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10085 4月14日 曇 良 （31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）

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 ウィッチクラフト 牡3鹿 56 大野 拓弥 �カナヤマホール
ディングス 浜田多実雄 安平 追分ファーム 516＋ 41：55．2 6．3�

23 ヒリュウコウスイ 牡3栗 56 幸 英明西本 資史氏 西橋 豊治 新冠 赤石 久夫 508＋ 61：55．51� 5．7�
48 ローゼンリッター 牡3栗 56

55 ☆坂井 瑠星�ラ・メール 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 526± 01：55．71� 3．5�
612 テイエムファイター 牡3鹿 56 柴田 未崎竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか 前谷 武志 486± 01：56．23 4．4�
24 キーシグナル 牡3鹿 56 酒井 学北前孔一郎氏 田所 秀孝 新冠 中本牧場 458＋ 21：56．41� 22．2�
510 モ モ コ 牝3鹿 54 �島 良太ニッシンレーシング 森田 直行 新ひだか チャンピオンズファーム 464－ 41：56．61 42．1	
35 メイブツシャチョウ 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣 �ミキハウスHKサービス 野中 賢二 新冠 村上 欽哉 466－ 21：56．7� 9．2

59 ナナカマドカ 牝3黒鹿54 田中 健飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 456 ―1：57．55 53．1�
47 クレスコマリン 牝3鹿 54

53 ☆武藤 雅堀川 三郎氏 湯窪 幸雄 浦河 笠松牧場 454＋ 41：57．71� 187．1�
816 アスタードラゴン 牡3栗 56 国分 優作加藤 久枝氏 木原 一良 新ひだか タイヘイ牧場 B456＋ 61：57．9� 9．9
12 テイエムカイリキ 牡3黒鹿56 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新ひだか 西村 和夫 456± 01：58．11� 173．3�
36 クロティルド 牝3鹿 54 藤岡 康太合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 466＋ 61：58．31� 38．4�
11 フェブタイズ 牡3鹿 56 水口 優也釘田 義広氏 川村 禎彦 浦河 中村 雅明 494－ 21：58．83 18．7�
714 プ ロ ポ ー ズ 牝3青鹿54 高田 潤前田 亘輝氏 武 英智 新ひだか 千代田牧場 434± 01：59．12 186．2�
815 エイシンオリヒメ 牝3黒鹿54 小牧 太�栄進堂 武 幸四郎 浦河 栄進牧場 424＋ 21：59．31� 60．9�
611 ディープエターナル 牡3鹿 56 太宰 啓介深見 敏男氏 本田 優 日高 浦新 徳司 478－ 62：01．1大差 159．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，673，800円 複勝： 29，901，300円 枠連： 9，513，200円
馬連： 43，640，400円 馬単： 19，056，000円 ワイド： 29，372，400円
3連複： 64，378，200円 3連単： 69，084，200円 計： 284，619，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 180円 � 150円 � 160円 枠 連（2－7） 1，740円

馬 連 �� 2，050円 馬 単 �� 4，220円

ワ イ ド �� 590円 �� 450円 �� 320円

3 連 複 ��� 2，170円 3 連 単 ��� 15，600円

票 数

単勝票数 計 196738 的中 � 24775（4番人気）
複勝票数 計 299013 的中 � 39663（4番人気）� 57404（1番人気）� 49785（2番人気）
枠連票数 計 95132 的中 （2－7） 4224（9番人気）
馬連票数 計 436404 的中 �� 16447（10番人気）
馬単票数 計 190560 的中 �� 3384（20番人気）
ワイド票数 計 293724 的中 �� 11957（6番人気）�� 16282（3番人気）�� 24822（1番人気）
3連複票数 計 643782 的中 ��� 22215（4番人気）
3連単票数 計 690842 的中 ��� 3209（41番人気）

ハロンタイム 12．8―10．8―13．1―13．0―13．2―12．9―13．0―13．0―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．6―36．7―49．7―1：02．9―1：15．8―1：28．8―1：41．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．3―3F39．4
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ウィッチクラフト �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Lord Avie デビュー 2019．3．24 阪神6着

2016．3．6生 牡3鹿 母 ウィッチフルシンキング 母母 Halloween Joy 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ディープエターナル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年5月14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〕 テイエムカイリキ号・クロティルド号・エイシンオリヒメ号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年

6月14日まで平地競走に出走できない。
※ディープエターナル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

10086 4月14日 小雨 良 （31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

36 キコクイーン 牝3青 54 田中 健若草クラブ 浅見 秀一 新冠 八木 明広 432－ 21：13．9 9．2�
510 ショウナンマンカイ 牝3栗 54 幸 英明国本 哲秀氏 西村 真幸 新冠 ムラカミファーム 478± 0 〃 クビ 2．3�
816 セデックカズマ 牡3黒鹿56 北村 友一合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 480＋ 21：14．0クビ 5．0�
23 ラ ブ グ ラ ー 牝3栗 54

51 ▲三津谷隼人増田 陽一氏 渡辺 薫彦 新冠 武田 修一 460＋ 21：14．85 30．5�
12 カーディストリー 牝3栗 54 四位 洋文�下河辺牧場 長谷川浩大 日高 下河辺牧場 472 ―1：14．9クビ 13．0�
815 オ ー ブ ラ ン 牡3青鹿56 吉田 隼人中野 和子氏 中尾 秀正 新冠 ハシモトフアーム 450－ 41：15．0� 7．4	
713 ピエナキャプテン 牡3芦 56 古川 吉洋本谷 兼三氏 武 英智 千歳 社台ファーム 464＋ 41：15．1� 11．1

59 ブラックフェアリー 牝3青 54 小崎 綾也�大樹ファーム 大久保龍志 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 456－ 41：15．2� 87．1�
612 ゴールドメジャー 牡3栗 56

55 ☆坂井 瑠星キャピタルクラブ 牧田 和弥 浦河 カナイシスタッド 454＋ 71：15．3クビ 25．9�
714 ブラボーフェスタ �3栗 56 太宰 啓介杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 468－ 21：15．62 20．6
611 メイショウバーバラ 牝3鹿 54 酒井 学松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 �川フアーム 462 ―1：15．7� 54．9�
35 タガノコノミン 牝3黒鹿54 浜中 俊八木 良司氏 岡田 稲男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 404－ 21：16．01� 58．3�
48 ニシノケイガン 牡3鹿 56

