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09085 4月19日 曇 重 （2阪神2） 第8日 第1競走 ��1，800�3歳未勝利
発走9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
1：48．5
1：47．6

重
重

48 モンサンイルベント 牡3鹿 56 坂井 瑠星山下 新一氏 飯田 祐史 新冠 川島牧場 504＋ 21：52．5 1．6�
713 テイエムゴールデン 牡3青鹿56 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新ひだか 千代田牧場 472－ 21：52．92� 8．4�
59 カワキタジャズ 牡3鹿 56 三浦 皇成川島 吉男氏 浜田多実雄 新ひだか 木田牧場 524－ 21：53．21� 5．5�
12 ナムラタイガー 牡3鹿 56 浜中 俊奈村 信重氏 鈴木 孝志 浦河 木村牧場 518－ 81：53．83� 6．7�
36 ダコタブラックヒル 牡3鹿 56 古川 吉洋 K.C．タン氏 長谷川浩大 新ひだか 村上牧場 476－ 21：53．9� 51．9�
510 クリノターハイ 牡3栗 56 幸 英明栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 永村 侑 482± 01：54．64 166．7�
714 ナムラダヴィンチ 牡3青 56 岩崎 翼奈村 信重氏 大根田裕之 日高 若林 順一 426＋ 21：54．7� 36．0	
816 サクラサーブル 牡3黒鹿56 小崎 綾也
さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 522－ 21：54．91� 167．1�
612 メイショウビッグ 牡3黒鹿 56

55 ☆岩田 望来松本 好雄氏 高橋 義忠 浦河 太陽牧場 552－141：55．53� 237．8�
815 エクストラノート 牡3栗 56 藤井勘一郎 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 安田 翔伍 新ひだか 岡田スタツド B460－101：55．6� 39．5
611 クリノマンゲツ 牡3鹿 56 秋山真一郎栗本 博晴氏 上村 洋行 日高 日西牧場 518－ 41：56．34 30．0�
47 ヴィルトゥオーゾ 牡3鹿 56 太宰 啓介東海林貴大氏 高橋 亮 新冠 須崎牧場 482－ 41：56．4クビ 48．2�
24 メイショウソウモウ 牡3青鹿 56

53 ▲泉谷 楓真松本 好雄氏 本田 優 安平 �橋本牧場 B524－101：56．82� 82．8�
11 キーンウィット 牡3栗 56 藤岡 佑介水上 行雄氏 吉田 直弘 浦河 笠松牧場 478－ 41：57．43� 48．7�
35 コンゴウリュウオー 牡3鹿 56

53 ▲服部 寿希金岡 久夫氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 496－ 61：58．57 385．2�
23 ミラクルシャーク 牡3青鹿56 松若 風馬西浦 和男氏 音無 秀孝 様似 清水スタッド 444－ 41：59．67 225．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，328，800円 複勝： 59，992，200円 枠連： 7，689，000円
馬連： 47，753，000円 馬単： 23，381，000円 ワイド： 38，345，400円
3連複： 78，538，400円 3連単： 86，698，000円 計： 367，725，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 150円 � 130円 枠 連（4－7） 490円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 850円

ワ イ ド �� 250円 �� 190円 �� 650円

3 連 複 ��� 960円 3 連 単 ��� 3，230円

票 数

単勝票数 計 253288 的中 � 125620（1番人気）
複勝票数 計 599922 的中 � 357411（1番人気）� 47221（4番人気）� 60766（2番人気）
枠連票数 計 76890 的中 （4－7） 11944（3番人気）
馬連票数 計 477530 的中 �� 63018（3番人気）
馬単票数 計 233810 的中 �� 20424（3番人気）
ワイド票数 計 383454 的中 �� 39847（3番人気）�� 60617（1番人気）�� 12036（7番人気）
3連複票数 計 785384 的中 ��� 61004（2番人気）
3連単票数 計 866980 的中 ��� 19407（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．1―37．6―50．3―1：02．8―1：15．1―1：27．1―1：39．2

コーナー
通過順位

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

2
4

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

モンサンイルベント �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 キンググローリアス デビュー 2019．8．31 札幌12着

2017．2．24生 牡3鹿 母 セクシーディナー 母母 スロクルージュ 8戦1勝 賞金 13，850，000円
〔発走状況〕 メイショウビッグ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 コンゴウリュウオー号の騎手服部寿希は，前検量の際に所定の検量時刻に遅れたことについて過怠金10，000円。
〔調教再審査〕 メイショウビッグ号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コンゴウリュウオー号・ミラクルシャーク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年

5月19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〕 メイショウソウモウ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年6月19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 キタサンロッキー号・シゲルタイヨウ号・ジューンスプレイン号・メイショウカズサ号

09086 4月19日 曇 重 （2阪神2） 第8日 第2競走 ��1，400�3歳未勝利
発走10時20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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

612 メイショウフォイル 牡3鹿 56
53 ▲泉谷 楓真松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 赤田牧場 508＋ 11：25．2 6．8�

35 モズナガレボシ 牡3芦 56 川島 信二 �キャピタル・システム 荒川 義之 浦河 谷川牧場 480－ 21：25．3� 1．8�
12 ダ ッ チ マ ン �3青鹿56 松若 風馬小田切 光氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 444± 01：25．4� 7．4�
815 ブレイヴサウンド 牡3栗 56 古川 吉洋 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 新ひだか タイヘイ牧場 498± 01：25．61� 17．5�
23 スナークダヴィンチ 牡3鹿 56 藤井勘一郎杉本 豊氏 野中 賢二 浦河 宮内牧場 486 ―1：25．8� 23．6�
36 ディーププレザント 牡3栗 56 荻野 琢真山田 裕仁氏 森田 直行 新ひだか 千代田牧場 524＋16 〃 アタマ 152．6	
816 ニホンピログルーヴ 牡3黒鹿56 幸 英明小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 476－ 61：25．9� 8．3

611 イ チ ジ ン 牡3鹿 56 国分 恭介深見 富朗氏 田所 秀孝 新ひだか 佐竹 学 432＋ 2 〃 クビ 178．1�
24 グレアミラージュ 牡3鹿 56

55 ☆岩田 望来 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 笹田 和秀 日高 下河辺牧場 456＋ 21：26．0� 15．3�

47 アスピラール 牡3鹿 56 浜中 俊山口 敦広氏 須貝 尚介 新ひだか 城地牧場 484－ 21：26．1クビ 16．7
11 メイショウポルポ 牡3黒鹿56 坂井 瑠星松本 好�氏 松下 武士 白老 社台牧場 440＋ 21：26．52� 15．7�
59 アイムクリエイター 牡3鹿 56 川須 栄彦�ジーホース 松下 武士 日高 目黒牧場 466＋ 4 〃 クビ 196．8�
714 ジ ュ ア ン 牡3鹿 56 高倉 稜 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 新冠 ハシモトフアーム 486＋ 21：26．71� 258．5�
510 ヴィクトリーナイト 牡3芦 56 岩崎 翼田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 中本牧場 448± 01：26．8クビ 311．8�
713 チ ャ ン ス 牡3青鹿56 原田 和真�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 430＋ 41：26．9� 320．5�
48 タガノビーザライト 牡3鹿 56 岡田 祥嗣八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 518＋ 81：27．21� 239．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 18，553，000円 複勝： 31，548，900円 枠連： 7，495，200円
馬連： 36，771，600円 馬単： 17，340，500円 ワイド： 29，527，300円
3連複： 57，181，300円 3連単： 64，077，900円 計： 262，495，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 180円 � 110円 � 160円 枠 連（3－6） 690円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，600円

ワ イ ド �� 290円 �� 790円 �� 280円

3 連 複 ��� 1，300円 3 連 単 ��� 7，500円

票 数

単勝票数 計 185530 的中 � 21693（2番人気）
複勝票数 計 315489 的中 � 31249（3番人気）� 125360（1番人気）� 39368（2番人気）
枠連票数 計 74952 的中 （3－6） 8313（3番人気）
馬連票数 計 367716 的中 �� 40535（2番人気）
馬単票数 計 173405 的中 �� 8092（5番人気）
ワイド票数 計 295273 的中 �� 27425（2番人気）�� 8347（12番人気）�� 29242（1番人気）
3連複票数 計 571813 的中 ��� 32819（1番人気）
3連単票数 計 640779 的中 ��� 6189（13番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．7―12．5―12．6―12．5―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．1―34．8―47．3―59．9―1：12．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウフォイル �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 オレハマッテルゼ デビュー 2019．10．20 京都6着

2017．4．9生 牡3鹿 母 メイショウイザヨイ 母母 シャコービクトリア 4戦1勝 賞金 5，100，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔騎手変更〕 チャンス号の騎手北村宏司は，負傷のため原田和真に変更。
〔制裁〕 ブレイヴサウンド号の騎手古川吉洋は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番）
〔3走成績による出走制限〕 タガノビーザライト号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年6月19日まで平地競走に出走で

きない。

第２回 阪神競馬 第８日



09087 4月19日 曇 重 （2阪神2） 第8日 第3競走 ��2，000�3歳未勝利
発走10時50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
2：01．0
2：01．0

不良
不良

24 ソニックビースト 牝3黒鹿54 岡田 祥嗣杉山 忠国氏 浅見 秀一 浦河 桑田牧場 484－ 82：08．7 55．6�
23 メイショウルイス 牡3黒鹿56 加藤 祥太松本 好雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 三石川上牧場 492－122：08．91� 58．7�
612 ニホンピロストーム 牡3鹿 56

53 ▲泉谷 楓真小林百太郎氏 安達 昭夫 新ひだか 佐竹 学 522－ 42：09．0クビ 2．1�
12 トリプルプレイ 牝3黒鹿54 荻野 琢真藤田 好紀氏 寺島 良 浦河 福田牧場 422＋ 22：09．1� 266．1�
713 サトノマッスル 牡3青鹿56 藤井勘一郎 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 464＋ 42：09．41� 5．4�
611 メイショウヨカゼ 牡3栗 56 大野 拓弥松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 500＋ 22：09．5� 7．1	
11 ナリタサーガ 牡3鹿 56

55 ☆岩田 望来�オースミ 荒川 義之 浦河 �川 啓一 452± 02：09．92� 28．2

36 カ ト ゥ ー ア 牝3鹿 54 松若 風馬増田 和啓氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 466－ 62：10．0� 46．0�
816 ヴァルシャー 牡3青鹿56 小崎 綾也 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 浦河 辻 牧場 B514－ 2 〃 アタマ 59．6�
815 アバディーン 牡3鹿 56 三浦 皇成 社台レースホース大久保龍志 千歳 社台ファーム 498＋102：10．21� 8．4�
714 セイウンラストヘイ 牡3黒鹿56 幸 英明西山 茂行氏 宮本 博 新冠 村上 欽哉 506± 02：10．3� 5．7�
35 ヴェルシャール 牡3青鹿56 古川 吉洋サイプレスホール

ディングス合同会社 渡辺 薫彦 千歳 社台ファーム 568－102：10．4クビ 366．9�
510 テーオーニーチェ 牡3芦 56 国分 恭介小笹 公也氏 清水 久詞 日高 ヤナガワ牧場 468± 02：10．82� 403．0�
48 ラナウェリナ 牝3鹿 54 藤岡 佑介ディアレストクラブ� 西浦 勝一 浦河 ディアレスト

クラブ 502＋ 42：11．43� 28．0�
47 ク ロ リ 牝3鹿 54 高倉 稜 二風谷ファーム 松永 昌博 平取 二風谷ファーム 452＋ 42：11．61� 352．7�
59 カプリシャス 牝3芦 54 川須 栄彦安原 浩司氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 454± 02：14．5大差 522．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，366，300円 複勝： 40，970，600円 枠連： 10，715，200円
馬連： 49，290，900円 馬単： 22，707，200円 ワイド： 41，545，400円
3連複： 75，874，900円 3連単： 80，302，700円 計： 356，773，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，560円 複 勝 � 670円 � 800円 � 140円 枠 連（2－2） 57，660円

