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09085 4月18日 晴 重 （3阪神2） 第8日 第1競走 ��1，200�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 1，650，000
1，650，000

円
円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．5

重
重

35 テンシノエア 牝3鹿 54 藤岡 康太�浜本牧場 小林 真也 日高 浜本牧場 432＋ 81：12．0 15．3�
612 タガノマーチ 牝3黒鹿54 団野 大成八木 良司氏 荒川 義之 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 442＋ 2 〃 クビ 3．5�
714 ロードサージュ 牡3栗 56 石川裕紀人 �ロードホースクラブ 庄野 靖志 新ひだか ケイアイファーム 440＋ 2 〃 同着 6．1�
713 ジュンワンポイント 牝3鹿 54

51 ▲松本 大輝河合 純二氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 428± 01：12．42� 14．3�
48 ケ イ セ ブ ン 牡3鹿 56 和田 竜二武田 敏也氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 420－ 81：13．03� 3．3	
59 クインズミント 牝3鹿 54 藤懸 貴志 �ケイアイスタリオン 新谷 功一 新冠 新冠橋本牧場 458－ 41：13．21� 31．0

611 ム エ ッ ク ス 牡3栗 56 幸 英明中辻 明氏 大根田裕之 日高 碧雲牧場 516 ― 〃 クビ 16．1�
47 ツイスタンシャウツ 牡3鹿 56 川又 賢治薪浦 亨氏 角田 晃一 新ひだか 高橋 修 486－ 61：13．62� 56．4�
816 ミラコロヴェルデ 牝3黒鹿54 小崎 綾也 �グリーンファーム西村 真幸 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 430± 01：14．23� 15．9
815 ハイフォース 牡3栗 56 岩田 康誠�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 452± 01：14．3� 88．2�
12 クリノバラライカ 牡3栗 56 和田 翼栗本 博晴氏 南井 克巳 青森 諏訪牧場 514－ 81：14．4クビ 9．7�
23 ニホンピロラブリー 牝3青鹿 54

51 ▲服部 寿希小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 460－18 〃 アタマ 170．3�
24 ニホンピロケープ 牝3栗 54 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 平取 稲原牧場 444＋ 61：14．5� 112．9�
36 アイファーラクーン 牝3鹿 54 国分 優作中島 稔氏 服部 利之 日高 株式会社

アースファーム 438－ 41：14．6� 263．1�
11 ケ イ カ イ 牡3黒鹿 56

53 ▲角田 大和朽名 誠氏 千田 輝彦 日高 鹿戸 和幸 496＋ 61：15．66 17．8�
510 マスクトライ �3鹿 56 古川 吉洋萬納寺聖仁氏 松永 昌博 浦河 木村牧場 454－ 81：16．02� 248．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，462，600円 複勝： 32，183，500円 枠連： 8，961，300円
馬連： 45，459，300円 馬単： 19，413，800円 ワイド： 38，203，700円
3連複： 75，028，300円 3連単： 77，437，300円 計： 317，149，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，530円 複 勝 � 350円 �
�

140円
180円 枠 連（3－6）（3－7）

1，420円
1，890円

馬 連 ��
��

1，310円
2，650円 馬 単 ��

��
3，740円
5，660円

ワ イ ド ��
��

970円
1，500円 �� 470円

3 連 複 ��� 5，840円 3 連 単 ���
���

22，490円
25，460円

票 数

単勝票数 計 204626 的中 � 10669（6番人気）
複勝票数 計 321835 的中 � 17928（7番人気）� 71456（2番人気）� 46305（3番人気）
枠連票数 計 89613 的中 （3－6） 2457（10番人気）（3－7） 1823（13番人気）
馬連票数 計 454593 的中 �� 13610（11番人気）�� 6542（21番人気）
馬単票数 計 194138 的中 �� 1952（28番人気）�� 1280（40番人気）
ワイド票数 計 382037 的中 �� 9884（11番人気）�� 6194（21番人気）�� 22590（3番人気）
3連複票数 計 750283 的中 ��� 9629（16番人気）
3連単票数 計 774373 的中 ��� 1248（136番人気） ��� 1102（154番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―12．0―12．2―11．6―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．5―35．5―47．7―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テンシノエア �
�
父 ディスクリートキャット �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2020．9．21 中京5着

2018．4．25生 牝3鹿 母 エアルーヴル 母母 Chez La Femme 6戦1勝 賞金 6，570，000円
※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 ジュンコーハク号・フィーネ号・フィーリウスワン号・ベイビーアッシュ号・ラブムーン号・ララティーナ号

09086 4月18日 晴 重 （3阪神2） 第8日 第2競走 1，400�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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

24 アルメイダミノル 牡3芦 56 幸 英明吉岡 實氏 北出 成人 洞�湖 レイクヴィラファーム 520－ 41：24．0 3．7�
815 エイシンギアアップ 牡3黒鹿 56

53 ▲松本 大輝�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 504＋ 61：24．21 2．9�
713 ダノンエクレール 牝3芦 54 団野 大成�ダノックス 高橋 康之 新ひだか 千代田牧場 484＋ 61：24．73 10．0�
612 トレサイーユ 牝3鹿 54

51 ▲角田 大和前田 幸治氏 �島 一歩 新冠 株式会社
ノースヒルズ 424＋ 2 〃 クビ 12．1�

510 ラ ン デ ィ ス 牝3栗 54 浜中 俊藤田 好紀氏 畑端 省吾 浦河 ガーベラパー
クスタツド 480＋ 41：25．12� 12．1�

11 ル ー リ ン グ 牡3鹿 56 柴山 雄一�G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム 508－ 81：25．73� 66．1	
12 ラキエスヴィブロ 牡3鹿 56 和田 竜二西浦 和男氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 502－ 2 〃 クビ 50．7