55 ☆武藤 雅西山 茂行氏 宮本 博 新冠 村上 欽哉 504－ 61：16．1� 158．3�
11 ウインプリンツ 牡3黒鹿56 国分 優作�ウイン 奥村 豊 浦河 大北牧場 500＋141：16．2� 26．7�
47 テッセラレイナ 牝3栗 54 小林 徹弥ディアレストクラブ� 山内 研二 浦河 ディアレスト

クラブ 474＋20 〃 アタマ 261．6�
24 スズカスクリーン 牡3栗 56

53 ▲服部 寿希永井 啓弍氏 藤沢 則雄 日高 門別 敏朗 478 ―1：18．0大差 159．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 17，497，100円 複勝： 21，723，300円 枠連： 10，579，500円
馬連： 36，826，400円 馬単： 15，960，300円 ワイド： 25，499，100円
3連複： 52，521，100円 3連単： 59，328，800円 計： 239，935，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 920円 複 勝 � 170円 � 120円 � 140円 枠 連（3－5） 1，080円

馬 連 �� 1，060円 馬 単 �� 2，950円

ワ イ ド �� 350円 �� 500円 �� 230円

3 連 複 ��� 1，260円 3 連 単 ��� 9，630円

票 数

単勝票数 計 174971 的中 � 15111（4番人気）
複勝票数 計 217233 的中 � 26422（3番人気）� 54682（1番人気）� 37717（2番人気）
枠連票数 計 105795 的中 （3－5） 7567（4番人気）
馬連票数 計 368264 的中 �� 26891（3番人気）
馬単票数 計 159603 的中 �� 4051（8番人気）
ワイド票数 計 254991 的中 �� 18113（2番人気）�� 11588（4番人気）�� 32210（1番人気）
3連複票数 計 525211 的中 ��� 31159（1番人気）
3連単票数 計 593288 的中 ��� 4464（16番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―12．3―12．6―12．4―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．7―36．0―48．6―1：01．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キコクイーン �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2018．9．2 小倉3着

2016．3．21生 牝3青 母 イ ン シ ス ト 母母 マ ロ ー ラ 11戦1勝 賞金 15，800，000円
〔制裁〕 キコクイーン号の騎手田中健は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スズカスクリーン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年5月14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） 5頭 アカマ号・グランベガ号・サイモンシャルール号・ティーフルムーン号・マルカノーベル号
（非抽選馬） 7頭 カフジサターン号・グラウクス号・ゲンパチアイファー号・サンライマ号・シンボリサージュ号・ベルガモット号・

メイショウクラマ号

第２回 阪神競馬 第８日



10087 4月14日 小雨 良 （31阪神2）第8日 第3競走 ��
��2，000�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
2：01．0
2：01．0

不良
不良

57 イシュタルゲート 牡3鹿 56 北村 友一吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 500－ 82：08．1 10．3�
34 ニホンピロハビアー 牡3黒鹿56 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 500＋ 42：08．31� 3．6�
814 ミッキーバラード 牝3鹿 54 浜中 俊野田みづき氏 高橋 康之 日高 白井牧場 B474－ 42：08．4� 9．9�
610 サンライズアキレス 牡3芦 56 藤岡 康太松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 492＋ 22：08．61� 4．0�
45 リ ヴ ィ エ ラ 牡3鹿 56 太宰 啓介 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 506± 02：09．34 3．4�
33 プレシャスメタル 牡3栗 56 国分 恭介ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 544－ 62：09．4クビ 22．7	
712 デ ィ ー ド 牡3鹿 56 小崎 綾也林 正道氏 斉藤 崇史 浦河 ヒダカフアーム 490－ 42：09．61	 191．9

58 クリノイカズチオー 牡3青鹿56 小牧 太栗本 博晴氏 田所 秀孝 日高 日西牧場 418± 02：09．91	 117．2�
813 スターリーパレード 牡3鹿 56 幸 英明 �グリーンファーム西村 真幸 安平 ノーザンファーム B488± 02：10．11	 11．6�
711 デルマグランパレ 牡3栗 56

55 ☆加藤 祥太浅沼 廣幸氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 514－ 42：10．3� 46．2
46 コルドゥーン 牡3青鹿 56

55 ☆武藤 雅西 浩明氏 斉藤 崇史 日高 下河辺牧場 434－ 4 〃 ハナ 117．9�
22 ジェレメジェバイト 牡3鹿 56 和田 竜二青山 洋一氏 村山 明 千歳 社台ファーム 452＋ 2 〃 アタマ 16．9�
69 リリーブラックシー 牡3鹿 56

53 ▲三津谷隼人土井 孝夫氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 506＋ 42：10．51� 228．3�
11 サイモンノツバサ 牡3栗 56 柴田 未崎澤田 昭紀氏 梅田 智之 安平 追分ファーム 530 ―2：11．88 112．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 26，607，500円 複勝： 30，369，900円 枠連： 11，375，100円
馬連： 46，988，000円 馬単： 23，104，200円 ワイド： 33，596，200円
3連複： 63，815，300円 3連単： 80，431，400円 計： 316，287，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，030円 複 勝 � 270円 � 160円 � 280円 枠 連（3－5） 2，090円

馬 連 �� 2，290円 馬 単 �� 5，760円

ワ イ ド �� 770円 �� 1，140円 �� 620円

3 連 複 ��� 5，260円 3 連 単 ��� 39，260円

票 数

単勝票数 計 266075 的中 � 20497（5番人気）
複勝票数 計 303699 的中 � 26880（4番人気）� 59294（2番人気）� 24781（5番人気）
枠連票数 計 113751 的中 （3－5） 4204（10番人気）
馬連票数 計 469880 的中 �� 15883（10番人気）
馬単票数 計 231042 的中 �� 3005（26番人気）
ワイド票数 計 335962 的中 �� 11229（9番人気）�� 7309（16番人気）�� 14194（5番人気）
3連複票数 計 638153 的中 ��� 9084（17番人気）
3連単票数 計 804314 的中 ��� 1485（131番人気）

