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09073 4月18日 曇 不良 （2阪神2） 第7日 第1競走 ��1，400�3歳未勝利
発走9時55分 （ダート・右）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

59 クインズヴィヴィ 牝3青 54 藤井勘一郎亀田 和弘氏 野中 賢二 浦河 高昭牧場 484－ 81：25．2 3．3�
36 バトーデュシエル 牝3鹿 54 川田 将雅山口功一郎氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 468± 0 〃 クビ 4．0�
510 トレッファー 牝3栗 54 松田 大作 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 428 ―1：26．15 31．3�
11 ホワイトブレス 牝3芦 54 石橋 脩浅川 昌彦氏 笹田 和秀 新冠 協和牧場 438－12 〃 クビ 53．9�
24 イ ダ 牝3鹿 54 小牧 太中辻 明氏 武 幸四郎 浦河 高昭牧場 414－121：26．41� 14．8�
48 キャラメルボイス 牝3栗 54 川島 信二	ノースヒルズ 宮本 博 新ひだか 土居牧場 514＋ 21：26．72 88．8

47 ダノンボヌール 牝3黒鹿54 小崎 綾也	ダノックス 村山 明 日高 白井牧場 478＋ 21：26．8クビ 8．3�
611 エイシンマシーン 牝3鹿 54 川須 栄彦平井 克彦氏 渡辺 薫彦 新ひだか 木田牧場 430－181：26．9� 56．8�
816 ビハインドザサン 牝3鹿 54

53 ☆岩田 望来ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 514＋ 41：27．0� 3．3

12 サンシャインワン 牝3栗 54 加藤 祥太MYI馬主組合 村山 明 新ひだか 飯岡牧場 422－ 41：27．2� 299．6�
815 アプレラプリュイ 牝3栗 54 幸 英明	ノースヒルズ 斉藤 崇史 新冠 株式会社

ノースヒルズ 418 ―1：27．3� 118．8�
714 マルブツハーモニー 牝3青鹿54 松若 風馬大澤 利久氏 加用 正 浦河 岡本牧場 496＋ 7 〃 クビ 50．5�
612 キモンルビー 牝3栗 54 高倉 稜小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 西村 和夫 462＋ 21：27．51 238．9�
23 ヤングブラッド 牝3黒鹿54 三浦 皇成飯田 正剛氏 橋口 慎介 新ひだか 千代田牧場 458＋ 21：27．92� 12．2�
35 アモーレバローズ 牝3黒鹿54 浜中 俊猪熊 広次氏 石坂 正 新ひだか 服部 牧場 484－ 61：28．53� 139．3�
713 カ ミ ル レ 牝3芦 54 坂井 瑠星	G1レーシング 高柳 大輔 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452 ―1：28．71� 59．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 21，088，100円 複勝： 35，131，900円 枠連： 8，948，300円
馬連： 44，637，600円 馬単： 18，864，000円 ワイド： 34，656，300円
3連複： 72，733，900円 3連単： 68，861，000円 計： 304，921，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 160円 � 180円 � 600円 枠 連（3－5） 710円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，420円

ワ イ ド �� 430円 �� 1，730円 �� 2，320円

3 連 複 ��� 8，220円 3 連 単 ��� 31，200円

票 数

単勝票数 計 210881 的中 � 49908（2番人気）
複勝票数 計 351319 的中 � 68664（2番人気）� 54544（3番人気）� 10996（7番人気）
枠連票数 計 89483 的中 （3－5） 9704（2番人気）
馬連票数 計 446376 的中 �� 44422（2番人気）
馬単票数 計 188640 的中 �� 9941（3番人気）
ワイド票数 計 346563 的中 �� 22653（3番人気）�� 4910（17番人気）�� 3632（21番人気）
3連複票数 計 727339 的中 ��� 6634（25番人気）
3連単票数 計 688610 的中 ��� 1600（97番人気）

ハロンタイム 12．4―10．5―11．4―12．3―12．3―12．7―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―22．9―34．3―46．6―58．9―1：11．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クインズヴィヴィ �
�
父 Honor Code �

�
母父 Midnight Lute デビュー 2019．12．15 阪神4着

2017．4．2生 牝3青 母 ヴィーヴィーグッドナイト 母母 Victorious Vice 2戦1勝 賞金 6，200，000円
〔発走状況〕 クインズヴィヴィ号は，枠入り不良。
〔3走成績による出走制限〕 サンシャインワン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年6月18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） 1頭 ククルティハール号
（非抽選馬） 3頭 アビーシュート号・トーホウルナロッサ号・バトルピアサー号

09074 4月18日 曇 不良 （2阪神2） 第7日 第2競走 ��1，800�3歳未勝利
発走10時25分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

815 キャルブルー 牡3黒鹿56 川島 信二里見 治紀氏 村山 明 日高 宝寄山 拓樹 510－101：52．9 2．9�
510 メイショウバンカン 牡3鹿 56

53 ▲泉谷 楓真松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 442± 01：53．43 134．0�
48 シ ェ ー ン 牝3芦 54 浜中 俊�ノースヒルズ 角田 晃一 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460－ 4 〃 アタマ 2．6�
611 リアルシング 牡3黒鹿56 大野 拓弥 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 532＋121：53．93 18．0�
11 ベニトアイト �3鹿 56 藤岡 佑介青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 520－ 81：54．21� 5．7�
23 キングダムウイナー 牡3鹿 56 川須 栄彦ライオンレースホース� 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 500＋ 81：55．05 8．9	
59 アンデュレイト 牡3青鹿56 藤井勘一郎 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高柳 大輔 新ひだか 原口牧場 504＋ 21：55．1� 217．2

713 ジ ネ ン 牡3黒鹿56 幸 英明杉山 忠国氏 高橋 義忠 新ひだか 明治牧場 476± 01：55．42 102．5�
47 クレドラネージュ 牝3鹿 54 坂井 瑠星�G1レーシング 松下 武士 安平 追分ファーム 472＋101：56．03� 73．3�
36 マテラジニアス 牡3芦 56 国分 恭介大野 照旺氏 浜田多実雄 えりも 寺井 文秀 476－ 41：56．1クビ 24．6
816 ロックアビリティ 牡3鹿 56 水口 優也中西 功氏 服部 利之 安平 吉田牧場 508＋ 61：57．05 92．4�
714 メイショウホルス 牡3芦 56 松田 大作松本 好雄氏 本田 優 浦河 日の出牧場 504－ 61：57．21� 13．0�
12 モズグレース 牡3鹿 56 高倉 稜 �キャピタル・システム 清水 久詞 日高 前野牧場 480 ―1：58．05 161．6�
612 ブルベアハロン 牡3栗 56 古川 吉洋 �ブルアンドベア 木原 一良 新ひだか 木村 秀則 460－ 42：01．1大差 321．8�
24 フ レ ガ ー タ 牡3鹿 56 三浦 皇成加藤 徹氏 荒川 義之 日高 広富牧場 430± 0 （競走中止） 72．1�
35 トキノハヤテ 牡3鹿 56 原田 和真田畑 富子氏 大根田裕之 浦河 秋場牧場 496＋12 （競走中止） 402．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，846，400円 複勝： 36，350，300円 枠連： 7，890，100円
馬連： 41，533，900円 馬単： 18，845，700円 ワイド： 34，701，800円
3連複： 63，237，500円 3連単： 64，508，100円 計： 295，913，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 1，390円 � 130円 枠 連（5－8） 7，250円

