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09109 4月24日 雨 稍重 （4阪神2） 第10日 第1競走 1，800�3歳未勝利
発走10時00分 （ダート・右）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

57 プレミアムスマイル 牝3鹿 54 坂井 瑠星 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 480＋ 21：54．2 1．3�
712 クリニエールグラス 牝3鹿 54 菅原 明良松岡 隆雄氏 浜田多実雄 浦河 信岡牧場 442－ 21：55．15 161．1�
45 エバーフレッシュ 牝3栗 54 �島 克駿 �シルクレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 466± 01：55．52� 16．7�
34 ジューンレインボー 牝3青鹿 54

50 ★今村 聖奈吉川 潤氏 武 英智 浦河 高昭牧場 418± 01：56．03 12．7�
46 サンマルハート 牝3鹿 54 国分 恭介相馬 勇氏 大根田裕之 日高 田端牧場 420± 0 〃 アタマ 17．6�
22 タイセイデザイナー 牝3鹿 54 和田 竜二田中 成奉氏 西村 真幸 新冠 ムラカミファーム 482－101：56．21� 5．0	
813 ムーンスター 牝3栗 54 藤岡 康太田島 政光氏 �島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド B432＋ 81：56．83� 181．4

69 ラスターサンライズ 牝3芦 54 加藤 祥太松岡 隆雄氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 416－ 61：57．11� 258．2�
33 テーオーシャンス 牝3鹿 54

52 △小沢 大仁小笹 公也氏 吉岡 辰弥 日高 ヤナガワ牧場 410± 01：57．2� 55．6�
58 バーグチャン 牝3黒鹿54 長岡 禎仁戸佐 眞弓氏 杉山 佳明 日高 白瀬 盛雄 416＋ 21：57．3� 95．5
711 ナムラジュリア 牝3栗 54 幸 英明奈村 睦弘氏 大根田裕之 新ひだか 野坂牧場 396＋ 21：57．51� 52．1�
814 ヤ ヨ イ 牝3栗 54 高倉 稜瀬谷 �雄氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 424± 01：57．92� 234．3�
610 サンマルカーラ 牝3黒鹿54 国分 優作相馬 勇氏 大橋 勇樹 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 486 ―1：58．21� 26．5�
11 シゲルヤマザクラ 牝3鹿 54

51 ▲角田 大河森中 蕃氏 橋田 満 浦河 宮内牧場 446 ―2：00．0大差 85．2�
（14頭）

売 得 金
単勝： 32，861，000円 複勝： 128，384，400円 枠連： 12，116，500円
馬連： 54，054，300円 馬単： 34，434，000円 ワイド： 50，125，200円
3連複： 92，684，200円 3連単： 143，687，800円 計： 548，347，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 1，950円 � 280円 枠 連（5－7） 1，570円

馬 連 �� 5，470円 馬 単 �� 6，600円

ワ イ ド �� 1，990円 �� 310円 �� 11，770円

3 連 複 ��� 11，050円 3 連 単 ��� 42，900円

票 数

単勝票数 計 328610 的中 � 195132（1番人気）
複勝票数 計1283844 的中 � 1033369（1番人気）� 3122（12番人気）� 28311（4番人気）
枠連票数 計 121165 的中 （5－7） 5955（5番人気）
馬連票数 計 540543 的中 �� 7656（13番人気）
馬単票数 計 344340 的中 �� 3910（16番人気）
ワイド票数 計 501252 的中 �� 6002（17番人気）�� 48732（3番人気）�� 984（47番人気）
3連複票数 計 926842 的中 ��� 6286（32番人気）
3連単票数 計1436878 的中 ��� 2428（114番人気）

ハロンタイム 12．6―11．6―13．7―12．7―12．4―12．9―13．0―12．2―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．2―37．9―50．6―1：03．0―1：15．9―1：28．9―1：41．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

プレミアムスマイル �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Awesome Again デビュー 2021．6．12 中京9着

2019．4．4生 牝3鹿 母 ジンジャーパンチ 母母 Nappelon 5戦1勝 賞金 7，300，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルヤマザクラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年5月24日まで平地