ハロンタイム 13．0―11．4―11．6―14．2―13．0―13．0―12．8―12．8―12．8―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．4―36．0―50．2―1：03．2―1：16．2―1：29．0―1：41．8―1：54．6

コーナー
通過順位

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

2
4

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

イシュタルゲート �
�
父 ベルシャザール �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2018．8．12 新潟3着

2016．4．11生 牡3鹿 母 レースウィング 母母 レ ー ス 4戦1勝 賞金 6，800，000円

10088 4月14日 小雨 良 （31阪神2）第8日 第4競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走11時20分 （芝・右・外）
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
1：31．9
1：30．7

良
良

611 ミッキーバディーラ 牝3鹿 54 和田 竜二野田みづき氏 音無 秀孝 新ひだか 千代田牧場 466＋ 21：35．9 2．8�
817 ディープサドラーズ 牡3鹿 56 北村 友一廣崎利洋HD� 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 450－ 6 〃 クビ 9．2�
818 マーガレットリバー 牡3鹿 56 酒井 学�フクキタル 藤岡 健一 新冠 パカパカ

ファーム 504－ 21：36．11 89．2�
715 モズレジーナ 牝3鹿 54

53 ☆坂井 瑠星 �キャピタル・システム 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 434－ 21：36．2� 12．7�
816 アークロイヤル 牝3栗 54 浜中 俊原 �子氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 406－ 2 〃 クビ 3．2�
713	 サトノソレイユ 牝3鹿 54 荻野 極 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 英

Mt. Brilliant
Broodmares II,
LLC

476－ 6 〃 ハナ 6．8	
510 デ ィ ノ ー ラ 牝3黒鹿54 国分 恭介�G1レーシング 中竹 和也 千歳 社台ファーム 432－101：36．3クビ 119．0

11 ラインエミネント 牡3鹿 56

55 ☆武藤 雅大澤 繁昌氏 松永 昌博 日高 日高大洋牧場 466± 01：36．4� 15．3�
612 オールフォース 牡3鹿 56 松若 風馬ニッシンレーシング 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 466－ 61：36．71
 30．8�
714 メグスタサンライズ 牝3栗 54 岡田 祥嗣松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 446＋ 41：36．8� 57．2
48 ルージュオブグレイ 牝3栗 54 川島 信二 Him Rock Racing

ホールディングス� 荒川 義之 日高 北田 剛 414± 01：37．01� 153．8�
23 ジューンワルツ 牝3栗 54 高倉 稜吉川 潤氏 宮本 博 浦河 高昭牧場 454± 0 〃 クビ 237．5�
36 ツールドフォース 牡3黒鹿56 幸 英明長谷川守正氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 520＋ 81：37．1� 16．0�
12 ボナパルティズム 牝3栗 54 小崎 綾也ゴドルフィン 斉藤 崇史 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 508 ― 〃 クビ 96．1�
24 ア サ ケ ボ ス 牡3栗 56

55 ☆加藤 祥太大橋 堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 前田ファーム 460＋181：38．16 237．9�
47 スズカルージュ 牝3栗 54 太宰 啓介永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 小島牧場 462－121：38．2� 191．6�
35 ト シ エ 牝3栗 54

51 ▲服部 寿希風早 信昭氏 森 秀行 平取 北島牧場 448－111：38．3� 186．0�
59 エ レ デ ィ ア 牝3黒鹿54 藤岡 康太中村 祐子氏 友道 康夫 新ひだか ケイアイファーム 420 ―1：38．61
 47．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 32，123，400円 複勝： 44，806，000円 枠連： 15，604，900円
馬連： 55，994，400円 馬単： 29，396，600円 ワイド： 41，843，900円
3連複： 80，252，100円 3連単： 103，093，800円 計： 403，115，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 250円 � 1，450円 枠 連（6－8） 240円

馬 連 �� 1，090円 馬 単 �� 1，720円

ワ イ ド �� 480円 �� 3，050円 �� 8，580円

3 連 複 ��� 25，880円 3 連 単 ��� 102，950円

票 数

単勝票数 計 321234 的中 � 90673（1番人気）
複勝票数 計 448060 的中 � 136983（1番人気）� 40219（4番人気）� 5164（11番人気）
枠連票数 計 156049 的中 （6－8） 50389（1番人気）
馬連票数 計 559944 的中 �� 39684（3番人気）
馬単票数 計 293966 的中 �� 12803（3番人気）
ワイド票数 計 418439 的中 �� 24456（3番人気）�� 3376（29番人気）�� 1182（52番人気）
3連複票数 計 802521 的中 ��� 2325（62番人気）
3連単票数 計1030938 的中 ��� 726（262番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―11．7―12．4―13．0―11．7―11．2―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．5―35．2―47．6―1：00．6―1：12．3―1：23．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．3―3F35．3
3 8，18－13（10，11）17，2（12，14）15（1，16）9（3，4）6（5，7） 4 8，18－（10，13）11（2，17，14）（1，12）15（3，16）9（4，6）（5，7）

勝馬の
紹 介

ミッキーバディーラ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2018．10．8 京都2着

2016．4．3生 牝3鹿 母 バ デ ィ ー ラ 母母 Magical Allure 6戦1勝 賞金 14，400，000円
〔発走状況〕 ボナパルティズム号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔制裁〕 ボナパルティズム号の騎手小崎綾也は，発走後に外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：4番・5番・6番）

ラインエミネント号の騎手武藤雅は，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50，000円。（被害馬：12番）
ミッキーバディーラ号の騎手和田竜二は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：18番・10
番・16番）

〔調教再審査〕 ボナパルティズム号は，発走調教再審査。
〔3走成績による出走制限〕 ルージュオブグレイ号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年6月14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。
（非当選馬） 4頭 オプタートゥム号・ステップシー号・ノーリミッツ号・ムギ号



10089 4月14日 小雨 良 （31阪神2）第8日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時10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