714 バ シ レ ウ ス 牡3鹿 56 藤岡 佑介 �カナヤマホール

ディングス 飯田 祐史 日高 新井 昭二 468± 01：25．8アタマ 3．6�
48 サドルロード �3鹿 56 小崎 綾也 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 524± 01：25．9� 50．2
47 ハットハート 牡3鹿 56 古川 吉洋 MASAレーシング 大根田裕之 浦河 高岸 順一 510 ―1：26．54 204．7�
23 ハンサムハーリー 牡3黒鹿56 松若 風馬藤井聡一郎氏 平田 修 新ひだか チャンピオンズファーム 488＋141：26．71� 115．6�
611 ミ ケ ー レ 牡3青鹿56 太宰 啓介村田 博司氏 飯田 祐史 むかわ 上水牧場 430－ 21：26．8� 145．3�
816 ブートニエール 牡3鹿 56

55 ☆斎藤 新 �社台レースホース橋口 慎介 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 502＋ 41：27．33 96．4�

36 アイファーパンサー 牝3鹿 54
51 ▲服部 寿希中島 稔氏 服部 利之 日高 Wing Farm 408－141：27．72� 172．6�

59 レジーナサンライズ 牝3栗 54 加藤 祥太松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 408－ 41：28．87 540．5�
35 タイガーユニバース 牡3鹿 56 和田 翼伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 浦河 笹島 智則 460 ―1：29．01� 132．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，146，800円 複勝： 46，615，200円 枠連： 10，750，500円
馬連： 62，655，200円 馬単： 26，507，800円 ワイド： 51，284，900円
3連複： 92，112，200円 3連単： 110，100，100円 計： 431，172，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 140円 � 130円 � 220円 枠 連（2－8） 420円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 870円

ワ イ ド �� 260円 �� 790円 �� 740円

3 連 複 ��� 2，030円 3 連 単 ��� 6，950円

票 数

単勝票数 計 311468 的中 � 66931（3番人気）
複勝票数 計 466152 的中 � 93641（3番人気）� 111464（1番人気）� 40169（4番人気）
枠連票数 計 107505 的中 （2－8） 19383（1番人気）
馬連票数 計 626552 的中 �� 131431（1番人気）
馬単票数 計 265078 的中 �� 22810（2番人気）
ワイド票数 計 512849 的中 �� 58989（2番人気）�� 15179（12番人気）�� 16306（10番人気）
3連複票数 計 921122 的中 ��� 34002（6番人気）
3連単票数 計1101001 的中 ��� 11471（18番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．0―34．7―47．0―59．3―1：11．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．3―3F37．0
3 4（10，12）（6，13，15）－（3，14，16）（1，2）－8－11（7，9）－5 4 ・（4，10，12，15）13（6，14）16（3，2）1，8－11－7－9，5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アルメイダミノル �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 メジロベイリー デビュー 2020．9．13 中京8着

2018．3．5生 牡3芦 母 メジロマリアン 母母 メジロサンドラ 5戦1勝 賞金 6，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レジーナサンライズ号・タイガーユニバース号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

令和3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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 ギレルモ号・ジョウショーモード号・ネッダ号

第２回 阪神競馬 第８日



09087 4月18日 晴 稍重 （3阪神2） 第8日 第3競走 ��1，600�3歳未勝利
発走10時55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
1：31．1
1：30．3

良
良

48 スズカトップバゴ 牡3栗 56 川又 賢治永井 啓弍氏 吉村 圭司 新ひだか 真歌田中牧場 456＋ 41：35．1 3．1�
611 マテンロウアレス 牡3鹿 56 横山 典弘寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか タイヘイ牧場 B486＋ 41：35．21 3．4�
715 メイショウミカワ 牡3栗 56 太宰 啓介松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 林 孝輝 480－ 41：35．3� 37．1�
23 メイショウシンタケ 牡3鹿 56 浜中 俊松本 好雄氏 千田 輝彦 浦河 辻 牧場 456－ 41：35．4� 14．9�
11 マイネルエニグマ 牡3栗 56 国分 優作 �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 454± 01：35．61 3．4�
47 トレデマンド 牝3鹿 54 石橋 脩 	サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 450± 0 〃 クビ 25．1

24 オーマイリーベ 牝3鹿 54 和田 翼薪浦 亨氏 石橋 守 新冠 松浦牧場 460－ 2 〃 ハナ 52．9�
35 ホウオウナビゲータ 牡3黒鹿56 藤岡 康太小笹 芳央氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 516± 0 〃 同着 64．6�
510 シゲルカイチョウ 牡3栗 56 川須 栄彦森中 蕃氏 鈴木 孝志 新ひだか 下屋敷牧場 460－121：35．7クビ 189．7
713 トレンチタウン 牡3鹿 56 国分 恭介 �ニッシンホール

ディングス 森田 直行 新ひだか チャンピオンズファーム 472± 0 〃 アタマ 372．9�
816 デスティノアーラ 牝3鹿 54 内田 博幸 	キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 430＋ 4 〃 アタマ 10．5�
612 セ ラ ヴ ィ ー 牝3鹿 54 丸山 元気�フクキタル �島 一歩 新冠 パカパカ

ファーム 410＋ 41：35．8アタマ 21．9�
12 ア ラ ハ バ キ 牡3鹿 56 古川 吉洋 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 田中 克典 日高 長谷川牧場 434± 01：36．01� 208．0�
36 サンライズブルーム 牡3鹿 56

55 ☆斎藤 新松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 460－ 21：36．42� 174．9�
714 トリプルフォー 牝3黒鹿 54

51 ▲角田 大和�ジーホース 矢作 芳人 浦河 谷口牧場 426－ 81：36．93 290．9�
59 エアミアーニ 牡3鹿 56 藤岡 佑介 �ラッキーフィールド笹田 和秀 様似 猿倉牧場 438± 01：37．21� 98．2�
818 ティーストーク 牝3栗 54 松若 風馬水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 462 ―1：38．05 357．8�
817 メイショウマグワシ 牝3鹿 54 岡田 祥嗣松本 好雄氏 藤原 英昭 浦河 斉藤英牧場 390－ 21：38．53 141．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 35，244，700円 複勝： 53，303，100円 枠連： 11，862，100円
馬連： 61，089，400円 馬単： 28，508，000円 ワイド： 57，054，600円
3連複： 98，101，200円 3連単： 109，292，000円 計： 454，455，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 140円 � 530円 枠 連（4－6） 480円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 1，040円