馬 連 �� 68，330円 馬 単 �� 153，420円

ワ イ ド �� 10，270円 �� 1，700円 �� 1，860円

3 連 複 ��� 40，070円 3 連 単 ��� 462，050円

票 数

単勝票数 計 353663 的中 � 5081（9番人気）
複勝票数 計 409706 的中 � 12431（9番人気）� 10235（10番人気）� 109940（1番人気）
枠連票数 計 107152 的中 （2－2） 144（32番人気）
馬連票数 計 492909 的中 �� 559（58番人気）
馬単票数 計 227072 的中 �� 111（131番人気）
ワイド票数 計 415454 的中 �� 1019（52番人気）�� 6397（18番人気）�� 5809（21番人気）
3連複票数 計 758749 的中 ��� 1420（84番人気）
3連単票数 計 803027 的中 ��� 126（692番人気）

ハロンタイム 12．8―12．1―12．5―14．3―13．5―12．5―12．5―12．6―12．6―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．9―37．4―51．7―1：05．2―1：17．7―1：30．2―1：42．8―1：55．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．5
1
3
9，13（8，12，15）（7，10，16）11（1，3，4）－6（2，14）－5
10，4（13，15）（16，11）14（12，3）8（7，1，6）－（9，2）5

2
4

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

ソニックビースト �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2019．9．29 阪神6着

2017．3．3生 牝3黒鹿 母 ルルドノヒトミ 母母 メジロルルド 7戦1勝 賞金 5，610，000円
〔騎手変更〕 カトゥーア号の騎手北村宏司は，負傷のため松若風馬に変更。
〔3走成績による出走制限〕 カプリシャス号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年6月19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。
（非当選馬） 2頭 アンジュブーケ号・マジックウォリアー号

09088 4月19日 曇 稍重 （2阪神2） 第8日 第4競走 ��
��1，600�3歳未勝利

発走11時20分 （芝・右・外）
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
1：31．9
1：30．3

良
良

715 カレンシュトラウス 牡3鹿 56 秋山真一郎鈴木 隆司氏 平田 修 浦河 高昭牧場 506－101：34．6 2．9�
48 カ ケ ル 牡3鹿 56 古川 吉洋中西 宏彰氏 大根田裕之 浦河 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 478－ 41：35．02� 10．2�
35 レーヴドオルフェ 牡3栗 56 太宰 啓介平川 浩之氏 長谷川浩大 新冠 村上 欽哉 490± 01：35．53 307．8�
713 トーホウゴールデン 牡3栗 56 藤岡 佑介東豊物産� 高橋 亮 日高 竹島 幸治 434± 0 〃 クビ 6．6�
612 アールウィザード 牡3黒鹿 56

55 ☆岩田 望来前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか 矢野牧場 490＋10 〃 アタマ 5．4�
23 ダノンカオス �3栗 56 三浦 皇成�ダノックス 佐々木晶三 千歳 社台ファーム 478± 01：35．81	 8．0	
11 
 アランチャアミーゴ 牡3栗 56 坂井 瑠星早野 誠氏 斉藤 崇史 米 Foxpointe

Thoroughbreds 494＋ 61：36．01� 91．4

817 ジュビラーテ 牡3栗 56 大野 拓弥吉澤 克己氏 石坂 正 新ひだか 千代田牧場 478＋ 21：36．21� 8．1�
59 ク レ ア ー レ 牡3鹿 56 藤井勘一郎池江 泰郎氏 池江 泰寿 新ひだか 千代田牧場 458± 0 〃 アタマ 26．0�
24 カ ヴ ァ ー ト 牡3鹿 56 川須 栄彦ゴドルフィン 石橋 守 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 454＋ 21：36．3� 12．6
816 ヤマニンプルニエ 牝3芦 54 藤懸 貴志土井 肇氏 斉藤 崇史 新冠 錦岡牧場 430± 01：36．51 79．9�
12 メイショウヘシキリ 牡3黒鹿 56

53 ▲泉谷 楓真松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 松栄牧場 476－ 21：36．81	 34．3�
714 ゼットグローリ 牝3青 54 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 450－ 6 〃 クビ 175．8�
510 サンアバディーン 牡3鹿 56 国分 恭介 �加藤ステーブル 長谷川浩大 日高 株式会社

ケイズ 462± 01：37．01 426．4�
47 ヘヴンプレミア 牡3黒鹿56 高倉 稜天堀 忠博氏 森田 直行 新冠 村上 進治 444＋ 91：37．31	 345．3�
36 キクノキング 牡3鹿 56 加藤 祥太菊池 五郎氏 森田 直行 新冠 村本牧場 494＋ 81：37．51� 479．5�
818 エイトサウザンダー 牡3鹿 56 松若 風馬 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 490 ―1：38．35 48．2�
611
 ピースフルタイム 牡3黒鹿56 幸 英明 �サンデーレーシング 西村 真幸 英 Shadai Cor-

poration B484 ―1：38．51� 48．1�
（18頭）

売 得 金
単勝： 40，405，800円 複勝： 62，370，700円 枠連： 12，786，000円
馬連： 63，841，700円 馬単： 25，840，700円 ワイド： 56，019，600円
3連複： 98，601，800円 3連単： 96，767，300円 計： 456，633，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 160円 � 280円 � 4，310円 枠 連（4－7） 1，150円

馬 連 �� 1，460円 馬 単 �� 2，360円

ワ イ ド �� 670円 �� 13，820円 �� 30，680円

3 連 複 ��� 117，750円 3 連 単 ��� 298，530円

票 数

単勝票数 計 404058 的中 � 110409（1番人気）
複勝票数 計 623707 的中 � 133210（1番人気）� 55896（6番人気）� 2720（16番人気）
枠連票数 計 127860 的中 （4－7） 8603（4番人気）
馬連票数 計 638417 的中 �� 33733（4番人気）
馬単票数 計 258407 的中 �� 8191（5番人気）
ワイド票数 計 560196 的中 �� 23255（4番人気）�� 1006（78番人気）�� 452（101番人気）
3連複票数 計 986018 的中 ��� 628（220番人気）
3連単票数 計 967673 的中 ��� 235（736番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．9―12．0―11．8―11．7―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．7―35．6―47．6―59．4―1：11．1―1：22．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カレンシュトラウス �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2020．3．21 阪神3着

2017．4．26生 牡3鹿 母 アグネスワルツ 母母 メルロースウィート 2戦1勝 賞金 6，400，000円
〔制裁〕 クレアーレ号の騎手藤井勘一郎は，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：6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。
（非抽選馬） 1頭 ミキノイチゴ号