79 ハヤブサナンデクン 牡3芦 56 吉田 隼人武田 修氏 吉村 圭司 新ひだか グランド牧場 492－ 21：53．7 4．6�
66 ゲンパチルシファー 牡3鹿 56 北村 友一平野 武志氏 佐々木晶三 浦河 カナイシスタッド 482－ 21：53．91� 11．0�
78 ソルトイブキ 牡3黒鹿56 四位 洋文杉浦 敏夫氏 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 480＋ 41：54．11� 8．0�
11 ヒミノブルー 牡3青鹿56 和田 竜二佐々木八郎氏 寺島 良 平取 原田 新治 508＋ 81：54．2	 13．4�
811 マッスルビーチ 牡3黒鹿56 幸 英明岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 456＋ 41：54．51	 1．9�
55 
 スマートアルケミー 牡3青鹿 56

55 ☆坂井 瑠星大川 徹氏 笹田 和秀 米 Summer
Wind Equine 506＋101：54．82 39．5�

44 プレイヤーズハイ 牡3黒鹿56 松若 風馬藤田 孟司氏 高橋 亮 新冠 川上牧場 440－ 21：55．01 11．6	
810 メイショウヨソユキ 牝3黒鹿 54

53 ☆加藤 祥太松本 好雄氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 436＋ 21：55．31	 96．3

67 クリエイトザライフ 牡3栗 56 藤岡 康太飯田 正剛氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 482－ 41：56．57 21．0�
33 タニノマイカ 牝3黒鹿54 �島 良太谷水 雄三氏 寺島 良 新ひだか 西村 和夫 B468± 01：57．88 20．1�
22 メイショウコミチ 牝3鹿 54 古川 吉洋松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 442± 01：58．22� 86．3

（11頭）

売 得 金
単勝： 36，475，200円 複勝： 56，348，800円 枠連： 12，220，700円
馬連： 56，015，900円 馬単： 32，830，800円 ワイド： 42，562，100円
3連複： 83，712，100円 3連単： 131，772，100円 計： 451，937，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 220円 � 440円 � 320円 枠 連（6－7） 1，300円

馬 連 �� 3，330円 馬 単 �� 6，000円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 770円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 7，060円 3 連 単 ��� 37，390円

票 数

単勝票数 計 364752 的中 � 62134（2番人気）
複勝票数 計 563488 的中 � 77509（2番人気）� 29953（6番人気）� 44404（3番人気）
枠連票数 計 122207 的中 （6－7） 7252（5番人気）
馬連票数 計 560159 的中 �� 13003（10番人気）
馬単票数 計 328308 的中 �� 4101（19番人気）
ワイド票数 計 425621 的中 �� 10907（11番人気）�� 14597（7番人気）�� 8726（15番人気）
3連複票数 計 837121 的中 ��� 8890（24番人気）
3連単票数 計1317721 的中 ��� 2555（111番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．2―38．0―50．8―1：03．6―1：16．5―1：28．8―1：40．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ハヤブサナンデクン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．12．8 阪神1着

2016．3．31生 牡3芦 母 ホワイトクルーザー 母母 ホワイトカーニバル 3戦2勝 賞金 16，000，000円
〔制裁〕 タニノマイカ号の騎手�島良太は，1コーナー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：6番）

10090 4月14日 小雨 稍重 （31阪神2）第8日 第6競走 ��
��2，000�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
1：57．2
1：56．1

良
良

22 サヴォワールエメ 牝3栗 54 藤岡 康太平井 裕氏 友道 康夫 千歳 社台ファーム 454＋ 62：02．6 7．0�
55 ファナティック 牝3鹿 54 北村 友一 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462＋ 42：02．7� 4．3�
11 オールイズウェル 牡3黒鹿56 幸 英明小林竜太郎氏 佐々木晶三 新ひだか へいはた牧場 494－ 2 〃 アタマ 3．8�
78 ア ル ク ス 牡3鹿 56 太宰 啓介 �社台レースホース池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476－ 8 〃 クビ 29．0�
810 ダディーズトリップ 牡3青 56 大野 拓弥田島 大史氏 杉山 晴紀 新冠 オリエント牧場 436＋ 42：02．91� 27．9�
79 リーガルメイン 牡3鹿 56 浜中 俊前田 晋二氏 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 442＋ 42：03．32� 8．7	
33 ショウナンバルディ 牡3黒鹿 56

55 ☆坂井 瑠星国本 哲秀氏 松下 武士 日高 木村牧場 438－ 62：03．51� 7．8

67 タ ン タ ラ ス 牝3鹿 54 荻野 極 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 464＋102：03．71� 5．4�
66 ニューアビリティ 牡3栗 56 和田 竜二 �ビクトリーホースランチ 橋田 満 新ひだか 大平牧場 476± 02：04．23 11．9�
811 ピースフルサンデー 牡3青 56 小崎 綾也小川 勲氏 宮 徹 浦河 岡本牧場 450＋ 22：04．3	 49．5
44 キャノンバローズ 牡3鹿 56 松若 風馬猪熊 広次氏 斉藤 崇史 新ひだか 上村 清志 456＋ 42：04．72� 49．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 42，022，200円 複勝： 57，842，400円 枠連： 13，084，700円
馬連： 70，908，100円 馬単： 33，204，400円 ワイド： 50，562，400円
3連複： 93，378，700円 3連単： 121，137，700円 計： 482，140，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 210円 � 150円 � 140円 枠 連（2－5） 1，710円

馬 連 �� 1，480円 馬 単 �� 3，160円

ワ イ ド �� 530円 �� 530円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，810円 3 連 単 ��� 12，000円

票 数

単勝票数 計 420222 的中 � 47434（4番人気）
複勝票数 計 578424 的中 � 58840（5番人気）� 100546（2番人気）� 120749（1番人気）
枠連票数 計 130847 的中 （2－5） 5930（8番人気）
馬連票数 計 709081 的中 �� 37055（6番人気）
馬単票数 計 332044 的中 �� 7874（11番人気）
ワイド票数 計 505624 的中 �� 23747（6番人気）�� 23792（5番人気）�� 33706（1番人気）
3連複票数 計 933787 的中 ��� 38688（2番人気）
3連単票数 計1211377 的中 ��� 7318（17番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．9―37．3―50．5―1：03．0―1：15．5―1：27．7―1：39．0―1：50．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．1―3F34．9
1
3
2，3（5，7）6，1（4，9）10－8，11・（2，3）6（5，7）9（1，10）4（8，11）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サヴォワールエメ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Pivotal デビュー 2018．11．4 京都1着

