 計 304384 的中 �� 346（117番人気）
ワイド票数 計 472772 的中 �� 1422（60番人気）�� 10195（14番人気）�� 502（98番人気）
3連複票数 計 986093 的中 ��� 418（248番人気）
3連単票数 計1114580 的中 ��� 65（1551番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．6―35．7―48．1―1：00．5―1：12．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウバイタル �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 アドマイヤマックス デビュー 2017．11．3 京都4着

2015．3．17生 牡4青鹿 母 エメラルドタワー 母母 フルーツマーケット 17戦2勝 賞金 35，200，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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） 1頭 ライブリテックス号
（非抽選馬） 2頭 ビーユアヒーロー号・メイショウオオヅツ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



10081 4月13日 晴 良 （31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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：43．9

良
良

814 レッドガラン 牡4鹿 57 福永 祐一 �東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム 498－121：47．1 4．4�
45 � スリーマキシマム 牡8鹿 57 浜中 俊永井商事� 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 516＋ 2 〃 クビ 63．1�
712 ノストラダムス 牡4鹿 57 和田 竜二岡 浩二氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 490± 01：47．2	 24．0�
58 レッドラフェスタ 牝4栗 55 C．ルメール �東京ホースレーシング 尾関 知人 新ひだか 乾 皆雄 440± 0 〃 アタマ 3．9�
33 ショウボート 牡7栗 57 松山 弘平馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 484－ 41：47．51	 26．9�
813 ヴ ァ イ ザ ー 牡4黒鹿57 北村 友一 	キャロットファーム 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 456± 01：47．6クビ 43．8

11 � トーセンスーリヤ 牡4栗 57 四位 洋文島川 �哉氏 小野 次郎 日高 有限会社 エ

スティファーム 466± 0 〃 ハナ 12．9�
22 スズカフューラー 牡5栗 57 小牧 太永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 434－ 2 〃 クビ 290．5
46 トゥザフロンティア 牡4鹿 57 川田 将雅 	キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 508－101：47．81 2．4�
57 トレジャートローヴ 牡6芦 57 A．シュタルケ 吉田 勝己氏 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム 446－121：47．9クビ 71．3�

（独）

69 ロードスター 牡6栗 57 藤岡 佑介ゴドルフィン 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 504＋ 4 〃 ハナ 19．2�

610 エーティーサンダー 牡6青鹿57 酒井 学荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 下屋敷牧場 530＋ 21：48．0	 14．2�
34 ジャーミネイト 牡5鹿 57 秋山真一郎 	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 470－ 41：48．21
 41．8�
711 ジョーマイク �6栗 57 太宰 啓介上田けい子氏 中竹 和也 新ひだか 平野牧場 486＋ 21：48．73 352．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 42，741，600円 複勝： 55，567，100円 枠連： 20，012，700円
馬連： 94，570，300円 馬単： 40，568，200円 ワイド： 60，915，300円
3連複： 129，666，200円 3連単： 168，814，600円 計： 612，856，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 240円 � 1，220円 � 530円 枠 連（4－8） 610円

馬 連 �� 17，670円 馬 単 �� 22，170円

ワ イ ド �� 4，600円 �� 1，630円 �� 13，330円

3 連 複 ��� 117，160円 3 連 単 ��� 551，300円

票 数

単勝票数 計 427416 的中 � 76319（3番人気）
複勝票数 計 555671 的中 � 72387（3番人気）� 10446（12番人気）� 26126（8番人気）
枠連票数 計 200127 的中 （4－8） 25314（2番人気）
馬連票数 計 945703 的中 �� 4146（41番人気）
馬単票数 計 405682 的中 �� 1372（60番人気）
ワイド票数 計 609153 的中 �� 3395（41番人気）�� 9851（18番人気）�� 1159（63番人気）
3連複票数 計1296662 的中 ��� 830（170番人気）
3連単票数 計1688146 的中 ��� 222（826番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―12．3―12．2―11．9―11．8―11．5―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．2―36．5―48．7―1：00．6―1：12．4―1：23．9―1：35．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドガラン �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2018．4．1 阪神1着

2015．3．11生 牡4鹿 母 ダンスオンザルーフ 母母 ダンシングサンデー 6戦3勝 賞金 32，415，000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。

10082 4月13日 晴 良 （31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，30．4．14以降31．4．7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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．7