09089 4月19日 曇 重 （2阪神2） 第8日 第5競走 ��
��1，400�3歳1勝クラス

発走12時10分 （500万円以下） （ダート・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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

612 テンテキセンセキ 牡3黒鹿56 幸 英明岡田 牧雄氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 454－ 21：24．3 4．7�
713 イーサンティラノ 牡3黒鹿56 古川 吉洋国本 勇氏 昆 貢 新冠 佐藤 静子 456－ 21：24．83 166．5�
510� サンオブロジータ �3鹿 56

55 ☆岩田 望来�シンシアリー 松田 国英 日高 若林 順一 500＋ 3 〃 クビ 156．5�
59 ワイドカント 牡3栗 56 坂井 瑠星幅田 京子氏 西園 正都 青森 風ノ丘ファーム 500－ 21：25．01	 3．1�
11 カ レ ン リ ズ 牝3栗 54 秋山真一郎鈴木 隆司氏 鈴木 孝志 平取 びらとり牧場 430－ 4 〃 アタマ 25．6�
611 カ リ ニ ー ト 牡3鹿 56 藤懸 貴志奥 裕嗣氏 大根田裕之 日高 高柳 隆男 462－ 21：25．21	 86．6	
714 ケイアイワイプ 牡3栗 56 石橋 脩亀田 和弘氏 西村 真幸 浦河 高昭牧場 482＋ 41：25．3クビ 8．3

35 メイショウマサヒメ 牝3青鹿 54

51 ▲泉谷 楓真松本 好�氏 本田 優 新ひだか 稲葉牧場 474± 0 〃 クビ 5．4�
24 テイエムクイーン 牝3鹿 54 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 北星村田牧場 478＋121：25．4
 87．4
12 バーニングソウル 牝3芦 54 太宰 啓介服部 新平氏 谷 潔 浦河 �川フアーム 426＋101：25．61	 20．7�
23 クリノイコライザー 牡3栗 56 川島 信二栗本 博晴氏 中尾 秀正 日高 日西牧場 454＋ 21：25．81
 7．4�
815 ラルゲッツァ 牝3栗 54 藤井勘一郎 �社台レースホース平田 修 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462－ 61：26．01 58．6�
48 � フラミンゴフライト 牝3芦 54 浜中 俊吉田 千津氏 吉村 圭司 米

Joanne R. Mum-
mert & John C.
Barrett Jr.

480－10 〃 ハナ 12．6�
36 ナ ム ラ ボ ス 牡3鹿 56 川須 栄彦奈村 睦弘氏 羽月 友彦 浦河 中島牧場 456＋ 21：26．74 38．5�
816 コードジェニック 牡3鹿 56 松若 風馬水上 行雄氏 杉山 晴紀 浦河 笠松牧場 500＋101：27．12
 53．1�
47 ラブリーハッチ 牝3栗 54 大野 拓弥濵田 吉通氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 472－ 11：28．9大差 65．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，895，000円 複勝： 61，188，600円 枠連： 13，259，400円
馬連： 80，198，200円 馬単： 29，323，500円 ワイド： 66，596，100円
3連複： 120，976，300円 3連単： 117，241，400円 計： 530，678，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 230円 � 3，660円 � 5，000円 枠 連（6－7） 1，650円

馬 連 �� 28，890円 馬 単 �� 44，600円

ワ イ ド �� 6，650円 �� 9，570円 �� 117，910円

3 連 複 ��� 672，090円 3 連 単 ��� 3，035，710円

票 数

単勝票数 計 418950 的中 � 71245（2番人気）
複勝票数 計 611886 的中 � 89973（3番人気）� 3831（15番人気）� 2792（16番人気）
枠連票数 計 132594 的中 （6－7） 6210（7番人気）
馬連票数 計 801982 的中 �� 2151（56番人気）
馬単票数 計 293235 的中 �� 493（98番人気）
ワイド票数 計 665961 的中 �� 2597（54番人気）�� 1799（65番人気）�� 145（120番人気）
3連複票数 計1209763 的中 ��� 135（459番人気）
3連単票数 計1172414 的中 ��� 28（2408番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．6―12．3―12．4―12．0―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．1―34．7―47．0―59．4―1：11．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テンテキセンセキ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2019．11．16 京都2着

2017．5．20生 牡3黒鹿 母 プレシャスドロップ 母母 ザラストドロップ 6戦2勝 賞金 19，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラブリーハッチ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年5月19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） 6頭 イサチルサターン号・サンビースト号・ダイシンイナリ号・ハリーバローズ号・メイショウカムロ号・

メートルムナール号

09090 4月19日 曇 良 （2阪神2） 第8日 第6競走 ��
��2，000�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
1：57．2
1：56．1

良
良

55 ル リ ア ン 牡3鹿 56 川田 将雅 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 514－ 62：01．6 1．5�
88 オールザワールド 牡3鹿 56 藤岡 佑介前田 晋二氏 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 466－ 42：01．91� 7．7�
11 サトノパシュート 牡3黒鹿56 浜中 俊 �サトミホースカンパニー 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 468＋ 2 〃 クビ 7．5�
44 ナリタブレード 牡3黒鹿56 三浦 皇成�オースミ 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 500－ 22：02．11 5．5�
33 ウインベイランダー 牡3芦 56 幸 英明�ウイン 寺島 良 新冠 コスモヴューファーム 482＋ 2 〃 クビ 15．7	
22 メ ラ ー キ 牡3青鹿56 石橋 脩大塚 亮一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 460－ 22：02．95 14．4

77 シゲルタイヨウ 牡3黒鹿 56

53 ▲泉谷 楓真森中 蕃氏 千田 輝彦 浦河 アイオイファーム 472± 02：03．64 110．9�
66 カルテベイビー 牝3鹿 54 藤井勘一郎大塚Ry’sCLUB 浅見 秀一 浦河 杵臼牧場 438－102：04．77 166．2�

（8頭）

売 得 金
単勝： 38，196，200円 複勝： 112，171，600円 枠連： 発売なし
馬連： 46，957，600円 馬単： 35，086，200円 ワイド： 33，485，000円
3連複： 56，155，500円 3連単： 175，944，900円 計： 497，997，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 140円 � 150円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 570円