2016．4．9生 牝3栗 母 ニ ア メ 母母 Napoli 3戦2勝 賞金 14，200，000円
〔制裁〕 ショウナンバルディ号の騎手坂井瑠星は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番）

アルクス号の騎手太宰啓介は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：1番）
ファナティック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戒告。（被害馬：3番）



10091 4月14日 小雨 稍重 （31阪神2）第8日 第7競走 ��1，200�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
1：08．8
1：08．7

重
重

711 ウ ラ ガ ー ノ 牝5青鹿55 太宰 啓介藤田 孟司氏 上村 洋行 日高 モリナガファーム B516－ 41：12．6 4．3�
33 レッドシャーロット 牝4鹿 55

54 ☆武藤 雅 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 468＋ 2 〃 クビ 9．8�
710 ロ ン ス 牝4芦 55 酒井 学熊澤 浩樹氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 460± 01：12．81� 9．4�
812 ハ ウ リ ン グ 牝4栗 55 和田 竜二ゴドルフィン 大久保龍志 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 462＋ 2 〃 ハナ 7．5�
813 モンテルース 牝4黒鹿55 大野 拓弥�髙昭牧場 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 468－ 41：12．9� 5．0	
44 ヘ ル デ ィ ン 牝5青鹿55 藤岡 康太金山 敏也氏 千田 輝彦 新冠 有限会社 大

作ステーブル 444＋ 41：13．0� 4．1

68 エイシンムー 牝5鹿 55 荻野 極�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 490－ 51：13．1� 40．7�
57 コンセッションズ 牝4栗 55 幸 英明ニッシンレーシング 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 440＋ 61：13．41� 27．3�
22 ラタンドレス 牝6鹿 55 吉田 隼人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 492＋ 61：13．5� 17．1
69 ファステンバーグ 牝4青鹿55 北村 友一合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 454＋ 41：13．6� 30．0�
56 ブライトメジャー 牝5栗 55 小崎 綾也谷和 光彦氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 466± 01：13．81 28．6�
45 ミ ザ イ 牝5芦 55 竹之下智昭ニッシンレーシング 千田 輝彦 安平 ノーザンファーム 496－ 51：14．01 106．8�
11 シ グ ル ー ン 牝5栗 55 松若 風馬岡田 牧雄氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 456＋ 61：14．85 21．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 31，274，200円 複勝： 43，406，700円 枠連： 17，095，600円
馬連： 68，712，500円 馬単： 30，640，400円 ワイド： 45，589，100円
3連複： 89，502，600円 3連単： 105，405，300円 計： 431，626，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 170円 � 340円 � 240円 枠 連（3－7） 1，660円

馬 連 �� 3，080円 馬 単 �� 5，130円

ワ イ ド �� 1，190円 �� 670円 �� 1，830円

3 連 複 ��� 6，770円 3 連 単 ��� 37，710円

票 数

単勝票数 計 312742 的中 � 58053（2番人気）
複勝票数 計 434067 的中 � 77517（1番人気）� 28629（6番人気）� 46206（4番人気）
枠連票数 計 170956 的中 （3－7） 7973（5番人気）
馬連票数 計 687125 的中 �� 17279（12番人気）
馬単票数 計 306404 的中 �� 4472（17番人気）
ワイド票数 計 455891 的中 �� 9720（13番人気）�� 18231（6番人気）�� 6192（24番人気）
3連複票数 計 895026 的中 ��� 9905（20番人気）
3連単票数 計1054053 的中 ��� 2026（114番人気）

ハロンタイム 12．3―11．3―11．9―12．3―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．6―35．5―47．8―59．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウ ラ ガ ー ノ �
�
父 キンシャサノキセキ �

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

2014．4．10生 牝5青鹿 母 イ リ デ 母母 Red Duchess 15戦3勝 賞金 26，600，000円
［他本会外：1戦0勝］

10092 4月14日 小雨 稍重 （31阪神2）第8日 第8競走 ��
��2，200�サラブレッド系4歳以上

発走13時45分 （芝・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
2：10．1
2：09．9

良
良

22 � ミスマンマミーア 牝4栗 55 四位 洋文吉田 勝利氏 寺島 良 日高 新生ファーム 452＋ 62：13．9 4．5�
67 プルンクザール 牡4栗 57 浜中 俊水上ふじ子氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 466± 02：14．0	 3．2�
56 サダムラピュタ 牡4黒鹿57 松若 風馬大西 定氏 平田 修 新ひだか 矢野牧場 B476－ 22：14．53 7．1�
79 ウインラナキラ 牝4鹿 55 大野 拓弥�ウイン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 414－ 22：14．6クビ 5．8�
11 グランノーブル 
6鹿 57 幸 英明三宅 勝俊氏 佐々木晶三 新冠 オリエント牧場 488± 0 〃 アタマ 15．7�
68 ウォーターミリオン 牡6栗 57 酒井 学山岡 正人氏 田所 秀孝 日高 山際 辰夫 446－ 62：15．02	 21．6	
812 サクセステーラー 牡4黒鹿57 国分 優作中西 浩一氏 石橋 守 平取 有限会社中

田牧場 454－ 2 〃 クビ 10．0

33 ダノンアポロン 牡4鹿 57 荻野 極�ダノックス 村山 明 日高 オリオンファーム 498＋ 42：15．31	 11．1�
44 タガノシャルドネ 牡5鹿 57 水口 優也八木 秀之氏 川村 禎彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 458＋ 22：15．72	 63．9�
811 ブロウユアマインド 
7鹿 57 北村 友一 シルクレーシング 斉藤 崇史 平取 坂東牧場 440＋ 22：15．91	 29．3�
710 アドマイヤローザ 牝5芦 55 藤岡 康太近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 468± 02：16．75 18．4�
55 タマモベルガモ 牡6栗 57 �島 良太タマモ� 川村 禎彦 新冠 アサヒ牧場 B494－ 62：16．91� 87．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 29，669，000円 複勝： 41，328，100円 枠連： 14，274，900円
馬連： 66，392，100円 馬単： 30，677，300円 ワイド： 45，395，800円
3連複： 89，623，400円 3連単： 114，213，800円 計： 431，574，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 150円 � 130円 � 170円 枠 連（2－6） 760円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 1，730円