ワ イ ド �� 250円 �� 1，810円 �� 1，460円

3 連 複 ��� 5，720円 3 連 単 ��� 18，420円

票 数

単勝票数 計 352447 的中 � 89460（1番人気）
複勝票数 計 533031 的中 � 114456（2番人気）� 120143（1番人気）� 16471（8番人気）
枠連票数 計 118621 的中 （4－6） 19010（2番人気）
馬連票数 計 610894 的中 �� 86617（3番人気）
馬単票数 計 285080 的中 �� 20487（5番人気）
ワイド票数 計 570546 的中 �� 71227（2番人気）�� 7177（20番人気）�� 8996（17番人気）
3連複票数 計 981012 的中 ��� 12862（16番人気）
3連単票数 計1092920 的中 ��� 4301（50番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．6―34．7―46．6―59．2―1：11．1―1：23．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スズカトップバゴ �
�
父 バ ゴ �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2020．11．8 阪神3着

2018．3．8生 牡3栗 母 マイネマリアンヌ 母母 エアリバティー 5戦1勝 賞金 10，900，000円
〔制裁〕 メイショウミカワ号の騎手太宰啓介は，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）

スズカトップバゴ号の騎手川又賢治は，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：4番）
メイショウシンタケ号の騎手浜中俊は，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：4番）

〔3走成績による出走制限〕 シゲルカイチョウ号・トレンチタウン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3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 シゲルリジチョウ号・ヤマニンミレニアム号
（非抽選馬） 1頭 シテフローラル号

09088 4月18日 晴
（ 芝 ）稍重
（ダート）重 （3阪神2） 第8日 第4競走 2，970�障害4歳以上未勝利

発走11時25分 （芝・ダート）

負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，900，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 790，000円� コースレコード3：15．7良・良

22 � ペ ガ ー ズ 牡7鹿 60 白浜 雄造 �カナヤマホール
ディングス 中尾 秀正 新冠 ヒカル牧場 504－ 63：26．9 1．4�

66 メイショウヤシャ 牡5栗 60 熊沢 重文松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 462－103：27．0� 4．1�
33 ワ ー ウ ル フ 牡4黒鹿59 小野寺祐太窪田 芳郎氏 斉藤 崇史 平取 坂東牧場 464－ 63：27．53 5．8�
44 マグニフィクス �4栗 59 黒岩 悠 �社台レースホース茶木 太樹 千歳 社台ファーム 480± 03：27．82 30．4�
11 クリエイトザライフ �5栗 60 北沢 伸也飯田 正剛氏 吉岡 辰弥 新ひだか 千代田牧場 488± 03：28．11� 10．2	
55 � シゲルアメジスト 牡5鹿 60 草野 太郎森中 蕃氏 石毛 善彦 浦河 王蔵牧場 486－ 63：29．27 65．7

77 � クリノベロニカ 牝5鹿 58 伴 啓太栗本 博晴氏 天間 昭一 新ひだか 平野牧場 454＋ 83：56．0大差 117．8�

（7頭）

売 得 金
単勝： 18，835，800円 複勝： 32，309，700円 枠連： 発売なし
馬連： 23，654，900円 馬単： 20，035，300円 ワイド： 14，460，000円
3連複： 31，927，000円 3連単： 120，011，400円 計： 261，234，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 140円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 220円 馬 単 �� 270円

ワ イ ド �� 120円 �� 160円 �� 230円

3 連 複 ��� 270円 3 連 単 ��� 590円

票 数

単勝票数 計 188358 的中 � 103529（1番人気）
複勝票数 計 323097 的中 � 237311（1番人気）� 33505（2番人気）
馬連票数 計 236549 的中 �� 81180（1番人気）
馬単票数 計 200353 的中 �� 54584（1番人気）
ワイド票数 計 144600 的中 �� 37136（1番人気）�� 22265（2番人気）�� 11925（4番人気）
3連複票数 計 319270 的中 ��� 87091（1番人気）
3連単票数 計1200114 的中 ��� 146391（1番人気）
上り 1マイル 1：47．1 4F 50．4－3F 38．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→	」
�
�
6－1（2，4）－（3，5）＝7
6，1（3，2）（4，5）＝7

�
�
6（2，1）4（3，5）＝7
6（3，1，2）＝5，4＝7

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�ペ ガ ー ズ �

父 スペシャルウィーク �


母父 ムーンバラッド

2014．3．19生 牡7鹿 母 ア オ ゾ ラ 母母 グリーンヒルマック 障害：5戦1勝 賞金 13，100，000円
初出走 JRA

〔その他〕 クリノベロニカ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 クリノベロニカ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年5月18日まで出走できない。

追 加 記 事（第 2回阪神競馬第 7日第 5競走）
〔その他〕　　ラヴィーニア号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕　　ラヴィーニア号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和 3年 5

月17日まで出走できない。



09089 4月18日 曇 重 （3阪神2） 第8日 第5競走 1，800�3歳1勝クラス
発走12時15分 （ダート・右）

牝；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
1：48．5
1：47．6

重
重

714 ベルヴォーグ 牝3鹿 54 幸 英明 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 506＋101：52．4 28．2�
611 リアンクール 牝3鹿 54