ワ イ ド �� 200円 �� 220円 �� 550円

3 連 複 ��� 970円 3 連 単 ��� 2，160円

票 数

単勝票数 計 381962 的中 � 201726（1番人気）
複勝票数 計1121716 的中 � 868658（1番人気）� 58054（3番人気）� 49954（4番人気）
馬連票数 計 469576 的中 �� 70692（2番人気）
馬単票数 計 350862 的中 �� 45995（2番人気）
ワイド票数 計 334850 的中 �� 46434（2番人気）�� 41828（3番人気）�� 12584（8番人気）
3連複票数 計 561555 的中 ��� 43220（4番人気）
3連単票数 計1759449 的中 ��� 58858（6番人気）

ハロンタイム 13．1―11．7―12．5―12．3―12．6―12．3―11．9―11．9―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―24．8―37．3―49．6―1：02．2―1：14．5―1：26．4―1：38．3―1：49．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．1―3F35．2
1
3
3－5，6（2，4）－（1，8）－7
3－5（1，2）4，8，6－7

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

勝馬の
紹 介

ル リ ア ン 
�
父 キ ズ ナ 

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2019．7．7 中京2着

2017．3．29生 牡3鹿 母 フレンチバレリーナ 母母 バレークイーン 3戦2勝 賞金 15，200，000円
※シゲルタイヨウ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



09091 4月19日 曇 重 （2阪神2） 第8日 第7競走 ��1，200�4歳以上1勝クラス
発走13時15分 （ダート・右）（500万円以下）

牝；負担重量は，55�
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
1：08．8
1：08．7

重
重

713 カクテルドレス 牝5芦 55 三浦 皇成 Him Rock Racing
ホールディングス� 佐々木晶三 日高 槇本牧場 486± 01：11．9 12．1�

510 ヘ ル メ ッ ト 牝4栗 55 浜中 俊�飛野牧場 岡田 稲男 新ひだか 飛野牧場 514－ 41：12．0� 1．5�
48 � ルナエスメラルダ 牝4栗 55 大野 拓弥ライオンレースホース� 高柳 大輔 浦河 浦河日成牧場 418－ 41：12．21 46．4�
815 ナムラマッチェリ 牝4栗 55 幸 英明奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 浦河 桑田 正己 470＋ 81：12．3� 19．1�
23 � クリノカサット 牝5栗 55 秋山真一郎栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 468＋ 81：12．4� 32．3	
12 タッチアコード 牝5芦 55 荻野 琢真 �サンデーレーシング 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 484－ 4 〃 クビ 101．2

612 ミヤラビランド 牝6鹿 55 国分 恭介石瀬 浩三氏 大根田裕之 新冠 競優牧場 472＋141：12．71� 63．0�
611� ラブリースパイス 牝6栗 55

54 ☆岩田 望来前田 幸治氏 北出 成人 新冠 平山牧場 434＋ 4 〃 アタマ 25．9�
816� ソ ル フ ァ 牝5鹿 55 松若 風馬 �ロードホースクラブ 長谷川浩大 新ひだか ケイアイファーム 508＋12 〃 ハナ 15．5
59 タガノブディーノ 牝5栗 55 藤岡 佑介八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 492－ 21：13．12� 22．7�
714 メイショウコミチ 牝4鹿 55

52 ▲泉谷 楓真松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 448－ 2 〃 ハナ 9．3�
47 キララアモーレ 牝4栗 55 川須 栄彦吉澤 克己氏 今野 貞一 浦河 辻 牧場 476± 01：13．2クビ 16．0�
24 メイショウヤワラギ 牝4鹿 55 石橋 脩松本 好�氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 464± 01：13．41	 42．5�
35 シェルトファータ 牝4栗 55 坂井 瑠星水谷 昌晃氏 高柳 大輔 新冠 森永 聡 428＋ 51：13．72 148．7�
36 テイエムストーン 牝4鹿 55 藤井勘一郎竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか チャンピオンズファーム 486＋141：14．23 127．0�
11 コパノジョウオー 牝4栗 55 小崎 綾也小林 祥晃氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 498＋ 21：14．3クビ 19．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，068，700円 複勝： 80，161，700円 枠連： 14，233，700円
馬連： 70，342，000円 馬単： 41，271，100円 ワイド： 62，619，600円
3連複： 115，097，000円 3連単： 142，796，800円 計： 561，590，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，210円 複 勝 � 260円 � 110円 � 690円 枠 連（5－7） 410円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 2，910円

ワ イ ド �� 420円 �� 5，520円 �� 1，410円

3 連 複 ��� 11，560円 3 連 単 ��� 81，380円

票 数

単勝票数 計 350687 的中 � 23181（3番人気）
複勝票数 計 801617 的中 � 41778（4番人気）� 459342（1番人気）� 12506（12番人気）
枠連票数 計 142337 的中 （5－7） 26724（1番人気）
馬連票数 計 703420 的中 �� 65499（1番人気）
馬単票数 計 412711 的中 �� 10606（11番人気）
ワイド票数 計 626196 的中 �� 42389（1番人気）�� 2706（61番人気）�� 10985（11番人気）
3連複票数 計1150970 的中 ��� 7462（44番人気）
3連単票数 計1427968 的中 ��� 1272（246番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―12．0―11．8―11．8―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．6―35．6―47．4―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カクテルドレス �
�
父 リーチザクラウン �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2017．6．18 阪神6着

2015．5．14生 牝5芦 母 ビックセイラー 母母 フライバイペガサス 22戦2勝 賞金 31，350，000円
〔騎手変更〕 メイショウヤワラギ号の騎手北村宏司は，負傷のため石橋脩に変更。
〔その他〕 ソルファ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ソルファ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和2年5月19日まで出走できない。

09092 4月19日 曇 良 （2阪神2） 第8日 第8競走 ��
��2，200�4歳以上1勝クラス

発走13時45分 （500万円以下） （芝・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
2：10．1
2：09．7

良
良

66 � ジンゴイスト 牡5青鹿57 坂井 瑠星 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B494－ 22：15．7 5．2�
22 ハ ナ ソ メ イ 牝5黒鹿55 小崎 綾也林 瑛子氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 434－ 62：16．12	 61．2�
33 レッドエンヴィー 牡4鹿 57 川田 将雅 �東京ホースレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B486－ 62：16．2	 2．2�
88 スカーフェイス 牡4鹿 57 藤岡 佑介�グランド牧場 橋田 満 新ひだか グランド牧場 440－ 42：17．05 2．9�
77 � スプリングボックス 牡6黒鹿 57