ワ イ ド �� 400円 �� 640円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，680円 3 連 単 ��� 7，190円

票 数

単勝票数 計 296690 的中 � 52459（2番人気）
複勝票数 計 413281 的中 � 68517（2番人気）� 92865（1番人気）� 55498（4番人気）
枠連票数 計 142749 的中 （2－6） 14463（3番人気）
馬連票数 計 663921 的中 �� 62827（2番人気）
馬単票数 計 306773 的中 �� 13275（4番人気）
ワイド票数 計 453958 的中 �� 29661（3番人気）�� 17042（6番人気）�� 32019（2番人気）
3連複票数 計 896234 的中 ��� 39776（3番人気）
3連単票数 計1142138 的中 ��� 11502（8番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―11．8―12．8―12．1―12．1―12．2―11．9―11．7―12．4―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―24．1―35．9―48．7―1：00．8―1：12．9―1：25．1―1：37．0―1：48．7―2：01．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ミスマンマミーア �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 サンデーサイレンス （5戦0勝 賞金 7，468，000円）

2015．2．23生 牝4栗 母 サンデーメモリー 母母 タヤスメモリー 2戦1勝 賞金 7，500，000円
地方デビュー 2017．5．18 門別



10093 4月14日 小雨 稍重 （31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，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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000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
1：07．1
1：06．5

良
良

45 マイネルパラディ �5芦 56 国分 恭介 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 三村 卓也 468－ 41：09．3 13．5�

11 タイセイアベニール 牡4鹿 55 浜中 俊田中 成奉氏 西村 真幸 新冠 松本 信行 480＋ 6 〃 クビ 21．2�
44 ライオネルカズマ 牡5鹿 55 小崎 綾也合同会社雅苑興業 安田 隆行 新ひだか 木村 秀則 B510－ 4 〃 ハナ 5．9�
22 ワールドフォーラブ 牝5黒鹿53 和田 竜二吉澤 克己氏 音無 秀孝 様似 様似渡辺牧場 450± 01：09．51� 10．9�
56 セトノシャトル 牡4栗 55 幸 英明難波 澄子氏 鈴木 孝志 日高 滝本 健二 B518＋ 21：09．71� 8．1�
711 メイショウシャチ 牡6鹿 54 吉田 隼人松本 好雄氏 石橋 守 浦河 本巣 敦 480＋ 4 〃 クビ 26．9	
710 ヤマニンペダラーダ 牡5黒鹿54 北村 友一土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 472－ 41：09．8クビ 5．3

57 ミトノアミーゴ 牡4栗 55 四位 洋文ロイヤルパーク 武 英智 浦河 ディアレスト

クラブ 460± 0 〃 クビ 10．9�
813 マ リ エ ラ 牡6鹿 54 坂井 瑠星栗山 良子氏 	島 一歩 日高 新井 昭二 532－101：09．9クビ 18．7�
33 ムーンチャイム 牝4栗 53 松若 風馬ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 432－101：10．0
 8．7
812 アルジャーノン 牡4栗 56 大野 拓弥 Him Rock Racing

ホールディングス� 荒川 義之 日高 北田 剛 444＋ 4 〃 ハナ 4．8�
69 シュエットヌーベル 牝5栗 53 藤岡 康太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 羽月 友彦 新ひだか 岡田スタツド B462＋ 21：10．21� 39．5�
68 ウインハートビート 牡6栗 53 武藤 雅�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 502± 01：10．51
 34．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 41，676，700円 複勝： 59，287，100円 枠連： 22，184，400円
馬連： 101，863，500円 馬単： 40，691，100円 ワイド： 66，879，300円
3連複： 137，658，900円 3連単： 160，910，300円 計： 631，151，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，350円 複 勝 � 420円 � 620円 � 250円 枠 連（1－4） 3，310円

馬 連 �� 11，850円 馬 単 �� 23，050円

ワ イ ド �� 3，770円 �� 1，740円 �� 1，390円

3 連 複 ��� 23，090円 3 連 単 ��� 171，550円

票 数

単勝票数 計 416767 的中 � 24650（8番人気）
複勝票数 計 592871 的中 � 35675（8番人気）� 22677（10番人気）� 71724（3番人気）
枠連票数 計 221844 的中 （1－4） 5179（15番人気）
馬連票数 計1018635 的中 �� 6660（44番人気）
馬単票数 計 406911 的中 �� 1324（94番人気）
ワイド票数 計 668793 的中 �� 4487（50番人気）�� 9944（26番人気）�� 12561（17番人気）
3連複票数 計1376589 的中 ��� 4471（90番人気）
3連単票数 計1609103 的中 ��� 680（688番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．6―11．1―11．2―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．5―35．1―46．2―57．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F34．2
3 5（2，4）6，3（1，9，11）7，8，10，12，13 4 ・（5，4）（2，6，11）（3，9）（1，7）（13，8，12）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 �5芦 母 ロ ワ ー ジ 母母 Pamela Peach 19戦4勝 賞金 64，026，000円

10094 4月14日 雨 稍重 （31阪神2）第8日 第10競走
ウインズ難波開設70周年記念

��
��1，800�

な ん ば

難波ステークス
発走14時50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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：43．9

良
良

22 テリトーリアル 牡5栗 57 藤岡 康太ゴドルフィン 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 482± 01：47．2 6．6�

67 メイショウオーパス 牡4黒鹿57 幸 英明松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 496－ 4 〃 ハナ 6．8�
55 バティスティーニ 牡6鹿 57 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 B492＋ 21：47．41� 10．1�
811 ミスディレクション 	5黒鹿57 太宰 啓介�ノースヒルズ 武 幸四郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 496± 0 〃 アタマ 17．7�
33 エンヴァール 牡6栗 57 坂井 瑠星寺田千代乃氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 470＋ 2 〃 クビ 23．2	
68 ワイプティアーズ 牡4栗 57 和田 竜二吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム 526＋ 41：47．5クビ 9．8