53 ☆斎藤 新村上龍太郎氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 468＋ 6 〃 ハナ 7．2�
510 バージョンアップ 牝3栗 54 松若 風馬高橋 宏弥氏 加用 正 新ひだか カタオカフアーム 470± 01：52．5� 89．7�
47 マサハヤサン 牝3鹿 54 和田 竜二中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム B462－ 4 〃 ハナ 6．8�
612 ヤマニンビオローネ 牝3栗 54 内田 博幸土井 肇氏 奥村 豊 新冠 錦岡牧場 474－ 6 〃 クビ 7．9�
24 フラーズダルム 牝3鹿 54 石橋 脩吉田 勝己氏 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 478＋ 61：53．14 9．6	
11 プルモナリア 牝3栗 54 石川裕紀人
ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 平山牧場 450－ 21：53．31� 71．9�
23 クインズバジル 牝3鹿 54 川須 栄彦 
ケイアイスタリオン 梅田 智之 新冠 ハシモトフアーム 462＋ 61：53．4� 16．8�
59 タイセイヴィーナス 牝3鹿 54 古川 吉洋田中 成奉氏 大橋 勇樹 浦河 酒井牧場 462＋ 61：53．61 67．3
35 トップザビル 牝3栗 54 柴山 雄一吉田 千津氏 武 幸四郎 千歳 社台ファーム 424± 0 〃 ハナ 8．9�
815 ラブオブマイライフ 牝3栗 54 団野 大成吉田 千津氏 長谷川浩大 千歳 社台ファーム 458＋121：53．7� 67．1�
36 ジョイフルダンサー 牝3鹿 54 岩田 康誠大塚 亮一氏 北出 成人 新冠 新冠橋本牧場 458＋181：54．76 12．3�
816 マテンロウルビー 牝3鹿 54 藤岡 康太寺田千代乃氏 野中 賢二 安平 ノーザンファーム 440－ 2 〃 クビ 93．3�
48 ナオミゴゼン 牝3黒鹿54 浜中 俊塩澤 正樹氏 寺島 良 洞�湖 レイクヴィラファーム 480＋ 21：55．01� 2．8�
12 バイオレットジンク 牝3青鹿54 中井 裕二�フォーレスト 川村 禎彦 新ひだか 嶋田牧場 506＋121：56．06 229．3�
713 メイショウクシナダ 牝3黒鹿 54

51 ▲角田 大和松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 502＋ 41：56．74 33．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 37，817，600円 複勝： 56，616，200円 枠連： 14，836，400円
馬連： 65，293，100円 馬単： 25，539，100円 ワイド： 59，326，600円
3連複： 103，823，500円 3連単： 107，383，400円 計： 470，635，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，820円 複 勝 � 810円 � 290円 � 1，870円 枠 連（6－7） 2，280円

馬 連 �� 10，020円 馬 単 �� 23，380円

ワ イ ド �� 3，090円 �� 13，640円 �� 5，520円

3 連 複 ��� 147，190円 3 連 単 ��� 763，260円

票 数

単勝票数 計 378176 的中 � 10710（9番人気）
複勝票数 計 566162 的中 � 17379（9番人気）� 60561（3番人気）� 7136（14番人気）
枠連票数 計 148364 的中 （6－7） 5028（9番人気）
馬連票数 計 652931 的中 �� 5048（32番人気）
馬単票数 計 255391 的中 �� 819（79番人気）
ワイド票数 計 593266 的中 �� 5010（32番人気）�� 1113（88番人気）�� 2773（52番人気）
3連複票数 計1038235 的中 ��� 529（294番人気）
3連単票数 計1073834 的中 ��� 102（1596番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．7―36．8―49．1―1：01．0―1：13．2―1：26．4―1：39．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ベルヴォーグ �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2020．8．9 新潟2着

2018．4．4生 牝3鹿 母 ベルスリーブ 母母 バ ー シ ャ 7戦2勝 賞金 15，710，000円

09090 4月18日 曇 稍重 （3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 （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

77 ヴァリアメンテ 牡3青鹿56 藤岡 佑介�G1レーシング 中内田充正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 458－ 22：01．6 2．7�

55 アルバーシャ 牡3栗 56 幸 英明ゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 502＋ 22：01．81� 6．6�

44 レイオブウォーター 牡3青鹿56 浜中 俊大塚 亮一氏 友道 康夫 千歳 社台ファーム 492－ 42：02．22� 2．0�
66 カフジアスール 牡3鹿 56

53 ▲角田 大和加藤 守氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 464－ 22：02．3� 8．9�
33 ブラックラテ 牡3黒鹿56 内田 博幸 �サンデーレーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 478－ 42：02．41 55．6	
22 パ ナ プ リ 牡3黒鹿56 和田 竜二畑佐 博氏 牧田 和弥 日高 石原牧場 442＋ 22：02．61 25．2

11 ショウナンアイビー 牡3鹿 56 藤懸 貴志国本 哲秀氏 清水 久詞 新ひだか 秋田育成牧場 B496－ 22：02．81 11．1�

（7頭）

売 得 金
単勝： 34，091，000円 複勝： 27，276，400円 枠連： 発売なし
馬連： 43，615，400円 馬単： 28，074，300円 ワイド： 30，324，900円
3連複： 54，052，800円 3連単： 156，739，700円 計： 374，174，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 170円 � 290円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 1，780円

ワ イ ド �� 290円 �� 140円 �� 220円

3 連 複 ��� 420円 3 連 単 ��� 3，910円

票 数

単勝票数 計 340910 的中 � 98233（2番人気）
複勝票数 計 272764 的中 � 70726（2番人気）� 31786（4番人気）
馬連票数 計 436154 的中 �� 28233（5番人気）
馬単票数 計 280743 的中 �� 11786（6番人気）
ワイド票数 計 303249 的中 �� 21537（5番人気）�� 69741（1番人気）�� 31971（2番人気）
3連複票数 計 540528 的中 ��� 94651（1番人気）
3連単票数 計1567397 的中 ��� 29052（13番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．3―36．6―48．7―1：01．0―1：13．5―1：25．6―1：37．5―1：49．1