重
重

714 ニホンピロタイド 牡4青鹿56 幸 英明小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 502＋ 41：11．4 2．7�
611 サーティグランド �7鹿 55 水口 優也山上 和良氏 羽月 友彦 新ひだか 山本 昇寿 484－18 〃 クビ 23．4�
36 ベ ル ク リ ア 牝6芦 52 秋山真一郎水上 行雄氏 吉田 直弘 浦河 笠松牧場 472＋ 81：11．71� 53．8�
23 テーオージーニアス 牡4鹿 56 浜中 俊小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 490－ 21：11．8クビ 3．7�
12 プレシャスルージュ �7黒鹿54 C．ルメール �シルクレーシング 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム B462－ 4 〃 ハナ 8．4�
24 メイショウアリソン 牡5黒鹿54 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 494± 01：11．9	 16．0	
815
 アスタースウィング 牡5栗 56 �島 良太加藤 久枝氏 中竹 和也 米 WinStar

Farm, LLC B512－ 21：12．0� 22．1

612 タ ガ ノ ア ム 牝4鹿 52 岡田 祥嗣八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 478＋ 4 〃 ハナ 49．1�
816 シンゼンスタチュー �6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 494－ 2 〃 ハナ 20．5�
35 ビービーサレンダー 牡6鹿 55 武藤 雅�坂東牧場 久保田貴士 平取 坂東牧場 494－ 41：12．1クビ 22．4
713 セパヌイール 牝4栗 52 松若 風馬レキップモンターニュ 吉村 圭司 新ひだか 藤巻 則弘 444＋ 41：12．42 72．9�
11 ガ ン ジ ー 牡8栗 54 松山 弘平岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 520＋ 21：12．5	 87．6�
59 
 ペルペトゥオ 牝4鹿 52 和田 竜二吉田 和美氏 中内田充正 米 Woodford

Thoroughbreds 472－ 41：12．71 14．9�
48 ローゼンタール 牝6栗 52 古川 吉洋岡田 牧雄氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 502± 0 〃 クビ 236．0�
510 スマートレイチェル 牝5黒鹿54 酒井 学大川 徹氏 西園 正都 浦河 桑田牧場 488＋ 4 〃 ハナ 11．3�
47 ヤマニンレジスタ 牡4栗 55 藤岡 康太土井 肇氏 奥村 豊 新冠 錦岡牧場 500± 01：12．91 29．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 49，236，300円 複勝： 72，237，400円 枠連： 31，219，700円
馬連： 130，730，800円 馬単： 52，029，000円 ワイド： 80，151，300円
3連複： 193，177，100円 3連単： 213，655，900円 計： 822，437，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 180円 � 520円 � 1，050円 枠 連（6－7） 2，450円

馬 連 �� 3，640円 馬 単 �� 5，530円

ワ イ ド �� 1，180円 �� 4，160円 �� 11，940円

3 連 複 ��� 69，920円 3 連 単 ��� 257，300円

票 数

単勝票数 計 492363 的中 � 142638（1番人気）
複勝票数 計 722374 的中 � 137985（2番人気）� 32553（9番人気）� 14659（13番人気）
枠連票数 計 312197 的中 （6－7） 9854（12番人気）
馬連票数 計1307308 的中 �� 27812（15番人気）
馬単票数 計 520290 的中 �� 7047（18番人気）
ワイド票数 計 801513 的中 �� 18046（14番人気）�� 4908（51番人気）�� 1691（87番人気）
3連複票数 計1931771 的中 ��� 2072（188番人気）
3連単票数 計2136559 的中 ��� 602（730番人気）

ハロンタイム 12．2―11．2―11．6―12．0―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．4―35．0―47．0―59．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．4
3 10（4，15）7（3，11，14）2（6，8）（9，16）（1，5）（12，13） 4 ・（10，4，15）（7，3，14）11（2，8）6，16（9，1，5）13，12

勝馬の
紹 介

ニホンピロタイド �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 スニッツェル デビュー 2018．1．14 京都1着

2015．4．9生 牡4青鹿 母 ニホンピロヴィータ 母母 ニホンピロタイラ 11戦4勝 賞金 58，655，000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 スティンライクビー号



10083 4月13日 晴 良 （31阪神2）第7日 第11競走 ��
��1，600�第28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 637，000円 182，000円 91，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．9
1：30．7

良
良

59 イ ベ リ ス 牝3鹿 54 浜中 俊前田 幸治氏 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 452－ 41：34．2 35．9�
510 カ テ ド ラ ル 牡3鹿 56 A．シュタルケ �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 480－ 6 〃 クビ 21．7�

（独）

611 トオヤリトセイト 牡3青鹿56 福永 祐一村田 能光氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 472－ 6 〃 アタマ 30．6�
36 ニシノカツナリ 牡3青鹿56 武藤 雅西山 茂行氏 水野 貴広 新ひだか 藤原牧場 470－ 8 〃 アタマ 18．2�
715� ユニコーンライオン 牡3黒鹿56 岩田 康誠ライオンレースホース� 矢作 芳人 愛 Desert Star

Phoenix Jvc 534－ 41：34．3クビ 18．0	
817 ミッキーブリランテ 牡3鹿 56 坂井 瑠星野田みづき氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 462＋ 2 〃 クビ 7．9

12 ロードグラディオ 牡3黒鹿56 藤岡 佑介 �ロードホースクラブ 西浦 勝一 新ひだか ケイアイファーム 474＋ 41：34．4� 50．8�
23 ヴァルディゼール 牡3鹿 56 北村 友一�G1レーシング 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 450＋ 6 〃 アタマ 4．4�
612 ヴァンドギャルド 牡3鹿 56 M．デムーロ �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 462－ 21：34．61	 4．6
11 ミッキースピリット 牡3鹿 56 松山 弘平野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 480－ 61：34．7
 29．0�
816 ヤマニンマヒア 牡3黒鹿56 武 豊土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 440－ 21：34．8
 106．2�
35 � サンノゼテソーロ 牡3芦 56 津村 明秀了德寺健二ホール

ディングス� 田中 博康 米
Sheltowee Farm, WMK
Racing LLC, Patricia
Pavlish, Joe Miller, et al

458－ 61：34．9クビ 22．5�
818 ジャミールフエルテ 牡3鹿 56 池添 謙一�KTレーシング 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 466± 0 〃 クビ 30．5�
24 アズマヘリテージ 牝3栗 54 岡田 祥嗣東 哲次氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 458＋ 21：35．22 320．7�
48 オーパキャマラード 牝3黒鹿54 松若 風馬�ターフ・スポート本田 優 新冠 村田牧場 480± 01：35．73 436．2�
714� フォッサマグナ 牡3黒鹿56 C．ルメール 吉田 和美氏 藤沢 和雄 米 Lofts Hall

Stud 460－141：35．8
 3．1�
47 ジ ゴ ロ 牡3青鹿56 幸 英明安原 浩司氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 454± 01：36．0
 149．3�
713 ラブミーファイン 牝3鹿 54 藤岡 康太小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか チャンピオンズファーム 444－ 41：36．21	 366．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 167，254，000円 複勝： 237，026，800円 枠連： 87，846，200円
馬連： 478，507，200円 馬単： 164，044，200円 ワイド： 281，569，900円
3連複： 767，197，400円 3連単： 921，820，600円 計： 3，105，266，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，590円 複 勝 � 940円 � 760円 � 720円 枠 連（5－5） 28，780円

馬 連 �� 36，120円 馬 単 �� 71，530円

ワ イ ド �� 9，090円 �� 8，380円 �� 7，260円

3 連 複 ��� 208，320円 3 連 単 ��� 1，361，140円

票 数

単勝票数 計1672540 的中 � 37262（12番人気）
複勝票数 計2370268 的中 � 66011（12番人気）� 82544（11番人気）� 87792（8番人気）
枠連票数 計 878462 的中 （5－5） 2365（35番人気）
馬連票数 計4785072 的中 �� 10926（66番人気）
馬単票数 計1640442 的中 �� 1720（140番人気）
ワイド票数 計2815699 的中 �� 7986（74番人気）�� 8677（67番人気）�� 10018（62番人気）
3連複票数 計7671974 的中 ��� 2762（309番人気）
3連単票数 計9218206 的中 ��� 491（1790番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．6―35．0―47．4―59．8―1：11．3―1：22．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F34．4
3 9（13，15）－（2，12）（1，3，14）（5，8，17）（4，6，18）7，11（10，16） 4 9，13（2，15，12，17）（1，3，14，18）（5，8，6，7，11）（4，10，16）

勝馬の
紹 介

イ ベ リ ス �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2018．9．9 阪神3着

2016．3．21生 牝3鹿 母 セレブラール 母母 モンローウォーク 6戦3勝 賞金 64，267，000円
〔発走状況〕 ミッキーブリランテ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ヴァルディゼール号の騎手北村友一は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：14