11 テーオービクトリー 牝5鹿 55 浜中 俊小笹 公也氏 岡田 稲男 日高 ヤナガワ牧場 472－ 2 〃 アタマ 8．4�
44 ジークカイザー 牡6鹿 57 荻野 極 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 488＋121：47．6
 4．2�
710 ブラックスビーチ 牝5鹿 55 酒井 学山本 英俊氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 468＋ 41：47．7� 6．7
56 バ イ ガ エ シ 牡7黒鹿57 四位 洋文菅藤 宗一氏 作田 誠二 浦河 野表 俊一 536－ 4 〃 ハナ 8．5�
79 ウインクルサルーテ 牝6鹿 55 松若 風馬�有能 高橋 亮 浦河 丸幸小林牧場 434＋ 21：48．01
 41．1�
812 マイネルネーベル 牡7鹿 57 国分 恭介 �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 460－ 21：48．74 74．1�
（12頭）

売 得 金
単勝： 42，422，700円 複勝： 61，352，800円 枠連： 23，880，000円
馬連： 122，678，400円 馬単： 48，703，900円 ワイド： 70，956，200円
3連複： 163，931，000円 3連単： 203，942，900円 計： 737，867，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 220円 � 260円 � 290円 枠 連（2－6） 1，710円

馬 連 �� 2，930円 馬 単 �� 6，230円

ワ イ ド �� 960円 �� 1，400円 �� 1，400円

3 連 複 ��� 11，050円 3 連 単 ��� 67，200円

票 数

単勝票数 計 424227 的中 � 50776（2番人気）
複勝票数 計 613528 的中 � 75767（3番人気）� 60368（5番人気）� 52111（7番人気）
枠連票数 計 238800 的中 （2－6） 10766（8番人気）
馬連票数 計1226784 的中 �� 32358（12番人気）
馬単票数 計 487039 的中 �� 5854（32番人気）
ワイド票数 計 709562 的中 �� 19418（10番人気）�� 12950（22番人気）�� 12900（23番人気）
3連複票数 計1639310 的中 ��� 11117（49番人気）
3連単票数 計2039429 的中 ��� 2200（290番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―12．2―12．5―12．3―12．0―11．4―11．2―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．6―35．8―48．3―1：00．6―1：12．6―1：24．0―1：35．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テリトーリアル �
�
父 Teofilo �

�
母父 Street Cry デビュー 2016．11．12 京都3着

2014．2．26生 牡5栗 母 コンサヴァトワー 母母 Mezzo Soprano 20戦5勝 賞金 89，900，000円

１レース目



10095 4月14日 雨 稍重 （31阪神2）第8日 第11競走 ��
��1，800�第24回アンタレスステークス（ＧⅢ）

発走15時30分 （ダート・右）
4歳以上；負担重量は，56�，牝馬2�減，30．4．14以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除
く）1着馬3�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，
牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増，30．4．13以前の
GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬
限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

地方競馬全国協会理事長賞（1着）
賞 品

本 賞 36，000，000円 14，000，000円 9，000，000円 5，400，000円 3，600，000円
付 加 賞 560，000円 160，000円 80，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

59 アナザートゥルース �5栗 56 大野 拓弥 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 高木 登 新ひだか 岡田スタツド B480± 01：50．8 12．2�

24 グ リ ム 牡4芦 57 浜中 俊 �カナヤマホール
ディングス 野中 賢二 新ひだか 服部 牧場 506－ 91：50．9	 3．6�

23 ロンドンタウン 牡6鹿 56 吉田 隼人薪浦 亨氏 牧田 和弥 新冠 松浦牧場 528－ 4 〃 クビ 6．4�
510 ウェスタールンド �7栗 56 北村 友一 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 484＋ 41：51．32	 3．4�
35 ナムラアラシ 牡6鹿 56 幸 英明奈村 信重氏 牧田 和弥 日高 いとう牧場 520－ 61：51．72	 14．5	
816
 ク ロ ス ケ 牡4青鹿56 武藤 雅助川 啓一氏 水野 貴広 新冠 大狩部牧場 452± 01：51．8クビ 49．5

11 ピ オ ネ ロ 牡8鹿 56 荻野 極 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム B498－ 6 〃 クビ 26．5�
714 ヒラボクラターシュ 牡4鹿 57 四位 洋文�平田牧場 大久保龍志 浦河 辻 牧場 520－ 21：52．01� 7．7�
815 メイショウスミトモ 牡8鹿 57 小牧 太松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 486－ 4 〃 アタマ 185．0
611 マイネルオフィール 牡7鹿 56 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 安平 ノーザンファーム 514＋ 41：52．1クビ 118．2�
48 リーゼントロック 牡8黒鹿56 坂井 瑠星三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 服部 牧場 522＋ 41：52．41	 24．1�
12 テーオーエナジー 牡4栗 58 藤岡 康太小笹 公也氏 宮 徹 新冠 オリエント牧場 510± 01：53．03	 9．4�
47 オ ル ナ 牡7鹿 56 酒井 学�ノースヒルズ 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 524± 01：53．85 60．0�
612 トラキチシャチョウ 牡8鹿 56 水口 優也 �ミキハウスHKサービス 服部 利之 新冠 村上 欽哉 506－ 2 〃 クビ 396．9�
36 コパノチャーリー 牡7栗 56 古川 吉洋小林 祥晃氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 526－ 21：54．43	 165．5�
713 ドライヴナイト 牡6黒鹿56 小坂 忠士桂土地� 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 516－ 61：55．99 196．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 102，712，900円 複勝： 127，030，100円 枠連： 73，415，500円
馬連： 368，909，500円 馬単： 132，896，500円 ワイド： 179，612，900円
3連複： 573，026，700円 3連単： 749，803，600円 計： 2，307，407，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，220円 複 勝 � 290円 � 160円 � 220円 枠 連（2－5） 360円