コーナー
通過順位

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

2
4
1＝5，2，7（3，6）4・（1，5）（7，6）（2，4）3

勝馬の
紹 介

ヴァリアメンテ �

父 ドゥラメンテ �


母父 Dynaformer デビュー 2020．12．26 阪神1着

2018．5．6生 牡3青鹿 母 ヴァリディオル 母母 ヴ ァ レ ラ 4戦2勝 賞金 22，344，000円
〔制裁〕 レイオブウォーター号の騎手浜中俊は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番）



09091 4月18日 小雨 重 （3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）

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
1：08．8
1：08．5

重
重

56 � シュアゲイト 牡4鹿 57 国分 恭介 �グリーンファーム宮本 博 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 B502＋ 81：10．9 25．9�

68 スペースクラフト �5芦 57
54 ▲角田 大和 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 492± 01：11．21� 8．6�

55 	 ララクリュサオル 牡5鹿 57 和田 竜二フジイ興産� 辻野 泰之 米 Ranjan
Racing Inc. 506－ 81：11．41 2．3�

（法942）

33 アシャカリアン 牡7栗 57 国分 優作吉冨 学氏 大根田裕之 日高 豊洋牧場 494＋ 61：11．61
 7．6�
710 コ ウ イ チ 牡4芦 57 岩田 康誠桂土地� 庄野 靖志 新冠 森永 聡 498± 01：11．7� 3．3	
812� ルーラーザクイーン 牝4鹿 55 幸 英明サイプレスホール

ディングス合同会社 高橋 康之 浦河 川越ファーム 446± 01：12．01� 53．0

79 	 カ ク シ ン 牡4黒鹿 57

54 ▲松本 大輝風早 信昭氏 森 秀行 米
Thomas Scucci, Renee
Scucci, Dividing Ridge
Farm LLC & Doug Smith

516＋ 41：12．2� 55．6�
67 サンライズミリオン �4黒鹿57 内田 博幸松岡 隆雄氏 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 526＋ 2 〃 クビ 64．9�
11 � ダディーズメジャー 牡4栗 57

56 ☆斎藤 新田島 大史氏 千田 輝彦 むかわ 上水牧場 484－ 51：12．62
 167．4
811	 ジャスパージャガー 牡4栗 57 松若 風馬加藤 和夫氏 森 秀行 米 Relentless

Racing 520－ 21：13．55 174．4�
22 ロードエクスプレス 牡4鹿 57 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 坂口 智康 新ひだか 松田牧場 464－ 2 〃 ハナ 6．1�
44 � フチサンメルチャン 牡4栗 57 小牧 太中西 功氏 服部 利之 日高 増尾牧場 466＋ 41：14．45 69．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 44，921，700円 複勝： 61，666，100円 枠連： 10，221，300円
馬連： 80，011，200円 馬単： 37，634，500円 ワイド： 58，207，800円
3連複： 108，835，100円 3連単： 172，765，800円 計： 574，263，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，590円 複 勝 � 490円 � 290円 � 130円 枠 連（5－6） 650円

馬 連 �� 6，540円 馬 単 �� 17，270円

ワ イ ド �� 1，990円 �� 1，080円 �� 460円

3 連 複 ��� 4，400円 3 連 単 ��� 61，240円

票 数

単勝票数 計 449217 的中 � 13832（6番人気）
複勝票数 計 616661 的中 � 24260（6番人気）� 46095（5番人気）� 170457（1番人気）
枠連票数 計 102213 的中 （5－6） 12089（2番人気）
馬連票数 計 800112 的中 �� 9467（18番人気）
馬単票数 計 376345 的中 �� 1634（38番人気）
ワイド票数 計 582078 的中 �� 7101（20番人気）�� 13528（11番人気）�� 35419（6番人気）
3連複票数 計1088351 的中 ��� 18544（13番人気）
3連単票数 計1727658 的中 ��� 2045（170番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．5―12．0―11．6―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．9―34．4―46．4―58．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�シュアゲイト �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Dehere

2017．4．29生 牡4鹿 母 デフィニット 母母 Hiroo Garden 6戦1勝 賞金 7，600，000円
初出走 JRA

09092 4月18日 小雨 稍重 （3阪神2） 第8日 第8競走 ��2，400�4歳以上1勝クラス
発走13時45分 （芝・右・外）

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
2：24．1
2：20．6

良
良

66 プレイリードリーム 牡5鹿 57 和田 竜二田所 英子氏 安達 昭夫 日高 天羽牧場 458± 02：29．3 4．7�
44 メイショウサンガ 牡4鹿 57 浜中 俊松本 好雄氏 千田 輝彦 浦河 まるとみ冨岡牧場 528－122：29．72� 4．0�
77 ペプチドヒミコ 牝4栗 55 藤岡 佑介沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 470－ 22：30．23 2．1�
33 ロックグラス 牡4鹿 57 団野 大成橋本 謙一氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 468＋ 6 〃 クビ 15．1�
88 ポールトゥウィン 牡4鹿 57 幸 英明 �カナヤマホール

ディングス 田中 克典 浦河 三嶋牧場 512＋ 62：30．41� 5．6�
11 ロ ニ セ ラ 牝4青鹿 55

52 ▲角田 大和前田 葉子氏 高野 友和 新冠 株式会社
ノースヒルズ 450－ 42：30．5� 29．9	

89 フェスティヴスーリ 牡4黒鹿 57
56 ☆斎藤 新臼井義太郎氏 天間 昭一 新ひだか 三木田牧場 474－ 22：31．13� 38．5


55 � イチザティアラ 牝6黒鹿55 小牧 太奈良﨑孝一郎氏 服部 利之 新ひだか 木下牧場 458± 02：31．52� 83．1�
22 ディープサドラーズ �5鹿 57

54 ▲松本 大輝廣崎利洋HD� 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 450－ 42：31．92� 55．6�
（9頭）

売 得 金
単勝： 31，479，300円 複勝： 44，138，100円 枠連： 7，202，700円
馬連： 50，787，200円 馬単： 29，210，300円 ワイド： 40，298，700円
3連複： 69，544，000円 3連単： 143，218，500円 計： 415，878，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 130円 � 130円 � 110円 枠 連（4－6） 1，060円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 2，000円