番）
トオヤリトセイト号の騎手福永祐一は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：3番）

※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 ヘイワノツカイ号
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりイベリス号・カテドラル号・トオヤリトセイト号は，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，主として騎乗中の国名を表示している。

10084 4月13日 晴 良 （31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 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
2：01．0
2：01．0

不良
不良

713 ウェルカムゴールド 牡4栗 57 C．ルメール �キャロットファーム 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 530＋ 82：05．4 2．6�
35 ランドジュピター 牡5鹿 57 幸 英明木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 高澤 俊雄 458－ 22：05．71� 72．6�
814 スワーヴアラミス 牡4鹿 57 武 豊�NICKS 須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476＋ 62：06．02 3．4�
712 シップーコウライ 牡7栗 57 津村 明秀	嶋 孝司氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 474－ 42：06．95 33．2�
59 
 ウインフォルティス 牡4鹿 57 A．シュタルケ�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 484± 0 〃 ハナ 65．5	

（独）

815 サンライズセナ 牡4栗 57 藤岡 佑介松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 498＋ 2 〃 ハナ 14．7

611 ジャストコーズ �6青鹿57 和田 竜二 �社台レースホース岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B504－ 62：07．0� 45．2�
34 ナ ム ラ キ ヌ 牝4鹿 55 川田 将雅奈村 睦弘氏 高橋 義忠 日高 いとう牧場 478－ 82：07．32 10．5�
47 サマーサプライズ 牡5鹿 57 松若 風馬吉澤 克己氏 宮本 博 浦河 帰山 清貴 478－ 42：07．72� 14．7
58 グラットシエル 牡5黒鹿57 浜中 俊 �社台レースホース石坂 正 安平 追分ファーム 516＋ 42：08．01� 15．7�
610 ワンダーウマス 牡5鹿 57 岩田 康誠山本 能成氏 高柳 大輔 新ひだか 白井 吉美 484± 02：08．1� 7．7�
23 レプランシュ 牡6鹿 57 北村 友一 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 472± 0 〃 アタマ 110．4�
11 クルスデルスール 牡4黒鹿57 松山 弘平谷掛 龍夫氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 512＋ 62：08．2� 23．1�
46 キープシークレット 牝4黒鹿 55

54 ☆坂井 瑠星 �シルクレーシング 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 450－ 22：08．94 193．8�
22 ハクサンペリー 牡4鹿 57

54 ▲亀田 温心河﨑 五市氏 寺島 良 浦河 川 啓一 488－102：09．22 68．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 64，809，700円 複勝： 88，872，800円 枠連： 34，713，000円
馬連： 150，274，500円 馬単： 61，531，700円 ワイド： 97，902，400円
3連複： 211，669，900円 3連単： 267，823，600円 計： 977，597，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 160円 � 1，060円 � 140円 枠 連（3－7） 2，090円

馬 連 �� 12，700円 馬 単 �� 17，230円

ワ イ ド �� 3，510円 �� 220円 �� 2，750円

3 連 複 ��� 7，800円 3 連 単 ��� 49，960円

票 数

単勝票数 計 648097 的中 � 198451（1番人気）
複勝票数 計 888728 的中 � 164962（2番人気）� 13593（12番人気）� 209243（1番人気）
枠連票数 計 347130 的中 （3－7） 12844（8番人気）
馬連票数 計1502745 的中 �� 9167（33番人気）
馬単票数 計 615317 的中 �� 2677（48番人気）
ワイド票数 計 979024 的中 �� 6172（38番人気）�� 142523（1番人気）�� 7936（30番人気）
3連複票数 計2116699 的中 ��� 20334（23番人気）
3連単票数 計2678236 的中 ��� 3886（146番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．2―36．0―49．0―1：01．9―1：14．8―1：27．5―1：40．2―1：52．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウェルカムゴールド �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Deputy Minister デビュー 2017．12．9 阪神1着

2015．5．4生 牡4栗 母 マチカネチコウヨレ 母母 Alysbelle 6戦3勝 賞金 30，200，000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。



（31阪神2）第7日 4月13日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重後良

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

246，190，000円
2，590，000円
20，920，000円
1，850，000円
29，080，000円
77，111，000円
5，194，000円
1，804，800円

勝馬投票券売得金
559，415，300円
822，273，200円
277，410，600円
1，270，823，200円
528，827，000円
821，592，700円
1，895，960，700円
2，337，829，300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 8，514，132，000円

総入場人員 15，993名 （有料入場人員 15，137名）
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