馬 連 �� 19，950円 馬 単 �� 29，560円

ワ イ ド �� 3，920円 �� 220円 �� 4，020円

3 連 複 ��� 12，260円 3 連 単 ��� 108，510円

票 数

単勝票数 計 288464 的中 � 78019（2番人気）
複勝票数 計 363503 的中 � 85684（2番人気）� 3774（12番人気）� 87256（1番人気）
枠連票数 計 78901 的中 （5－8） 843（21番人気）
馬連票数 計 415339 的中 �� 1613（34番人気）
馬単票数 計 188457 的中 �� 478（57番人気）
ワイド票数 計 347018 的中 �� 1967（32番人気）�� 50160（1番人気）�� 1915（33番人気）
3連複票数 計 632375 的中 ��� 3868（34番人気）
3連単票数 計 645081 的中 ��� 431（270番人気）

ハロンタイム 12．8―10．7―12．4―12．4―12．5―13．2―13．2―12．8―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．5―35．9―48．3―1：00．8―1：14．0―1：27．2―1：40．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．1―3F38．9
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キャルブルー �
�
父 エピファネイア �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2019．8．31 新潟5着

2017．1．8生 牡3黒鹿 母 レイナデアブリル 母母 エ ル レ イ ナ 6戦1勝 賞金 7，600，000円
〔発走状況〕 ロックアビリティ号は，馬場入場時に右後肢落鉄。発走時刻9分遅延。
〔競走中止〕 トキノハヤテ号は，競走中に異常歩様となったため4コーナーで競走中止。

フレガータ号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため4コーナーで競走中止。
〔制裁〕 キャルブルー号の騎手川島信二は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔調教再審査〕 トキノハヤテ号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 モズグレース号・ブルベアハロン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年5月

18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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 ヴィネット号・ゴッドオプティマス号・ベラール号・ワンダービスケット号
（非抽選馬） 1頭 エムテイフラッシュ号

第２回 阪神競馬 第７日



09075 4月18日 曇 不良 （2阪神2） 第7日 第3競走 ��
��1，200�3歳未勝利

発走10時55分 （ダート・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．7

重
重

11 � サイモンハロルド 牡3鹿 56 松田 大作澤田 昭紀氏 森 秀行 米 Dream Walkin’
Farms, Inc. 432－ 81：11．8 12．2�

24 � ジャスパーエース 牡3栗 56 古川 吉洋加藤 和夫氏 森 秀行 米 Dream Walkin’
Farms, Inc. 448－ 21：12．22� 9．8�

612 リバーランド 牝3青鹿 54
53 ☆岩田 望来林 正道氏 浅見 秀一 日高 ヤナガワ牧場 404－ 21：12．51	 7．3�

611 ルールシェーバー 牡3鹿 56 藤懸 貴志儀賀 好子氏 北出 成人 青森 風ノ丘ファーム 470± 01：12．6	 3．9�
815 グッドストーム 牡3青鹿56 川須 栄彦杉立 恭平氏 宮 徹 新冠 小泉牧場 508－ 21：12．81 5．9�
47 メイショウレイゲツ 牝3青鹿 54

51 ▲泉谷 楓真松本 好雄氏 安達 昭夫 様似 中脇 一幸 480± 01：13．12 8．5�
713 ニホンピロブケーラ 牡3青 56 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 474＋ 41：13．31
 64．9	
36 エ ラ シ コ 牡3鹿 56 小崎 綾也今村 明浩氏 川村 禎彦 浦河 バンブー牧場 528＋181：13．4クビ 318．9

35 ル ー サ ー �3黒鹿56 三浦 皇成山口功一郎氏 安田 翔伍 新ひだか 野坂牧場 386－ 41：13．61� 18．0�
59 ノ イ ノ コ 牡3黒鹿56 竹之下智昭平山 靖氏 千田 輝彦 平取 坂東牧場 402＋101：13．7� 397．4�
12 デ イ ス タ ー 牡3黒鹿56 秋山真一郎 カナヤマホール

ディングス 中尾 秀正 新ひだか タツヤファーム 438－ 41：13．8� 63．8�
816 ル ミ リ ン ナ 牝3芦 54 原田 和真 YGGホースクラブ 大根田裕之 日高 船越牧場 432＋ 21：14．54 66．0�
48 ゴープラチナム 牝3芦 54 藤岡 佑介前田 剛氏 長谷川浩大 新ひだか 岡田スタツド 418－201：15．03 3．7�
714 キーブロッコリー 牝3青鹿54 坂井 瑠星北前孔一郎氏 藤沢 則雄 浦河 赤田牧場 416＋ 41：15．85 270．8�
23 スマートメイス 牡3栗 56 幸 英明大川 徹氏 松永 昌博 新ひだか 静内山田牧場 522＋ 81：16．86 69．1�
510 ジ ュ ニ パ ー 牡3栗 56 加藤 祥太山本 堅治氏 湯窪 幸雄 新冠 協和牧場 514－ 41：17．33 360．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，252，200円 複勝： 49，037，900円 枠連： 11，936，900円
馬連： 52，886，600円 馬単： 21，681，300円 ワイド： 46，771，100円
3連複： 79，734，400円 3連単： 78，255，000円 計： 371，555，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，220円 複 勝 � 620円 � 370円 � 220円 枠 連（1－2） 3，720円

馬 連 �� 5，440円 馬 単 �� 12，470円

ワ イ ド �� 1，860円 �� 2，060円 �� 1，200円

3 連 複 ��� 13，850円 3 連 単 ��� 88，090円

票 数

単勝票数 計 312522 的中 � 20380（7番人気）
複勝票数 計 490379 的中 � 18085（8番人気）� 33097（6番人気）� 69929（3番人気）
枠連票数 計 119369 的中 （1－2） 2482（14番人気）
馬連票数 計 528866 的中 �� 7533（22番人気）
馬単票数 計 216813 的中 �� 1304（47番人気）
ワイド票数 計 467711 的中 �� 6436（23番人気）�� 5796（26番人気）�� 10208（14番人気）
3連複票数 計 797344 的中 ��� 4316（47番人気）
3連単票数 計 782550 的中 ��� 644（289番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．6―11．8―12．2―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．0―34．6―46．4―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�サイモンハロルド �
�
父 Maclean’s Music �

�
母父 Cowboy Cal デビュー 2019．8．24 新潟中止

2017．4．9生 牡3鹿 母 Cocoa Cowgirl 母母 Hot Cocoa 4戦1勝 賞金 5，100，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時00分に変更。
〔騎手変更〕 ルーサー号の騎手北村宏司は，負傷のため三浦皇成に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スマートメイス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年5月18日まで平地競走

に出走できない。
ジュニパー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年6月18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〕 ルミリンナ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年6月18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。
（非当選馬） 2頭 スマートオーブ号・デロリス号
（非抽選馬） 1頭 シルヴァーミリオン号

09076 4月18日 曇 重 （2阪神2） 第7日 第4競走 ��1，800�3歳未勝利
発走11時25分 （芝・右・外）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．4
1：43．9

良
良

59 ラルナブリラーレ 牝3鹿 54 川田 将雅 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 462± 01：48．2 2．2�
714 ダンツイノーバ 牝3栗 54 秋山真一郎山元 哲二氏 谷 潔 浦河 高岸 順一 446－ 2 〃 クビ 36．0�
36 タンジェリンムーン 牝3芦 54

53 ☆岩田 望来 �サンデーレーシング 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 426－ 21：48．51� 3．2�
48 ノーブルプリンセス 牝3鹿 54 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 新ひだか 折手牧場 450－ 21：48．92� 116．6�
11 ラヴユーライヴ 牝3鹿 54 坂井 瑠星吉田 勝己氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 428 ―1：49．22 4．7�
611 タニノヨセミテ 牝3鹿 54 三浦 皇成谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか 西村 和夫 410＋ 61：49．83� 37．0	
715 ブラックアモーレ 牝3鹿 54 石橋 脩�グランド牧場 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 462＋ 21：50．01� 10．0

713 クリノサンシャイン 牝3鹿 54 小崎 綾也栗本 博晴氏 高橋 康之 新冠 上井農場 434－121：50．32 640．5�
24 タマモルーチェ 牝3青鹿54 川島 信二タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 前田牧場 394－141：50．62 61．9
510 ウィンディスペル 牝3鹿 54 松田 大作 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 422 ―1：50．7クビ 81．9�
816 マサノヴィクトワル 牝3栗 54 川須 栄彦猪野毛雅人氏 加用 正 新ひだか 猪野毛牧場 466－ 81：51．12� 50．8�
12 アクターヒロイン 牝3栗 54 古川 吉洋 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 本田 優 浦河 三嶋牧場 446 ― 〃 クビ 153．4�
23 ショウナンラクエン 牝3黒鹿54 藤岡 佑介国本 哲秀氏 梅田 智之 新ひだか 静内フアーム 464＋ 21：51．3� 25．0�
612 オスカーステージ 牝3栗 54 国分 恭介森 保彦氏 西園 正都 新ひだか チャンピオンズファーム 430－ 21：51．4� 469．1�
35 ラルーナテーラー 牝3鹿 54 松若 風馬中西 浩一氏 飯田 雄三 新冠 ハシモトフアーム 438± 01：51．5� 340．3�
47 テーオーマスカット 牝3鹿 54 太宰 啓介小笹 公也氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 406－ 21：52．99 867．8�
817 スナークアリス 牝3芦 54 岡田 祥嗣杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 444－121：53．21� 699．9�
818 ランウェイルック 牝3青鹿54 幸 英明 �社台レースホース牧田 和弥 千歳 社台ファーム 458－ 81：54．47 62．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 43，394，700円 複勝： 56，882，000円 枠連： 12，036，300円
馬連： 56，441，900円 馬単： 26，773，500円 ワイド： 50，943，300円
3連複： 94，719，100円 3連単： 101，467，300円 計： 442，658，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 410円 � 130円 枠 連（5－7） 640円

馬 連 �� 2，250円 馬 単 �� 3，230円

ワ イ ド �� 690円 �� 190円 �� 920円

3 連 複 ��� 1，710円 3 連 単 ��� 9，180円

票 数

単勝票数 計 433947 的中 � 156209（1番人気）
複勝票数 計 568820 的中 � 181950（1番人気）� 19470（6番人気）� 120506（2番人気）
枠連票数 計 120363 的中 （5－7） 14401（3番人気）
馬連票数 計 564419 的中 �� 19399（7番人気）
馬単票数 計 267735 的中 �� 6201（10番人気）
ワイド票数 計 509433 的中 �� 16487（8番人気）�� 85851（1番人気）�� 11984（11番人気）
3連複票数 計 947191 的中 ��� 41468（4番人気）
3連単票数 計1014673 的中 ��� 8012（19番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―11．9―12．3―12．6―12．3―11．4―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―35．9―48．2―1：00．8―1：13．1―1：24．5―1：36．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラルナブリラーレ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Almutawakel デビュー 2019．9．22 阪神4着

2017．4．26生 牝3鹿 母 シルヴァーカップ 母母 Ribblesdale 6戦1勝 賞金 11，550，000円
〔騎手変更〕 タニノヨセミテ号の騎手北村宏司は，負傷のため三浦皇成に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テーオーマスカット号・スナークアリス号・ランウェイルック号は，「タイムオーバーによる出走制限」

のため，令和2年5月18日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 エイシンジャスミン号・エコロブラッサム号



09077 4月18日 雨 重 （2阪神2） 第7日 第5競走 ��
��2，200�3歳未勝利

発走12時15分 （芝・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：09．7

良
良

59 サングレデクリスト 牡3栗 56 川田 将雅吉田 勝己氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 510± 02：16．7 5．7�
23 ロードフェローズ 牡3黒鹿56 秋山真一郎 �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 464－ 22：16．91� 41．2�
815 ナリタザクラ 牡3黒鹿56 藤岡 佑介�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム 496± 0 〃 アタマ 3．1�
714 モ リ ン ガ 牝3黒鹿54 岩崎 翼中西 宏彰氏 本田 優 新ひだか タイヘイ牧場 B480－ 42：17．0� 12．4�
24 ウィズダイヤモンズ 牝3鹿 54 石橋 脩 �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 400± 02：17．21� 6．3�
816 デルマラッキーガイ 牡3黒鹿56 松若 風馬浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 480± 02：17．62� 3．5	
47 フェアウェルキッス 牝3青鹿54 松田 大作吉田 照哉氏 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 508± 02：18．02� 126．8