ワ イ ド �� 260円 �� 170円 �� 170円

3 連 複 ��� 460円 3 連 単 ��� 4，230円

票 数

単勝票数 計 314793 的中 � 53014（3番人気）
複勝票数 計 441381 的中 � 63187（4番人気）� 68053（3番人気）� 176933（1番人気）
枠連票数 計 72027 的中 （4－6） 5236（4番人気）
馬連票数 計 507872 的中 �� 36275（4番人気）
馬単票数 計 292103 的中 �� 10918（8番人気）
ワイド票数 計 402987 的中 �� 33679（4番人気）�� 65739（1番人気）�� 62624（2番人気）
3連複票数 計 695440 的中 ��� 111491（1番人気）
3連単票数 計1432185 的中 ��� 24501（13番人気）

ハロンタイム 13．0―11．7―13．4―13．2―12．8―13．0―12．8―12．7―12．5―11．6―11．0―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．0―24．7―38．1―51．3―1：04．1―1：17．1―1：29．9―1：42．6―1：55．1―2：06．7―2：17．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

プレイリードリーム 
�
父 ドリームジャーニー 

�
母父 メイショウオウドウ デビュー 2019．3．3 阪神12着

2016．3．30生 牡5鹿 母 ザ リ ー ン 母母 カ ー ロ ッ サ 12戦2勝 賞金 21，922，000円



09093 4月18日 曇 稍重 （3阪神2） 第8日 第9競走 ��1，800�
す ま

須 磨 特 別
発走14時15分 （芝・右・外）

4歳以上，2勝クラス；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 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

44 � ロータスランド 牝4鹿 55 藤岡 康太合同会社小林英一
ホールディングス 辻野 泰之 米 Dr. Aaron Sones &

Dr. Naoya Yoshida 462－ 61：48．7 1．4�
11 ジュンライトボルト 牡4鹿 57 浜中 俊河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 480－ 41：48．91� 4．0�
22 イ カ ッ ト 牝4鹿 55 幸 英明吉田 和美氏 上村 洋行 安平 ノーザンファーム 460± 01：49．0� 8．6�
77 シーリアスラブ 牡5鹿 57 中井 裕二吉田 千津氏 杉山 佳明 千歳 社台ファーム 466＋ 6 〃 クビ 13．8�
55 セグレドスペリオル 牡5鹿 57 川又 賢治名古屋友豊� 宮本 博 安平 ノーザンファーム 486± 01：49．2	 33．4�
33 アグネスリバティ 牡8黒鹿57 和田 竜二渡辺公美子氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 496± 01：49．41� 28．3	
66 ラインオブダンス 牝4黒鹿55 団野 大成�G1レーシング 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490－ 61：49．5� 21．8

（7頭）

売 得 金
単勝： 35，078，100円 複勝： 90，145，400円 枠連： 発売なし
馬連： 60，370，800円 馬単： 42，385，300円 ワイド： 38，687，800円
3連複： 75，237，600円 3連単： 259，814，000円 計： 601，719，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 140円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 200円 馬 単 �� 270円

ワ イ ド �� 120円 �� 200円 �� 290円

3 連 複 ��� 380円 3 連 単 ��� 800円

票 数

単勝票数 計 350781 的中 � 197514（1番人気）
複勝票数 計 901454 的中 � 704488（1番人気）� 78410（2番人気）
馬連票数 計 603708 的中 �� 231409（1番人気）
馬単票数 計 423853 的中 �� 117621（1番人気）
ワイド票数 計 386878 的中 �� 105826（1番人気）�� 43856（2番人気）�� 25506（4番人気）
3連複票数 計 752376 的中 ��� 147428（1番人気）
3連単票数 計2598140 的中 ��� 233692（2番人気）

ハロンタイム 13．0―11．6―12．3―12．8―13．1―12．6―11．0―10．8―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．6―36．9―49．7―1：02．8―1：15．4―1：26．4―1：37．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F33．3
3 2，4，1（3，6）－7，5 4 ・（2，4）（1，6）3（7，5）

勝馬の
紹 介

�ロータスランド �
�
父 Point of Entry �

�
母父 Scat Daddy デビュー 2019．9．21 阪神1着

2017．1．31生 牝4鹿 母 Little Miss Muffet 母母 Jenna S. 7戦3勝 賞金 43，364，000円
※出走取消馬 ルヴァン号（疾病〔疝痛〕のため）

09094 4月18日 曇 稍重 （3阪神2） 第8日 第10競走 ��
��1，400�

しんさいばし

心斎橋ステークス
発走14時50分 （芝・右）
4歳以上，3勝クラス；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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．2
1：19．0

良
良

23 エングレーバー 牡5鹿 57 浜中 俊 �キャロットファーム 中内田充正 安平 ノーザンファーム 448－ 61：20．2 9．0�
611 シャイニーロック 牡5鹿 57 松若 風馬小林 昌志氏 佐々木晶三 平取 川向高橋育