56 ☆岩田 望来	田 昌久氏 寺島 良 日高 出口牧場 492＋ 22：17．1
 8．4

55 ヤマカツシシマル 牡4青鹿57 藤井勘一郎山田 和夫氏 谷 潔 新ひだか 岡田牧場 492＋ 82：17．41
 13．3�
44 � ディープスピリッツ 牡6鹿 57 太宰 啓介菅原 広隆氏 羽月 友彦 新ひだか 上村 清志 476＋ 42：18．03	 51．2�
11 サウンドテーブル 牡6黒鹿57 水口 優也山上 和良氏 田所 秀孝 新ひだか 金 球美 B510＋102：18．42	 17．3

（8頭）

売 得 金
単勝： 35，923，100円 複勝： 35，080，200円 枠連： 発売なし
馬連： 55，205，200円 馬単： 31，360，200円 ワイド： 37，358，500円
3連複： 66，192，900円 3連単： 159，645，400円 計： 420，765，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 160円 � 610円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 10，940円 馬 単 �� 17，050円

ワ イ ド �� 2，200円 �� 260円 �� 800円

3 連 複 ��� 4，140円 3 連 単 ��� 49，970円

票 数

単勝票数 計 359231 的中 � 54345（3番人気）
複勝票数 計 350802 的中 � 48876（3番人気）� 7741（8番人気）� 137640（1番人気）
馬連票数 計 552052 的中 �� 3909（21番人気）
馬単票数 計 313602 的中 �� 1379（37番人気）
ワイド票数 計 373585 的中 �� 3815（21番人気）�� 44373（2番人気）�� 11169（12番人気）
3連複票数 計 661929 的中 ��� 11979（16番人気）
3連単票数 計1596454 的中 ��� 2316（130番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．9―24．5―37．0―50．7―1：03．6―1：16．3―1：28．9―1：40．4―1：51．9―2：03．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．8―3F35．3
1
3
6（2，1）－5，3，4（7，8）・（6，1）2－3，5，8（7，4）

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

勝馬の
紹 介

�ジンゴイスト �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Storm Cat

2015．2．28生 牡5青鹿 母 ラヴズオンリーミー 母母 Monevassia 13戦1勝 賞金 23，752，000円
初出走 JRA



09093 4月19日 曇 良 （2阪神2） 第8日 第9競走 ��
��1，400�

さ ん よ う

山 陽 特 別
発走14時15分 （芝・右）
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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．3
1：19．0

良
良

55 イーサンパンサー 牡4栗 57 古川 吉洋国本 勇氏 昆 貢 浦河 東栄牧場 466＋ 41：21．0 2．3�
78 ヘブンリーデイズ 牡5鹿 57 川田 将雅 �サンデーレーシング 吉岡 辰弥 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456＋ 21：21．63� 11．6�
810 カーサデルシエロ 牝5黒鹿55 藤岡 佑介下河辺俊行氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 438± 01：21．7� 8．5�
66 シュバルツボンバー 牡5鹿 57 松田 大作�桑田牧場 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 520－10 〃 クビ 13．4�
44 	 マジックバローズ 牡5鹿 57 浜中 俊猪熊 広次氏 清水 久詞 日高 下河辺牧場 456－ 41：21．8� 3．6�
67 ナイトバナレット 牡6芦 57 坂井 瑠星 �シルクレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492＋ 4 〃 ハナ 16．5	
811 ヤマニンペダラーダ 牡6黒鹿57 岩田 望来土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 482－ 41：21．9クビ 8．0

79 パッションチカ 牝6鹿 55 加藤 祥太冨沢 敦子氏 田所 秀孝 浦河 浦河小林牧場 442＋ 81：22．0
 230．1�
11 コパノピエール 牡6鹿 57 川須 栄彦小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 502＋ 41：22．31
 15．3�
22 ディアボレット 牝5栗 55 松若 風馬協栄 加用 正 日高 タバタファーム 470＋ 41：22．51� 59．9�
33 ラニカイサンデー 牡6鹿 57 国分 恭介横瀬 兼二氏 池添 兼雄 新冠 対馬 正 474－ 21：23．03 175．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 40，964，500円 複勝： 55，167，400円 枠連： 14，518，500円
馬連： 84，799，300円 馬単： 35，068，100円 ワイド： 54，898，100円
3連複： 121，171，500円 3連単： 166，646，700円 計： 573，234，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 290円 � 220円 枠 連（5－7） 1，800円

馬 連 �� 1，560円 馬 単 �� 2，550円

ワ イ ド �� 670円 �� 430円 �� 1，390円

3 連 複 ��� 4，460円 3 連 単 ��� 17，640円

票 数

単勝票数 計 409645 的中 � 139026（1番人気）
複勝票数 計 551674 的中 � 154996（1番人気）� 37149（7番人気）� 56906（4番人気）
枠連票数 計 145185 的中 （5－7） 6248（7番人気）
馬連票数 計 847993 的中 �� 41914（6番人気）
馬単票数 計 350681 的中 �� 10310（8番人気）
ワイド票数 計 548981 的中 �� 20988（8番人気）�� 34728（4番人気）�� 9520（15番人気）
3連複票数 計1211715 的中 ��� 20351（12番人気）
3連単票数 計1666467 的中 ��� 6848（52番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．1―11．2―11．4―11．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．4―34．5―45．7―57．1―1：08．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イーサンパンサー �
�
父 スズカフェニックス �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2018．6．24 函館2着

2016．3．20生 牡4栗 母 レアシルウィア 母母 フミノアミューズ 14戦3勝 賞金 56，000，000円
〔騎手変更〕 ヘブンリーデイズ号の騎手北村宏司は，負傷のため川田将雅に変更。

09094 4月19日 曇 良 （2阪神2） 第8日 第10競走 ��
��2，400�

みどうすじ

御堂筋ステークス
発走14時50分 （芝・右・外）
4歳以上，3勝クラス（1600万円以下）；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 168，000円 48，000円 24，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．1
2：20．6