612 ロックグラス 牡3鹿 56 幸 英明橋本 謙一氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 466± 02：18．1クビ 33．0�
48 メイショウコジョウ 牡3鹿 56

53 ▲泉谷 楓真松本 好雄氏 石橋 守 浦河 林 孝輝 460－ 4 〃 ハナ 14．6�
12 アズマエピカリス 牡3栗 56 川須 栄彦東 哲次氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 542＋122：18．52� 67．1
35 マ ブ ル ー ク 牡3青鹿56 坂井 瑠星�ノースヒルズ 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 438－ 22：18．92� 15．9�
713 ワンダーエルツ 牡3黒鹿56 荻野 琢真山本 能成氏 羽月 友彦 浦河 藤春 修二 414－ 42：19．11 260．4�
11 インディビジュアル 牡3鹿 56 太宰 啓介 Him Rock Racing

ホールディングス� 西園 正都 日高 タバタファーム 476＋ 22：19．52� 363．4�
611 シセイイワイ 牝3青鹿 54

53 ☆岩田 望来猪苗代 勇氏 北出 成人 日高 メイプルファーム 426＋ 22：20．14 266．2�
510 ビービーグラビティ 牡3青鹿56 小崎 綾也�坂東牧場 吉村 圭司 平取 坂東牧場 442－ 22：20．2� 87．2�
36 テイエムワールド 牡3鹿 56 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 岩見牧場 464＋102：22．5大差 286．4�
817	 ジャスパーシャイン 牡3栗 56 古川 吉洋加藤 和夫氏 森 秀行 加 Highfield Invest-

ment Group Inc 480－102：23．98 137．7�
（17頭）

売 得 金
単勝： 34，341，600円 複勝： 53，051，200円 枠連： 13，648，000円
馬連： 60，207，000円 馬単： 26，055，000円 ワイド： 54，429，600円
3連複： 91，565，500円 3連単： 94，425，500円 計： 427，723，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 220円 � 790円 � 140円 枠 連（2－5） 1，920円

馬 連 �� 9，320円 馬 単 �� 15，840円

ワ イ ド �� 1，970円 �� 540円 �� 1，740円

3 連 複 ��� 11，020円 3 連 単 ��� 72，980円

票 数

単勝票数 計 343416 的中 � 47498（3番人気）
複勝票数 計 530512 的中 � 60421（4番人気）� 11889（9番人気）� 138587（1番人気）
枠連票数 計 136480 的中 （2－5） 5503（8番人気）
馬連票数 計 602070 的中 �� 5002（24番人気）
馬単票数 計 260550 的中 �� 1233（45番人気）
ワイド票数 計 544296 的中 �� 6850（22番人気）�� 27697（5番人気）�� 7785（21番人気）
3連複票数 計 915655 的中 ��� 6231（34番人気）
3連単票数 計 944255 的中 ��� 938（213番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．4―24．0―36．8―50．3―1：02．9―1：15．4―1：27．6―1：39．4―1：51．2―2：03．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．1―3F37．3
1
3
14，4（2，6）10（5，9）（7，8，16）（3，11，15）17（1，13）12
14，4，2－（5，10，9）（7，6，16）（3，15）8（11，13）（1，12）17

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

勝馬の
紹 介

サングレデクリスト �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2019．7．7 中京5着

2017．4．11生 牡3栗 母 ロレットチャペル 母母 サンタフェトレイル 7戦1勝 賞金 9，610，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムワールド号・ジャスパーシャイン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年

5月18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〕 インディビジュアル号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年6月18日まで平地競走に出走

できない。
※出走取消馬 キャプテンドレイク号（疾病〔左前肢跛行〕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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ゴールデンゴール号・ショウナンラオウ号・ロルベーア号
（非抽選馬） 3頭 キッズヒヤミカチ号・ゴールドクレスト号・タナノフローラ号

09078 4月18日 曇 重 （2阪神2） 第7日 第6競走 ��
��1，200�3歳1勝クラス

発走12時45分 （500万円以下） （芝・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

711 グリンデルヴァルト 牝3鹿 54 松田 大作藤田 好紀氏 坂口 智康 新ひだか 前田ファーム 452± 01：09．6 8．9�
813 メイショウユリシス 牝3黒鹿54 秋山真一郎松本 好�氏 高橋 亮 新冠 北星村田牧場 472± 01：09．92 52．1�
45 ローランダー 牝3栗 54 国分 恭介山下 良子氏 湯窪 幸雄 熊本 本田 土寿 456＋ 4 〃 ハナ 52．9�
712 ビ ア イ 牝3青鹿54 原田 和真副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 鳥井 征士 B478± 01：10．0� 44．9�
33 ヒ バ リ 牝3黒鹿 54

51 ▲泉谷 楓真�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 412± 01：10．1クビ 5．6	
11 � ハリーバローズ 牡3鹿 56 川田 将雅猪熊 広次氏 中内田充正 米

Flaxman Hold-
ings Limited &
Airlie Stud

486＋ 81：10．2� 2．5

34 ワンダーカタリナ 牡3鹿 56 三浦 皇成山本 能成氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 510＋10 〃 アタマ 15．7�
610 ル ク ル ト 牡3鹿 56 坂井 瑠星市川義美ホール

ディングス� 吉村 圭司 日高 白井牧場 440－ 41：10．3	 37．2�
57 � コウエイバクシン 牡3鹿 56 古川 吉洋伊東 政清氏 森 秀行 米 Don Mattox &

Pam Mattox 436－101：10．4� 54．3
69 ヴ ァ ル ナ 牡3黒鹿56 松若 風馬野嶋 祥二氏 寺島 良 浦河 杵臼牧場 484＋ 61：10．5� 5．3�
22 グランマリアージュ 牝3鹿 54 藤岡 佑介 �グリーンファーム牧浦 充徳 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 448－ 81：10．71
 6．7�
58 シゲルキンセイ 牡3鹿 56

55 ☆岩田 望来森中 蕃氏 五十嵐忠男 新冠 カミイスタット 478－ 61：10．8� 163．6�
46 グランフェスタ 牡3黒鹿56 小牧 太市川義美ホール

ディングス� 武 幸四郎 浦河 伏木田牧場 440＋ 2 〃 クビ 40．3�
814 ミーアシャム 牝3鹿 54 石橋 脩 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B444－ 41：11．65 27．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 40，656，200円 複勝： 58，237，000円 枠連： 13，610，200円
馬連： 72，137，100円 馬単： 28，265，000円 ワイド： 60，473，400円
3連複： 96，030，200円 3連単： 97，445，500円 計： 466，854，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 310円 � 1，010円 � 1，190円 枠 連（7－8） 5，350円