馬 連 �� 2，360円 馬 単 �� 5，800円

ワ イ ド �� 750円 �� 1，150円 �� 510円

3 連 複 ��� 4，400円 3 連 単 ��� 34，460円

票 数

単勝票数 計1027129 的中 � 67158（6番人気）
複勝票数 計1270301 的中 � 98090（6番人気）� 239427（2番人気）� 146581（3番人気）
枠連票数 計 734155 的中 （2－5） 153999（1番人気）
馬連票数 計3689095 的中 �� 120979（8番人気）
馬単票数 計1328965 的中 �� 17166（23番人気）
ワイド票数 計1796129 的中 �� 61405（7番人気）�� 38348（14番人気）�� 94243（3番人気）
3連複票数 計5730267 的中 ��� 97568（14番人気）
3連単票数 計7498036 的中 ��� 15774（122番人気）

ハロンタイム 12．4―10．4―12．5―12．0―12．7―13．2―12．6―12．0―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―22．8―35．3―47．3―1：00．0―1：13．2―1：25．8―1：37．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アナザートゥルース �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．3．5 中山1着

2014．3．20生 �5栗 母 キョウエイトルース 母母 キョウエイヨシノ 14戦6勝 賞金 127，073，000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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 カゼノコ号・コスモカナディアン号・ザイディックメア号・ハーベストムーン号・ヒロブレイブ号・

ミッシングリンク号

10096 4月14日 雨 稍重 （31阪神2）第8日 第12競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走16時10分 （ダート・右）

牝，1000万円以下；負担重量は，55�
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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

610 ベルエスメラルダ 牝5黒鹿55 田中 健内田 滋三氏 村山 明 新ひだか へいはた牧場 B434－181：24．7 4．6�
713 シアワセデス 牝6鹿 55 幸 英明窪田 康志氏 浜田多実雄 浦河 有限会社

吉田ファーム 488＋ 61：25．01� 16．1�
815 デロングスター 牝5栗 55 藤岡 康太 �社台レースホース野中 賢二 千歳 社台ファーム 464＋ 4 〃 クビ 6．6�
47 タガノリアン 牝5鹿 55 吉田 隼人八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 472－ 61：25．1� 22．3�
34 フィルムフランセ 牝5鹿 55 小崎 綾也吉田 照哉氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 484－ 21：25．2アタマ 89．6�
58 ホ ノ カ 牝5鹿 55 大野 拓弥岡田 壮史氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド B470－ 61：25．3� 8．7	
712 ワンダーレアリサル 牝5鹿 55 太宰 啓介山本 能成氏 石橋 守 新ひだか 城地 清満 478± 01：25．51� 11．0

814 シゲルマツタケ 牝4栗 55 酒井 学森中 蕃氏 谷 潔 厚真 大川牧場 438－101：25．71� 21．3�
59 	 サンマルペンダント 牝5栗 55 岡田 祥嗣相馬 勇氏 千田 輝彦 浦河 木戸口牧場 434－ 21：25．8� 29．9�
22 メイショウラビエ 牝4鹿 55 松若 風馬松本 好雄氏 池添 兼雄 新ひだか 三石川上牧場 472－ 2 〃 クビ 16．0
46 ミヤジヴィジェ 牝5鹿 55 和田 竜二曽我 司氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 472－ 61：26．12 4．6�
35 ナ イ ス ド ゥ 牝4栗 55 国分 優作田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 428－141：26．2クビ 62．4�
611 ベ ル カ プ リ 牝5鹿 55 四位 洋文合同会社雅苑興業 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 468－ 41：26．83� 20．5�
11 ウインメディウム 牝4栗 55

54 ☆武藤 雅�ウイン 田中 剛 新冠 アラキフアーム 486＋ 71：27．54 68．5�
23 ブ ル ー ミ ン 牝5黒鹿 55

54 ☆坂井 瑠星佐々木雄二氏 石坂 公一 浦河 
川 啓一 468＋101：28．35 8．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 57，036，200円 複勝： 74，631，200円 枠連： 42，536，500円
馬連： 160，963，000円 馬単： 58，304，600円 ワイド： 95，162，700円
3連複： 232，879，900円 3連単： 273，594，200円 計： 995，108，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 180円 � 400円 � 220円 枠 連（6－7） 1，420円

馬 連 �� 3，080円 馬 単 �� 5，100円

ワ イ ド �� 1，140円 �� 640円 �� 1，630円

3 連 複 ��� 6，440円 3 連 単 ��� 33，150円

票 数

単勝票数 計 570362 的中 � 98601（1番人気）
複勝票数 計 746312 的中 � 125012（1番人気）� 39937（8番人気）� 91962（3番人気）
枠連票数 計 425365 的中 （6－7） 23199（7番人気）
馬連票数 計1609630 的中 �� 40438（9番人気）
馬単票数 計 583046 的中 �� 8573（13番人気）
ワイド票数 計 951627 的中 �� 21205（10番人気）�� 39600（2番人気）�� 14498（18番人気）
3連複票数 計2328799 的中 ��� 27092（12番人気）
3連単票数 計2735942 的中 ��� 5983（61番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―35．2―47．5―59．9―1：11．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベルエスメラルダ �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2016．8．13 小倉13着

2014．4．21生 牝5黒鹿 母 プリンセスチャーム 母母 フロントアクセス 27戦4勝 賞金 45，603，000円
〔制裁〕 フィルムフランセ号の騎手小崎綾也は，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：2番）

４レース目



（31阪神2）第8日 4月14日（日曜日） 曇後雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良後稍重
良後稍重

競走回数 12回 出走頭数 167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

246，360，000円
2，590，000円
21，500，000円
1，650，000円
29，020，000円
69，876，500円
4，614，000円
1，603，200円

勝馬投票券売得金
479，190，900円
648，027，700円
265，765，000円
1，199，892，200円
495，466，100円
727，032，100円
1，724，680，000円
2，172，718，100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 7，712，772，100円

総入場人員 14，330名 （有料入場人員 13，475名）



平成31年度 第2回阪神競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，355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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

2，283，120，000円
30，840，000円
166，530，000円
52，301，000円
270，690，000円
8，000，000円
556，297，000円
38，970，400円
13，008，000円

勝馬投票券売得金
5，767，673，500円
8，147，569，100円
2，874，843，500円
13，860，582，100円
5，992，766，100円
8，307，130，900円
20，433，419，100円
30，305，598，000円
1，194，742，000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 96，884，324，300円

総入場延人員 179，155名 （有料入場延人員 170，354名）
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