競走に出走できない。

09110 4月24日 雨 稍重 （4阪神2） 第10日 第2競走 1，400�3歳未勝利
発走10時30分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000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 ハーツアズワン 牡3栗 56 松山 弘平�G1レーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム 518－ 41：24．7 3．2�
59 ニホンピロオーセン 牡3黒鹿56 国分 優作小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 486－101：25．65 32．4�
815 クランシリーニー 牝3鹿 54

51 ▲角田 大河大倉 佑介氏 新谷 功一 日高 日西牧場 490± 01：26．02� 11．2�
611 エナジーグラン 牡3黒鹿56 岩田 望来 �キャピタル・システム 高柳 大輔 浦河 宮内牧場 456－ 21：26．74 3．7�
24 アイファームーラン 牝3黒鹿54 藤懸 貴志中島 稔氏 �島 一歩 日高 株式会社

アースファーム 438± 01：27．12� 75．3�
35 サザンクロスナイト 牡3鹿 56 水口 優也山上 和良氏 岡田 稲男 新ひだか 前谷 武志 B468－ 21：27．2� 251．5	
47 キャプテンローレル 牡3栗 56 和田 竜二 �ローレルレーシング 羽月 友彦 新冠 アラキフアーム 462＋ 21：27．83� 11．9

713 レ イ 牝3栗 54 藤岡 康太甘糟 麗子氏 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 420－ 6 〃 クビ 26．1�
48 オ グ ロ 牡3栗 56

52 ★今村 聖奈幅田 昌伸氏 加用 正 浦河 高昭牧場 476＋101：28．11� 142．0�
23 サマーサンシャイン 牝3鹿 54 森 裕太朗岡田 牧雄氏 羽月 友彦 新ひだか 三石川上牧場 474＋ 8 〃 ハナ 203．2
510 ギャラクシーセブン 牡3栗 56

54 △小沢 大仁 Him Rock Racing
ホールディングス� 荒川 義之 日高 タバタファーム 444－ 21：28．21 227．8�

11 アルマイメル 牡3鹿 56 富田 暁ケーエスHD 武 英智 新冠 小泉牧場 466－ 21：28．41 2．7�
12 アリアナバローズ 牝3栗 54 池添 謙一猪熊 広次氏 角田 晃一 浦河 富田牧場 490＋ 21：28．82� 133．6�
714 ナエギジョー 牝3芦 54 田中 健丸山 輝城氏 木原 一良 登別 青藍牧場 430－ 21：28．9� 550．4�
36 パレスガード 牡3黒鹿56 酒井 学水上 行雄氏 吉田 直弘 浦河 宮内牧場 450± 01：29．0� 181．0�
816 グレイトフルデイズ 牡3鹿 56 坂井 瑠星池袋レーシング 吉田 直弘 新冠 大栄牧場 460－ 81：29．95 54．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，404，100円 複勝： 52，032，100円 枠連： 13，784，700円
馬連： 62，387，400円 馬単： 29，541，600円 ワイド： 54，598，200円
3連複： 106，724，100円 3連単： 120，784，500円 計： 474，256，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 160円 � 600円 � 240円 枠 連（5－6） 2，780円

馬 連 �� 4，470円 馬 単 �� 7，800円

ワ イ ド �� 1，320円 �� 570円 �� 3，690円

3 連 複 ��� 15，570円 3 連 単 ��� 62，280円

票 数

単勝票数 計 344041 的中 � 85201（2番人気）
複勝票数 計 520321 的中 � 103035（2番人気）� 17472（7番人気）� 55451（4番人気）
枠連票数 計 137847 的中 （5－6） 3839（9番人気）
馬連票数 計 623874 的中 �� 10813（13番人気）
馬単票数 計 295416 的中 �� 2838（23番人気）
ワイド票数 計 545982 的中 �� 10490（13番人気）�� 26490（5番人気）�� 3612（28番人気）
3連複票数 計1067241 的中 ��� 5138（39番人気）
3連単票数 計1207845 的中 ��� 1406（161番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―22．9―34．5―46．8―59．5―1：12．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハーツアズワン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Scat Daddy デビュー 2021．12．28 中山2着