馬 連 �� 23，840円 馬 単 �� 35，210円

ワ イ ド �� 3，710円 �� 5，330円 �� 12，940円

3 連 複 ��� 214，350円 3 連 単 ��� 1，086，890円

票 数

単勝票数 計 406562 的中 � 36187（5番人気）
複勝票数 計 582370 的中 � 57642（5番人気）� 14152（11番人気）� 11901（13番人気）
枠連票数 計 136102 的中 （7－8） 1970（21番人気）
馬連票数 計 721371 的中 �� 2345（58番人気）
馬単票数 計 282650 的中 �� 602（93番人気）
ワイド票数 計 604734 的中 �� 4237（44番人気）�� 2932（53番人気）�� 1197（81番人気）
3連複票数 計 960302 的中 ��� 336（290番人気）
3連単票数 計 974455 的中 ��� 65（1571番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．3―11．2―11．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．4―45．6―57．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F35．2
3 12，7（5，1，9）（3，11，14）（4，8）（6，10）13，2 4 ・（12，7）9（5，1，14）（3，11）6（4，8，10）（13，2）

勝馬の
紹 介

グリンデルヴァルト �
�
父 ヴァンセンヌ �

�
母父 コロナドズクエスト デビュー 2019．9．16 阪神5着

2017．3．23生 牝3鹿 母 フィールドボニータ 母母 ゴートゥグローリー 5戦2勝 賞金 13，000，000円
〔騎手変更〕 グランマリアージュ号の騎手北村宏司は，負傷のため藤岡佑介に変更。
〔制裁〕 ビアイ号の騎手原田和真は，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：1番）
※ハリーバローズ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



09079 4月18日 曇 不良 （2阪神2） 第7日 第7競走 ��1，800�4歳以上1勝クラス
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 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

55 ナイルデルタ 牡5鹿 57 坂井 瑠星 �キャロットファーム 松下 武士 平取 坂東牧場 B488－ 41：51．9 3．0�
89 メイショウソテツ 牡4青 57 幸 英明松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 赤田牧場 B516＋ 81：52．21� 8．0�
78 ハイクアウト �6鹿 57

56 ☆岩田 望来�ノースヒルズ 浜田多実雄 新ひだか 土居牧場 522± 01：52．52 3．7�
22 スパンキーワールド �4栗 57 川田 将雅大塚 亮一氏 新谷 功一 浦河 杵臼牧場 B500－ 21：52．92� 2．8�
44 キ ャ メ ロ ン 牡4鹿 57 三浦 皇成川勝 裕之氏 今野 貞一 新ひだか 今 牧場 490± 01：53．11 19．2	
33 サンライズヴュー 牡4青鹿 57

54 ▲泉谷 楓真松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 栄進牧場 474－ 61：53．73� 33．8

66 ハギノオムイデアル �4鹿 57 松若 風馬日隈 良江氏 松田 国英 浦河 桑田牧場 480－ 21：54．23 60．0�
11 メイショウイフウ 牡4黒鹿57 川島 信二松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 498＋ 2 〃 クビ 36．3�
77 スズカブランコ 牡4栗 57 古川 吉洋永井 啓弍氏 上村 洋行 様似 様似共栄牧場 458＋ 21：54．3クビ 171．4
810	 アンシャンテシチー 牡5栗 57 太宰 啓介 �友駿ホースクラブ 羽月 友彦 日高 田端牧場 514＋121：55．15 17．6�

（10頭）

売 得 金
単勝： 32，165，400円 複勝： 42，528，100円 枠連： 8，263，700円
馬連： 52，043，000円 馬単： 26，549，600円 ワイド： 37，910，500円
3連複： 76，905，300円 3連単： 123，836，700円 計： 400，202，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 110円 � 230円 � 140円 枠 連（5－8） 900円

馬 連 �� 1，250円 馬 単 �� 2，590円

ワ イ ド �� 420円 �� 220円 �� 530円

3 連 複 ��� 1，180円 3 連 単 ��� 7，480円

票 数

単勝票数 計 321654 的中 � 84823（2番人気）
複勝票数 計 425281 的中 � 152435（1番人気）� 28323（4番人気）� 74964（3番人気）
枠連票数 計 82637 的中 （5－8） 7081（4番人気）
馬連票数 計 520430 的中 �� 32027（4番人気）
馬単票数 計 265496 的中 �� 7672（8番人気）
ワイド票数 計 379105 的中 �� 21286（4番人気）�� 50986（2番人気）�� 16472（5番人気）
3連複票数 計 769053 的中 ��� 48622（2番人気）
3連単票数 計1238367 的中 ��� 11996（17番人気）

ハロンタイム 13．0―11．8―13．8―12．6―12．3―12．2―12．1―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．8―38．6―51．2―1：03．5―1：15．7―1：27．8―1：39．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ナイルデルタ �
�
父 タートルボウル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．9．2 新潟3着

2015．3．22生 牡5鹿 母 アレキサンドリア 母母 アドマイヤライト 22戦2勝 賞金 40，250，000円

09080 4月18日 曇 不良 （2阪神2） 第7日 第8競走 ��
��1，400�4歳以上1勝クラス

発走13時45分 （500万円以下） （ダート・右）
負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

611� テーオーターゲット 牡4黒鹿57 坂井 瑠星小笹 公也氏 吉岡 辰弥 浦河 三嶋牧場 502－ 41：23．7 18．1�
23 エールショー 牡5芦 57 石橋 脩�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 492＋ 8 〃 ハナ 4．5�
612 ミスターウインディ 牡7黒鹿57 小牧 太阿部東亜子氏 服部 利之 えりも 能登 浩 500－ 6 〃 クビ 9．8�
510 ド ラ セ ナ 	5黒鹿57 藤井勘一郎林 正道氏 奥村 豊 新冠 秋田牧場 B490－ 41：24．01
 8．7�
816 スペースクラフト 	4芦 57 浜中 俊 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム B486－101：24．1� 4．5	
36 アールジオール 牡4栗 57 加藤 祥太前原 敏行氏 角居 勝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 510－ 6 〃 アタマ 6．5

24 トーホウドミンゴ 牡6青鹿 57

56 ☆岩田 望来東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 488＋101：24．63 12．6�
47 ダイメイコスモス 牡4栗 57 松若 風馬宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 498－101：24．7クビ 66．6�
714� ノーブルレゼル 牡5鹿 57 藤懸 貴志 Viridian Keiba Club 庄野 靖志 浦河 桑田フアーム 454± 0 〃 ハナ 57．4
59 � メイショウオウギ 牝4芦 55