良
良

22 バラックパリンカ 牡4黒鹿57 藤岡 佑介 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 444± 02：26．7 6．1�
55 � ツーエムアロンソ 牡4鹿 57 石橋 脩村上 憲政氏 本田 優 浦河 鳥井 征士 528－ 22：26．91	 6．4�
11 ショウリュウイクゾ 牡4栗 57 川田 将雅上田 芳枝氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム B500± 0 〃 クビ 3．8�
88 マスターコード 牡6黒鹿57 幸 英明�G1レーシング 吉村 圭司 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466－102：27．64 20．1�
66 シルヴァーソニック 牡4芦 57 藤井勘一郎 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 448＋ 82：27．91
 5．7	
77 バイマイサイド 牡5栗 57 浜中 俊�G1レーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム 470－ 82：28．53� 2．4

44 キーフラッシュ 牡5栗 57 岩田 望来北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 浜口牧場 496＋ 22：29．24 46．0�
33 マイハートビート 牡5鹿 57 三浦 皇成三田 昌宏氏 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 458± 02：30．26 33．7�

（8頭）

売 得 金
単勝： 54，658，500円 複勝： 58，490，800円 枠連： 発売なし
馬連： 104，421，700円 馬単： 43，452，600円 ワイド： 54，543，800円
3連複： 114，128，900円 3連単： 220，831，600円 計： 650，527，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 160円 � 200円 � 150円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，590円 馬 単 �� 3，340円

ワ イ ド �� 510円 �� 360円 �� 460円

3 連 複 ��� 1，910円 3 連 単 ��� 13，220円

票 数

単勝票数 計 546585 的中 � 70695（4番人気）
複勝票数 計 584908 的中 � 92807（3番人気）� 66260（5番人気）� 116118（2番人気）
馬連票数 計1044217 的中 �� 50800（9番人気）
馬単票数 計 434526 的中 �� 9748（18番人気）
ワイド票数 計 545438 的中 �� 26476（9番人気）�� 40424（4番人気）�� 29900（8番人気）
3連複票数 計1141289 的中 ��� 44770（9番人気）
3連単票数 計2208316 的中 ��� 12109（63番人気）

ハロンタイム 12．8―11．8―13．3―12．8―12．7―12．9―12．3―12．2―11．5―10．8―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．8―24．6―37．9―50．7―1：03．4―1：16．3―1：28．6―1：40．8―1：52．3―2：03．1―2：14．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F45．9―3F34．4
1
3
2，4－5－1，6－（3，7）＝8
2，4（1，5）（3，6，7）－8

2
4
2，4－5－1－6（3，7）－8
2，5（1，4，7）（6，8）3

勝馬の
紹 介

バラックパリンカ 
�
父 ノヴェリスト 

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2018．9．9 阪神2着

2016．4．21生 牡4黒鹿 母 アプリコットフィズ 母母 マンハッタンフィズ 14戦4勝 賞金 76，222，000円
〔騎手変更〕 マイハートビート号の騎手北村宏司は，負傷のため三浦皇成に変更。

１レース目



09095 4月19日 曇 稍重 （2阪神2） 第8日 第11競走 ��
��1，800�第25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，31．4．13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，31．4．12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 567，000円 162，000円 81，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

48 ウェスタールンド �8栗 56 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 480－ 51：49．8 7．5�
611 アナザートゥルース �6栗 58 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 B484＋ 11：50．11	 15．8�
24 クリンチャー 牡6鹿 57 石橋 脩前田 幸治氏 宮本 博 新冠 平山牧場 490－ 2 〃 ハナ 4．9�
815 リワードアンヴァル 牡4栗 56 三浦 皇成宮﨑 冴子氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社

リワード 510± 0 〃 ハナ 14．6�
59 コマビショウ 牡5黒鹿56 松若 風馬小林 一成氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 498＋ 21：50．2	 77．6	
510 サトノプライム 牡6鹿 56 古川 吉洋 �サトミホースカンパニー 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 496－ 61：50．62
 353．2

36 アングライフェン 牡8鹿 56 藤井勘一郎前田 幸治氏 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 492－ 1 〃 クビ 40．6�
23 ロードゴラッソ 牡5青 57 浜中 俊 �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 474＋ 21：50．7	 9．2�
714 メイショウスミトモ 牡9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± 01：51．01	 562．6
612 モズアトラクション 牡6栗 57 幸 英明 �キャピタル・システム 松下 武士 新ひだか 築紫 洋 500＋ 6 〃 ハナ 50．6�
713 ナムラアラシ 牡7鹿 56 坂井 瑠星奈村 信重氏 牧田 和弥 日高 いとう牧場 528－ 61：51．1	 135．2�
11 ノーブルサターン 牡6黒鹿56 高倉 稜吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新冠 ハシモトフアーム B504＋ 21：51．52
 407．3�
12 ワイルドカード 牡6鹿 56 岩田 望来ゴドルフィン 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 546－ 81：51．6クビ 28．9�
47 ベストタッチダウン 牡4鹿 56 川田 将雅 �社台レースホース橋口 慎介 千歳 社台ファーム 498± 01：52．34 2．0�
35 ルールソヴァール �8栗 56 松田 大作 �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 B502－ 41：52．62 368．8�
816 メイショウワザシ 牡5栗 56 秋山真一郎松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 544＋ 41：52．81� 14．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 135，044，400円 複勝： 137，765，500円 枠連： 59，006，900円
馬連： 361，648，500円 馬単： 147，982，600円 ワイド： 211，105，500円
3連複： 636，767，100円 3連単： 831，719，000円 計： 2，521，039，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 270円 � 450円 � 170円 枠 連（4－6） 1，140円

馬 連 �� 3，930円 馬 単 �� 7，820円

ワ イ ド �� 1，210円 �� 490円 �� 990円

3 連 複 ��� 4，660円 3 連 単 ��� 30，410円

票 数

単勝票数 計1350444 的中 � 142661（3番人気）
複勝票数 計1377655 的中 � 128431（3番人気）� 64645（7番人気）� 263443（2番人気）
枠連票数 計 590069 的中 （4－6） 40011（4番人気）
馬連票数 計3616485 的中 �� 71213（15番人気）
馬単票数 計1479826 的中 �� 14181（27番人気）
ワイド票数 計2111055 的中 �� 43202（14番人気）�� 117430（2番人気）�� 53538（10番人気）
3連複票数 計6367671 的中 ��� 102364（13番人気）
3連単票数 計8317190 的中 ��� 19827（95番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―13．1―12．3―12．2―12．1―12．0―11．9―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．5―36．6―48．9―1：01．1―1：13．2―1：25．2―1：37．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウェスタールンド �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Marquetry デビュー 2014．8．24 札幌5着