成牧場 510－ 21：20．73 13．3�
815 イーサンパンサー 牡5栗 57 古川 吉洋国本 勇氏 昆 貢 浦河 東栄牧場 476＋ 81：21．12� 37．7�
35 ハッシュゴーゴー 牝5鹿 55 太宰 啓介吉田 千津氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 458± 0 〃 アタマ 35．3�
59 トオヤリトセイト 牡5青鹿57 斎藤 新村田 能光氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 486－ 4 〃 クビ 3．9�
22 ビップウインク 牝4青 55 和田 竜二鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 512＋ 81：21．2アタマ 5．1	
47 ルプリュフォール 	5鹿 57 藤岡 佑介名古屋友豊
 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 488＋ 21：21．3
 4．3�
46 レッドクレオス 牡5栗 57 団野 大成 
東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 470－ 61：21．4� 11．2�
713 タガノスカイハイ 牡6鹿 57 角田 大和八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 506＋ 4 〃 クビ 27．8
11 カワキタアジン 牝4鹿 55 加藤 祥太川島 徹郎氏 杉山 晴紀 新冠 川島牧場 492＋ 21：21．5� 10．1�
58 ショウナンパンサー 	5鹿 57 川須 栄彦国本 哲秀氏 梅田 智之 千歳 社台ファーム 494－ 61：21．71� 56．7�
814 ドラグーンシチー 牡6鹿 57 幸 英明 
友駿ホースクラブ 北出 成人 浦河 富田牧場 496＋10 〃 クビ 23．8�
34 ルガーサント 牝4青鹿55 小崎 綾也�ターフ・スポート西村 真幸 浦河 谷川牧場 438＋ 61：22．01� 74．8�
712 メイショウモウコ 牡7栗 57 国分 優作松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 498＋ 21：22．63� 170．5�
610 ナムラムツゴロー 牡6栗 57 中井 裕二奈村 信重氏 長谷川浩大 浦河 谷川牧場 B486－ 21：25．7大差 35．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 48，100，500円 複勝： 71，820，200円 枠連： 25，265，600円
馬連： 135，188，400円 馬単： 47，486，100円 ワイド： 89，893，700円
3連複： 203，757，200円 3連単： 228，539，600円 計： 850，051，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 340円 � 410円 � 940円 枠 連（2－6） 1，670円

馬 連 �� 5，660円 馬 単 �� 11，060円

ワ イ ド �� 1，960円 �� 4，030円 �� 5，300円

3 連 複 ��� 53，540円 3 連 単 ��� 233，690円

票 数

単勝票数 計 481005 的中 � 42486（4番人気）
複勝票数 計 718202 的中 � 60289（5番人気）� 47656（7番人気）� 18276（11番人気）
枠連票数 計 252656 的中 （2－6） 11692（7番人気）
馬連票数 計1351884 的中 �� 18484（21番人気）
馬単票数 計 474861 的中 �� 3219（43番人気）
ワイド票数 計 898937 的中 �� 12024（21番人気）�� 5718（46番人気）�� 4335（52番人気）
3連複票数 計2037572 的中 ��� 2854（154番人気）
3連単票数 計2285396 的中 ��� 709（691番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．8―33．7―44．8―56．3―1：08．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F35．4
3 ・（10，11）－（2，14）（1，4）3，5（8，6）13（12，15）－9－7 4 11（10，2，14）（1，4）3（8，5）（13，6）15，12，9，7

勝馬の
紹 介

エングレーバー �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2018．10．7 京都1着

2016．2．26生 牡5鹿 母 マルティンスターク 母母 ラ テ ル ネ 12戦4勝 賞金 71，219，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナムラムツゴロー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年5月18日まで平地競

走に出走できない。

１レース目



09095 4月18日 晴 重 （3阪神2） 第8日 第11競走 ��
��1，800�第26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，2．4．18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，2．4．17以前のG
Ⅰ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 574，000円 164，000円 82，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

24 テーオーケインズ 牡4栗 56 松若 風馬小笹 公也氏 高柳 大輔 日高 ヤナガワ牧場 494± 01：49．0 2．9�
48 � ヒストリーメイカー 牡7黒鹿56 内田 博幸岩﨑 僖澄氏 新谷 功一 登別 青藍牧場 530＋ 21：49．31	 4．3�
714 ロードブレス 牡5黒鹿58 幸 英明 �ロードホースクラブ 奥村 豊 浦河 市川牧場 512＋ 21：49．62 12．3�
59 ダノンスプレンダー 牡5黒鹿56 斎藤 新�ダノックス 安田 隆行 洞
湖 レイクヴィラファーム B510－ 21：49．81 23．7�
12 ア ル ド ー レ 牡6栗 56 横山 典弘安原 浩司氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 500± 01：50．01� 45．3�
612 ロードゴラッソ 牡6青 56 岩田 康誠 �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 470－ 8 〃 クビ 47．1	
510 ミヤジコクオウ 牡4青鹿56 和田 竜二曽我 司氏 川村 禎彦 日高 Wing Farm 518＋ 21：50．21� 51．6

23 レピアーウィット 牡6栗 57 石橋 脩金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 552－121：50．41 9．4�
815 ケンシンコウ 牡4鹿 57 丸山 元気天野 克彦氏 小西 一男 新ひだか 静内山田牧場 488＋ 4 〃 クビ 34．2�
713 レーヌブランシュ 牝4芦 55 団野 大成前田 晋二氏 橋口 慎介 新ひだか 土居牧場 470＋121：50．6	 115．9
36 モズアトラクション �7栗 56 藤岡 康太 �キャピタル・システム 松下 武士 新ひだか 築紫 洋 490± 01：51．13 24．4�
35 グ リ ム 牡6芦 56 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 508－ 6 〃 クビ 12．3�
816 ナムラカメタロー 牡5黒鹿56 石川裕紀人奈村 睦弘氏 稲垣 幸雄 新ひだか 八田ファーム 506－ 41：51．41	 18．3�
11 ケイアイパープル 牡5鹿 56 藤懸 貴志 �ケイアイスタリオン 村山 明 新冠 隆栄牧場 510－101：53．6大差 49．5�
611 メイショウカズサ 牡4栗 56 国分 優作松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 B488－ 41：53．7クビ 32．3�
47 アナザートゥルース �7栗 57 藤岡 佑介 �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 B482－ 11：54．44 8．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 126，191，700円 複勝： 165，927，800円 枠連： 90，805，000円
馬連： 442，036，400円 馬単： 146，597，300円 ワイド： 287，133，300円
3連複： 807，315，400円 3連単： 880，180，700円 計： 2，946，187，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 150円 � 300円 枠 連（2－4） 310円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，090円

ワ イ ド �� 320円 �� 810円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 3，430円 3 連 単 ��� 11，010円