52 ▲泉谷 楓真松本 好雄氏 石橋 守 浦河 日の出牧場 430＋ 21：24．8
 6．8�
35 タガノコルソ 牡4鹿 57 国分 恭介八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 496＋ 4 〃 クビ 42．7�
815� エポドスミノル 	5黒鹿57 岡田 祥嗣吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 452＋241：25．11� 135．5�
48 � ダイチョウセブン 牡5青鹿57 小崎 綾也長谷川一雄氏 牧田 和弥 新ひだか 坂本 春雄 482－111：25．2
 235．5�
12 � スマートマウアー 牡4鹿 57 秋山真一郎大川 徹氏 大久保龍志 新ひだか 静内山田牧場 518－ 2 〃 クビ 12．0�
713� グラッブアドリーム 牝4黒鹿55 太宰 啓介ホシノレーシング 松永 幹夫 新冠 新冠橋本牧場 480＋ 21：25．62
 293．0�
11 マイネルプリサイス 牡4栗 57 荻野 琢真 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 浦河 上山牧場 486＋121：26．23
 106．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 37，357，600円 複勝： 58，541，100円 枠連： 17，135，100円
馬連： 78，009，300円 馬単： 29，318，500円 ワイド： 57，870，400円
3連複： 114，536，600円 3連単： 106，191，300円 計： 498，959，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，810円 複 勝 � 760円 � 170円 � 250円 枠 連（2－6） 1，370円

馬 連 �� 5，750円 馬 単 �� 11，840円

ワ イ ド �� 1，900円 �� 3，320円 �� 780円

3 連 複 ��� 19，810円 3 連 単 ��� 126，830円

票 数

単勝票数 計 373576 的中 � 16507（9番人気）
複勝票数 計 585411 的中 � 15525（9番人気）� 109331（1番人気）� 60142（6番人気）
枠連票数 計 171351 的中 （2－6） 9674（8番人気）
馬連票数 計 780093 的中 �� 10507（27番人気）
馬単票数 計 293185 的中 �� 1856（57番人気）
ワイド票数 計 578704 的中 �� 7709（29番人気）�� 4345（40番人気）�� 19897（6番人気）
3連複票数 計1145366 的中 ��� 4335（76番人気）
3連単票数 計1061913 的中 ��� 607（476番人気）

ハロンタイム 12．3―10．4―11．4―11．9―12．3―12．1―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―22．7―34．1―46．0―58．3―1：10．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�テーオーターゲット �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 フレンチデピュティ

2016．4．18生 牡4黒鹿 母 ルックアミリオン 母母 ファストフレンド 4戦1勝 賞金 7，600，000円
初出走 JRA

〔騎手変更〕 ダイメイコスモス号の騎手北村宏司は，負傷のため松若風馬に変更。
※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 グーテンモルゲン号・コパノカーリング号・ハギノフロンティア号



09081 4月18日 晴 重 （2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，2勝クラス（1000万円以下）；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 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．4
1：43．9

良
良

45 スズカフューラー 牡6栗 57 藤井勘一郎永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 430± 01：48．0 276．2�
44 ステイオンザトップ 牡6栗 57 川田 将雅 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 476± 01：48．1� 5．7�
33 アグネスリバティ 牡7黒鹿57 岩田 望来渡辺公美子氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 500＋ 6 〃 ハナ 18．6�
711 ル タ ン ブ ル 牝4黒鹿55 秋山真一郎杉浦 和也氏 寺島 良 日高 竹島 幸治 456＋ 41：48．2クビ 24．0�
22 プライドランド 牡4芦 57 三浦 皇成 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 474＋ 4 〃 ハナ 3．6�
813 パ ト リ ッ ク 牡4鹿 57 藤岡 佑介 	カナヤマホール

ディングス 岡田 稲男 浦河 有限会社
松田牧場 462－12 〃 クビ 2．0


710 ミトノマルーン 牡4黒鹿57 松田 大作ロイヤルパーク 武 英智 新冠 新冠橋本牧場 B476± 01：48．52 8．1�
812 リリーモントルー 牡6鹿 57 国分 恭介土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 448－ 21：48．6クビ 199．4�
69 ラクローチェ 牡4鹿 57 幸 英明畑佐 博氏 角田 晃一 新冠 細川農場 478＋ 81：48．91� 30．6
68 ウォークザライン 牡4栗 57 太宰 啓介前田 幸治氏 高橋 亮 新ひだか 本桐牧場 478－ 21：49．22 70．2�
56 サヤカチャン 牝5鹿 55 加藤 祥太瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 新ひだか 棚川 光男 470＋101：50．05 37．0�
57 ハ イ ド ラ ン 牝5黒鹿55 松若 風馬五影 慶則氏 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 476＋ 21：50．32 162．2�
11 サイモンサーマル 	5鹿 57 柴田 未崎澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 492－ 41：50．72 477．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 49，694，300円 複勝： 61，919，600円 枠連： 15，200，800円
馬連： 88，819，300円 馬単： 43，312，000円 ワイド： 62，786，300円
3連複： 132，242，000円 3連単： 182，706，700円 計： 636，681，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 27，620円 複 勝 � 2，860円 � 210円 � 460円 枠 連（4－4） 29，740円

馬 連 �� 40，490円 馬 単 �� 125，900円

ワ イ ド �� 8，470円 �� 10，990円 �� 930円

3 連 複 ��� 102，030円 3 連 単 ��� 1，172，230円

票 数

単勝票数 計 496943 的中 � 1439（12番人気）
複勝票数 計 619196 的中 � 4663（11番人気）� 93315（3番人気）� 33429（6番人気）
枠連票数 計 152008 的中 （4－4） 396（27番人気）
馬連票数 計 888193 的中 �� 1700（46番人気）
馬単票数 計 433120 的中 �� 258（93番人気）
ワイド票数 計 627863 的中 �� 1866（46番人気）�� 1435（48番人気）�� 18177（11番人気）
3連複票数 計1322420 的中 ��� 972（120番人気）
3連単票数 計1827067 的中 ��� 113（828番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―11．7―11．9―12．0―11．8―11．6―12．0―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．8―35．5―47．4―59．4―1：11．2―1：22．8―1：34．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スズカフューラー �
�
父 スズカフェニックス �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．7．30 小倉7着

2014．3．15生 牡6栗 母 スズカフローラ 母母 ブリイジースズカ 45戦4勝 賞金 70，469，000円
〔制裁〕 ミトノマルーン号の騎手松田大作は，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30，000円。（被害馬：9番）

09082 4月18日 晴 不良 （2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，3勝クラス（1600万円以下），31．4．13以降2．4．12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