2012．2．11生 �8栗 母 ユーアンミー 母母 Archimillionnaire 29戦6勝 賞金 186，205，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔騎手変更〕 ワイルドカード号の騎手北村宏司は，負傷のため岩田望来に変更。
〔制裁〕 ルールソヴァール号の騎手松田大作は，1コーナー手前で内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：3番・2

番）
※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 エイコーン号・カフェリュウジン号

09096 4月19日 曇 稍重 （2阪神2） 第8日 第12競走 ��
��1，200�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
1：08．8
1：08．7

重
重

816 プリカジュール 牝4鹿 55 川須 栄彦�ノースヒルズ 寺島 良 新冠 株式会社
ノースヒルズ B512± 01：11．2 63．4�

714 タイセイビルダー 牡4栗 57 坂井 瑠星田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B510－10 〃 アタマ 8．1�
59 アッティーヴォ 牡6栗 57 秋山真一郎奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 大典牧場 468＋ 2 〃 アタマ 3．7�
11 アストロノーティカ 牡6鹿 57 浜中 俊ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 502－ 41：11．3� 8．2�
24 パ ド カ ト ル 牡4鹿 57 藤井勘一郎今村 明浩氏 野中 賢二 新ひだか 山際牧場 468± 01：11．4� 7．0�
35 デンコウハピネス 牝4黒鹿55 藤岡 佑介田中 康弘氏 坂口 智康 新冠 村上 欽哉 440＋ 21：11．5� 43．3	
36 	 メイショウヒボタン 牝6栗 55 国分 恭介松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 村中牧場 452－ 4 〃 クビ 50．0

815 パワフルヒロコ 牝6黒鹿55 高倉 稜三宅 勝俊氏 飯田 雄三 浦河 丸幸小林牧場 450＋ 41：11．71 80．4�
23 ボナヴィーゴ 牡5黒鹿 57

54 ▲泉谷 楓真吉田 和美氏 吉岡 辰弥 安平 ノーザンファーム 500－ 61：11．91
 5．5�
612 クインズマラクータ 牡6栗 57 岩崎 翼亀田 和弘氏 新谷 功一 新冠 新冠橋本牧場 B508＋ 41：12．75 26．0
47 	 デスパシート 牝4青鹿 55

54 ☆岩田 望来�坂東牧場 武 幸四郎 平取 坂東牧場 442－111：13．02 35．2�
48 ド ゥ リ ト ル 牡5黒鹿57 小崎 綾也大林 一彦氏 村山 明 洞�湖 レイクヴィラファーム B500± 0 〃 クビ 256．4�
611 タイガーアチーヴ 牡4鹿 57 太宰 啓介伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 浦河 �川 啓一 470± 01：13．1クビ 197．6�
12 セトノシャトル 牡5栗 57 幸 英明�アスール 鈴木 孝志 日高 滝本 健二 B526－ 61：13．31
 5．6�
510 サンライズチャージ 牡6鹿 57 松田 大作松岡 隆雄氏 平田 修 浦河 梅田牧場 506－ 4 （競走中止） 74．3�
713	 モ ハ ー 牝6栗 55 松若 風馬北山 敏�氏 上村 洋行 浦河 ヒダカフアーム 504＋ 2 （競走中止） 12．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 67，920，600円 複勝： 94，012，300円 枠連： 37，810，800円
馬連： 169，631，800円 馬単： 59，120，600円 ワイド： 120，206，300円
3連複： 279，750，800円 3連単： 313，313，400円 計： 1，141，766，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，340円 複 勝 � 1，190円 � 290円 � 170円 枠 連（7－8） 5，390円

馬 連 �� 20，700円 馬 単 �� 51，490円

ワ イ ド �� 5，220円 �� 3，430円 �� 580円

3 連 複 ��� 20，920円 3 連 単 ��� 224，900円

票 数

単勝票数 計 679206 的中 � 8558（12番人気）
複勝票数 計 940123 的中 � 15777（13番人気）� 82987（6番人気）� 184402（1番人気）
枠連票数 計 378108 的中 （7－8） 5435（19番人気）
馬連票数 計1696318 的中 �� 6349（51番人気）
馬単票数 計 591206 的中 �� 861（119番人気）
ワイド票数 計1202063 的中 �� 5676（53番人気）�� 8704（35番人気）�� 57255（4番人気）
3連複票数 計2797508 的中 ��� 10026（60番人気）
3連単票数 計3133134 的中 ��� 1010（630番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．4―11．5―12．1―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．0―34．4―45．9―58．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プリカジュール �
�
父 アーネストリー �

�
母父 Victory Gallop デビュー 2018．10．7 京都6着

2016．4．18生 牝4鹿 母 シャインリザルト 母母 Princess Patti 12戦3勝 賞金 28，100，000円
〔競走中止〕 サンライズチャージ号・モハー号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※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） 2頭 バルコラベーロ号・ライブリテックス号
（非抽選馬） 2頭 カバトット号・サンライズフルメン号

４レース目



（2阪神2）第8日 4月19日（日曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 165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

247，320，000円
8，020，000円
27，780，000円
1，420，000円
29，220，000円
68，677，500円
4，809，500円
1，584，000円

勝馬投票券売得金
569，324，900円
828，920，500円
177，514，700円
1，170，861，500円
511，934，300円
806，250，600円
1，820，436，400円
2，455，985，100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 8，341，228，000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8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。



令和2年度 第2回阪神競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，331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

2，326，100，000円
33，460，000円
213，750，000円
52，180，000円
281，240，000円
4，000，000円
555，737，000円
40，164，500円
12，777，600円

勝馬投票券売得金
5，825，097，000円
7，821，658，500円
1，940，298，200円
12，542，568，400円
5，244，138，200円
8，448，626，300円
19，339，477，800円
27，216，748，600円
1，246，374，800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 89，624，987，800円

総入場延人員 0名 （有料入場延人員 0名）

特 記 事 項
第 2回阪神競馬は，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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