票 数

単勝票数 計1261917 的中 � 344469（1番人気）
複勝票数 計1659278 的中 � 371385（1番人気）� 297285（2番人気）� 104915（5番人気）
枠連票数 計 908050 的中 （2－4） 223366（1番人気）
馬連票数 計4420364 的中 �� 500997（1番人気）
馬単票数 計1465973 的中 �� 100564（1番人気）
ワイド票数 計2871333 的中 �� 255540（1番人気）�� 86293（6番人気）�� 67742（9番人気）
3連複票数 計8073154 的中 ��� 176232（6番人気）
3連単票数 計8801807 的中 ��� 57940（14番人気）

ハロンタイム 12．4―10．1―12．3―12．2―12．2―12．5―12．8―12．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―22．5―34．8―47．0―59．2―1：11．7―1：24．5―1：36．6

コーナー
通過順位

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

2
4

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

テーオーケインズ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2019．10．19 京都3着

2017．4．27生 牡4栗 母 マキシムカフェ 母母 カフェピノコ 11戦6勝 賞金 121，715，000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 ネオブレイブ号
（非抽選馬） 2頭 メイショウワザシ号・メモリーコウ号

09096 4月18日 晴 重 （3阪神2） 第8日 第12競走 1，400�4歳以上2勝クラス
発走16時10分 （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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

48 タイガーサイレンス 牡4青鹿57 柴山 雄一伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 日高 門別 敏朗 456＋ 41：24．4 6．2�
23 ダンケシェーン �6栗 57 横山 典弘 �ローレルレーシング 昆 貢 新冠 村田牧場 B482± 01：24．61� 5．1�
815 スズカカナロア 牡5鹿 57 藤岡 佑介永井 啓弍氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 494± 01：24．7クビ 2．9�
611 サンビショップ �9栗 57 川島 信二�三嶋牧場 谷 潔 浦河 吉田 又治 478± 01：24．91 102．7�
11 アメージングラン 牡4鹿 57 和田 竜二深見 富朗氏 牧田 和弥 日高 いとう牧場 512± 0 〃 ハナ 11．9	
35 スラッシュメタル �6鹿 57 小崎 綾也吉田 勝己氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム B464± 0 〃 クビ 70．1

47 サンビースト 牡4黒鹿 57

56 ☆斎藤 新�ターフ・スポート森田 直行 浦河 谷川牧場 542－121：25．0� 93．3�
510 メイショウベッピン 牝4鹿 55 団野 大成松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 462－22 〃 クビ 21．5�
612 ダイメイコスモス 牡5栗 57 中井 裕二宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 498－101：25．1アタマ 8．8
59 ロードキング 牡8鹿 57 幸 英明市川義美ホール

ディングス� 吉村 圭司 千歳 社台ファーム 488－ 61：25．31� 22．4�
714 グランセノーテ 牡8栗 57 岩田 康誠安原 浩司氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 526－ 2 〃 クビ 45．8�
24 ド ゥ リ ト ル 牡6黒鹿57 国分 恭介大林 一彦氏 村山 明 洞�湖 レイクヴィラファーム 492－ 21：25．4� 48．0�
713 ダイメイギンガ 牝6栗 55 国分 優作宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 486＋ 61：25．72 139．4�
816	 シゲルルビー 牝5黒鹿55 松若 風馬森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B488± 01：26．33� 68．5�
36 メイショウヒバリ 牝4栗 55

52 ▲角田 大和松本 好雄氏 本田 優 浦河 村下 明博 462＋121：27．68 8．5�
12 ライクアジュエリー 牝4鹿 55 丸山 元気青芝商事� 戸田 博文 千歳 社台ファーム 446－101：30．8大差 16．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 71，805，200円 複勝： 103，769，100円 枠連： 37，761，800円
馬連： 179，265，600円 馬単： 64，431，400円 ワイド： 135，044，800円
3連複： 285，212，200円 3連単： 326，406，000円 計： 1，203，696，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 200円 � 180円 � 130円 枠 連（2－4） 1，710円

馬 連 �� 1，750円 馬 単 �� 3，930円

ワ イ ド �� 600円 �� 420円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，870円 3 連 単 ��� 14，520円

票 数

単勝票数 計 718052 的中 � 91391（3番人気）
複勝票数 計1037691 的中 � 118501（3番人気）� 140899（2番人気）� 244689（1番人気）
枠連票数 計 377618 的中 （2－4） 17016（8番人気）
馬連票数 計1792656 的中 �� 79235（6番人気）
馬単票数 計 644314 的中 �� 12284（12番人気）
ワイド票数 計1350448 的中 �� 53992（5番人気）�� 83576（2番人気）�� 101046（1番人気）
3連複票数 計2852122 的中 ��� 114200（1番人気）
3連単票数 計3264060 的中 ��� 16295（19番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―12．0―12．3―12．0―12．1―12．9

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．3―3F37．0
3 ・（6，7）8（3，5，14）（2，10）（9，11）（1，15）（4，12，16）13 4 ・（6，7）8（3，5，14）10，15（2，11）（9，1，12，16）（4，13）

勝馬の
紹 介

タイガーサイレンス �
�
父 カレンブラックヒル �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2019．9．28 阪神10着

2017．4．24生 牡4青鹿 母 プラティーヌ 母母 スイートレディ 14戦2勝 賞金 30，200，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ライクアジュエリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3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 ケイアイワイプ号・ルールダーマ号

４レース目



（3阪神2）第8日 4月18日（日曜日） 晴時々曇一時雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重
重

競走回数 12回 出走頭数 155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

252，730，000円
2，870，000円
24，020，000円
1，560，000円
27，980，000円
66，360，000円
4，947，500円
1，488，000円

勝馬投票券売得金
535，175，000円
785，770，800円
217，666，700円
1，249，426，900円
515，823，200円
899，920，800円
2，004，946，500円
2，691，888，500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 8，900，618，400円

総入場人員 2，506名 （有料入場人員 2，315名）
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