36 ヘ リ オ ス �4黒鹿55 川須 栄彦�桑田牧場 寺島 良 浦河 桑田牧場 B456－ 41：10．6 2．1�
713 メイショウミライ 牡5栗 55 石橋 脩松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 太陽牧場 500＋16 〃 クビ 15．8�
47 サトノギャロス 牡4鹿 56 川島 信二 �サトミホースカンパニー 西園 正都 日高 下河辺牧場 530± 01：10．91� 4．5�
510 スマートアルタイル 牡5栗 55 浜中 俊大川 徹氏 小崎 憲 新ひだか 静内山田牧場 472－ 21：11．11	 42．0�
12 ヴ ォ ー ガ 牡6栗 55 松田 大作一村 哲也氏 森 秀行 新ひだか グランド牧場 B458± 0 〃 クビ 48．3	
612
 タガノジーニアス 牡7鹿 55 大野 拓弥八木 秀之氏 斉藤 崇史 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B510＋ 41：11．31	 31．1

816 サーティグランド �8鹿 55 水口 優也山上 和良氏 羽月 友彦 新ひだか 山本 昇寿 498－ 61：11．61� 20．0�
48 ゲ キ リ ン 牡6栗 53 藤懸 貴志市川義美ホール

ディングス� 吉村 圭司 日高 オリオンファーム 490＋ 41：11．8� 284．3�
35 ツウカイウイング 牡5鹿 54 松若 風馬木村 直樹氏 千田 輝彦 新ひだか 萩澤 泰博 474± 01：12．01� 80．6
59 ショウナンカイドウ 牡7栗 54 国分 恭介国本 哲秀氏 高野 友和 日高 下河辺牧場 B532＋ 2 〃 ハナ 117．0�
714� マラードザレコード �6青鹿53 坂井 瑠星岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 英 Cheveley Park

Stud Ltd B468＋ 61：12．1� 32．4�
815 スリーランディア 牝6鹿 52 古川 吉洋永井商事� 橋田 満 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 434± 01：12．2クビ 105．0�
23 カレンガリアード 牡5黒鹿54 藤井勘一郎鈴木 隆司氏 安田 翔伍 日高 高柳 隆男 B470＋ 21：12．3� 20．4�
24 ロードラズライト �5青鹿56 田中 健 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 440＋ 2 〃 クビ 8．0�
11 メイショウバッハ 牡7栗 52 加藤 祥太松本 好�氏 南井 克巳 新ひだか 三石川上牧場 494－ 21：12．5� 227．2�
611 テルモードーサ 牝4鹿 53 岩田 望来吉田 勝己氏 高橋 康之 安平 ノーザンファーム B518－ 4 〃 クビ 7．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 67，059，900円 複勝： 93，104，800円 枠連： 23，643，300円
馬連： 138，492，900円 馬単： 53，654，400円 ワイド： 98，807，400円
3連複： 203，378，900円 3連単： 225，295，700円 計： 903，437，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 320円 � 180円 枠 連（3－7） 1，160円

馬 連 �� 1，740円 馬 単 �� 2，450円

ワ イ ド �� 660円 �� 330円 �� 870円

3 連 複 ��� 2，590円 3 連 単 ��� 13，010円

票 数

単勝票数 計 670599 的中 � 250590（1番人気）
複勝票数 計 931048 的中 � 282174（1番人気）� 51185（5番人気）� 118131（3番人気）
枠連票数 計 236433 的中 （3－7） 15728（4番人気）
馬連票数 計1384929 的中 �� 61614（4番人気）
馬単票数 計 536544 的中 �� 16414（7番人気）
ワイド票数 計 988074 的中 �� 37224（4番人気）�� 82756（2番人気）�� 27225（8番人気）
3連複票数 計2033789 的中 ��� 58678（4番人気）
3連単票数 計2252957 的中 ��� 12547（24番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．6―11．6―11．6―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．5―46．1―57．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F36．1
3 14（3，4，6）（2，15）（1，13，16）（8，9）－（7，10）11，12－5 4 ・（14，6）－（3，4，15）（2，16）（1，13，9）（8，10）12，7（11，5）

勝馬の
紹 介

ヘ リ オ ス �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2018．8．18 札幌2着

2016．2．23生 �4黒鹿 母 アンジュシュエット 母母 ショウナンガッド 13戦4勝 賞金 54，243，000円
〔騎手変更〕 マラードザレコード号の騎手北村宏司は，負傷のため坂井瑠星に変更。
〔制裁〕 タガノジーニアス号の騎手大野拓弥は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番・1番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の13頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）13頭 アヴァンティスト号・イッツクール号・ケプラー号・スズカフェスタ号・スピリットワンベル号・タガノプレトリア号・

ディープミタカ号・マイネルオスカル号・マイネルラック号・メイショウヴォルガ号・メイプルグレイト号・
ロングベスト号・ロードエース号



09083 4月18日 晴 稍重 （2阪神2） 第7日 第11競走 ��
��1，600�第29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

アーリントンインターナショナル競馬場賞（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 448，000円 128，000円 64，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．9
1：30．3

良
良

56 タイセイビジョン 牡3栗 56 石橋 脩田中 成奉氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 474＋101：34．3 3．0�
710 ギルデッドミラー 牝3鹿 54 岩田 望来 �シルクレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 468－ 21：34．62 6．2�
79 プリンスリターン 牡3黒鹿56 原田 和真 �コスモヴューファーム 加用 正 日高 中館牧場 450－ 41：34．7クビ 7．1�
67 ボンオムトゥック 牝3芦 54 藤岡 佑介窪田 芳郎氏 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 450－ 2 〃 クビ 6．0�
44 � トリプルエース 牡3青鹿56 川田 将雅ゴドルフィン 斉藤 崇史 愛 Godolphin 474－ 81：35．01� 5．7�
55 ジュンライトボルト 牡3鹿 56 藤井勘一郎河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 452－ 61：35．21	 32．1	
68 リインフォース 牡3黒鹿56 泉谷 楓真ディアレストクラブ
 石坂 公一 浦河 谷川牧場 460＋ 61：35．3
 332．3�
33 チュウワノキセキ 牡3鹿 56 浜中 俊中西 忍氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 468－ 61：35．61� 36．4�
812 グ ラ ン レ イ 牡3鹿 56 太宰 啓介名古屋友豊
 池添 学 新ひだか 前谷 武志 452－ 6 〃 アタマ 19．1
811 ロードベイリーフ 牡3黒鹿56 坂井 瑠星 
ロードホースクラブ 森田 直行 浦河 大北牧場 484＋ 61：35．91� 160．6�
22 デュードヴァン 牡3鹿 56 三浦 皇成 
スリーエイチレーシング 加藤 征弘 日高 下河辺牧場 474－ 21：36．32
 17．2�
11 ノルカソルカ 牡3栗 56 幸 英明幅田 昌伸氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 482± 01：37．89 9．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 168，734，700円 複勝： 226，768，100円 枠連： 49，910，900円
馬連： 488，173，500円 馬単： 163，005，300円 ワイド： 291，960，100円
3連複： 773，275，500円 3連単： 963，880，300円 計： 3，125，708，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 180円 � 170円 枠 連（5－7） 420円

馬 連 �� 1，160円 馬 単 �� 1，750円

ワ イ ド �� 440円 �� 390円 �� 720円

3 連 複 ��� 2，320円 3 連 単 ��� 8，210円

票 数

単勝票数 計1687347 的中 � 445442（1番人気）
複勝票数 計2267681 的中 � 491261（1番人気）� 293017（4番人気）� 314644（3番人気）
枠連票数 計 499109 的中 （5－7） 90726（1番人気）
馬連票数 計4881735 的中 �� 346488（4番人気）
馬単票数 計1630053 的中 �� 69558（3番人気）
ワイド票数 計2919601 的中 �� 173499（4番人気）�� 198241（2番人気）�� 97125（9番人気）
3連複票数 計7732755 的中 ��� 249751（5番人気）
3連単票数 計9638803 的中 ��� 85079（4番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―10．9―11．6―11．9―11．7―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．2―34．1―45．7―57．6―1：09．3―1：21．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイセイビジョン �
�
父 タートルボウル �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2019．6．2 阪神1着

2017．2．26生 牡3栗 母 ソ ム ニ ア 母母 ドリームスケイプ 5戦3勝 賞金 124，310，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりタイセイビジョン号・ギルデッドミラー号・プリンスリターン号は，NHKマイルカップ（GⅠ）競走に優先出走
できる。

09084 4月18日 晴 不良 （2阪神2） 第7日 第12競走 ��
��2，000�4歳以上2勝クラス

発走16時10分 （1000万円以下） （ダート・右）
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

36 シホノフォルテ 牡4鹿 57 松田 大作村瀬 寛紀氏 寺島 良 洞�湖 レイクヴィラファーム 504± 02：05．1 3．1�
35 キタサンヴィクター 牡5鹿 57

54 ▲泉谷 楓真�大野商事 本田 優 浦河 辻 牧場 524＋ 2 〃 クビ 19．1�
47 ケルティックソード 牡7栗 57 坂井 瑠星吉田 晴哉氏 新谷 功一 浦河 笠松牧場 490－102：05．2	 35．3�
713 キングフォルテ 牡5鹿 57 松若 風馬平口 信行氏 加用 正 浦河 大柳ファーム 530± 02：05．3クビ 63．2�
611
 リーガルマインド 牡4鹿 57 川田 将雅畑佐 博氏 河内 洋 浦河 高松牧場 460± 0 〃 クビ 6．3�
11 マイネルカイノン 牡5青鹿57 大野 拓弥 	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 502± 02：05．51 47．8

510 スパイクナード 牝6黒鹿55 国分 恭介前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 462＋ 2 〃 アタマ 116．1�
815 シャンパンクーペ 牡4鹿 57 三浦 皇成 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 日高 下河辺牧場 B526－122：05．6クビ 6．5�
612 ローザノワール 牝4青鹿55 幸 英明渡邉 直樹氏 西園 正都 日高 下河辺牧場 470－ 22：06．13 5．7
59 ア ヴ ァ ン ト 牡6栗 57

56 ☆岩田 望来佐々木主浩氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 490± 02：06．31� 35．2�
48 ダンツチョイス 牝5栗 55 古川 吉洋山元 哲二氏 本田 優 日高 天羽牧場 458＋ 42：06．4	 38．3�
23 テーオーポシブル 牡4鹿 57 荻野 琢真小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 478＋ 2 〃 クビ 81．7�
24 エングローサー 牡5鹿 57 藤井勘一郎中村 忠彦氏 清水 久詞 新ひだか 土居牧場 506－ 22：07．03	 7．5�
12 ムーンザムーン 牝6鹿 55 石橋 脩林 正道氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 484－ 8 〃 アタマ 20．3�
714 ニッポンテイオー 牡5鹿 57 秋山真一郎新谷 幸義氏 大久保龍志 日高 チャンピオン

ズファーム 472＋ 82：07．85 43．0�
816 ブルーコンパクタ 牡4鹿 57 藤岡 佑介村上 稔氏 大橋 勇樹 新ひだか 岡田牧場 460＋ 4 〃 クビ 20．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 58，313，600円 複勝： 92，686，400円 枠連： 33，384，500円
馬連： 142，152，800円 馬単： 48，396，700円 ワイド： 105，433，900円
3連複： 228，099，500円 3連単： 229，285，800円 計： 937，753，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 180円 � 470円 � 910円 枠 連（3－3） 3，470円

馬 連 �� 3，310円 馬 単 �� 5，430円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 3，370円 �� 7，160円

3 連 複 ��� 35，970円 3 連 単 ��� 161，230円

票 数

単勝票数 計 583136 的中 � 148452（1番人気）
複勝票数 計 926864 的中 � 172216（1番人気）� 46201（6番人気）� 21913（11番人気）
枠連票数 計 333845 的中 （3－3） 7448（13番人気）
馬連票数 計1421528 的中 �� 33283（12番人気）
馬単票数 計 483967 的中 �� 6673（18番人気）
ワイド票数 計1054339 的中 �� 26602（11番人気）�� 7963（36番人気）�� 3706（68番人気）
3連複票数 計2280995 的中 ��� 4755（116番人気）
3連単票数 計2292858 的中 ��� 1031（509番人気）

ハロンタイム 12．7―12．0―12．2―13．0―12．3―12．1―12．1―12．2―12．6―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．7―36．9―49．9―1：02．2―1：14．3―1：26．4―1：38．6―1：51．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シホノフォルテ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 フサイチコンコルド デビュー 2019．2．10 東京7着

2016．1．22生 牡4鹿 母 ゴールウェイ 母母 メジロシルエット 8戦3勝 賞金 30，800，000円
〔騎手変更〕 ブルーコンパクタ号の騎手北村宏司は，負傷のため藤岡佑介に変更。
〔発走状況〕 キタサンヴィクター号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 キタサンヴィクター号は，令和2年4月19日から令和2年5月10日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 アロマティカス号・スズカフロンティア号



（2阪神2）第7日 4月18日（土曜日） 曇一時雨後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

重後稍重
不良

競走回数 12回 出走頭数 180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

247，170，000円
3，020，000円
25，890，000円
1，520，000円
29，290，000円
73，896，500円
5，154，000円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
612，904，700円
864，238，400円
215，608，100円
1，315，534，900円
504，721，000円
936，744，100円
2，026，458，400円
2，336，158，900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 8，812，368，500円

総入場人員 0名 （有料入場人員 0名）

特 記 事 項
第2回阪神競馬第7日は，新型コロナウイルスの感染拡大防止のため，無観客で開催を実施した。
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