2019．4．6生 牡3栗 母 スキャットレディビーダンシング 母母 La Violette 4戦1勝 賞金 8，780，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナエギジョー号・パレスガード号・グレイトフルデイズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」の

ため，令和4年5月24日まで平地競走に出走できない。
アリアナバローズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年6月24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 ゴルド号・ローズパレード号
（非抽選馬） 1頭 タイガークリスエス号

第２回 阪神競馬 第１０日



09111 4月24日 雨 稍重 （4阪神2） 第10日 第3競走 1，800�3歳未勝利
発走11時00分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

46 スズカマジェスタ 牡3栗 56 岩田 望来永井 啓弍氏 須貝 尚介 浦河 辻 牧場 428－101：53．7 9．9�
34 タイセイストラーダ 牡3黒鹿56 国分 恭介田中 成奉氏 牧浦 充徳 日高 カロッテファーム 482－ 2 〃 ハナ 40．0�
33 ワールドハート 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣 COCORO組合 杉山 佳明 新冠 佐藤牧場 424－ 21：53．81 6．6�
813 シエロフェイス 牡3黒鹿 56

52 ★古川 奈穂 STレーシング 矢作 芳人 新ひだか チャンピオンズファーム 436＋ 21：54．01� 5．2�
22 クリノレジェンド 牡3黒鹿56 田中 健栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 502－ 21：54．1クビ 5．9�
45 テーオークレール 牡3鹿 56 松山 弘平小笹 公也氏 高柳 大輔 日高 ヤナガワ牧場 476± 0 〃 アタマ 2．0�
711 クロノスミノル 牡3青鹿 56

53 ▲角田 大河吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 534－ 41：55．710 19．0	
57 タマモモンレーブ 牡3芦 56 富田 暁タマモ
 大橋 勇樹 新冠 守矢牧場 502－ 81：56．65 159．4�
610 ブレイヴルーラー 牡3鹿 56 水口 優也 
京都ホースレーシング 羽月 友彦 新ひだか タツヤファーム B514＋161：56．8� 44．3�
69 ミニストロペスカ 牡3栗 56

54 △小沢 大仁山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 B436－ 21：57．33 300．0
814 ロードエメラルド 牡3鹿 56 幸 英明 
ロードホースクラブ 森田 直行 新ひだか ケイアイファーム B420－ 21：57．4クビ 59．8�
712 テーオーインパクト 牡3栗 56 藤岡 康太小笹 公也氏 宮 徹 新冠 タニグチ牧場 506－ 81：58．57 71．2�
58 トーホウジャガー 牡3鹿 56 �島 克駿東豊物産
 新谷 功一 浦河 有限会社

吉田ファーム 450± 02：00．6大差 134．2�
11 マサハヤブッカーズ 牡3栗 56 和田 竜二中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 438－ 22：02．7大差 92．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 35，178，000円 複勝： 48，365，200円 枠連： 11，362，700円
馬連： 52，409，500円 馬単： 25，599，500円 ワイド： 53，052，800円
3連複： 82，103，300円 3連単： 95，749，100円 計： 403，820，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 990円 複 勝 � 270円 � 780円 � 200円 枠 連（3－4） 490円

馬 連 �� 15，370円 馬 単 �� 27，340円

ワ イ ド �� 3，460円 �� 1，140円 �� 2，400円

3 連 複 ��� 22，180円 3 連 単 ��� 159，940円

票 数

単勝票数 計 351780 的中 � 28336（5番人気）
複勝票数 計 483652 的中 � 47830（5番人気）� 13293（7番人気）� 72683（3番人気）
枠連票数 計 113627 的中 （3－4） 17718（1番人気）
馬連票数 計 524095 的中 �� 2641（35番人気）
馬単票数 計 255995 的中 �� 702（57番人気）
ワイド票数 計 530528 的中 �� 3880（29番人気）�� 12366（11番人気）�� 5650（20番人気）
3連複票数 計 821033 的中 ��� 2776（60番人気）
3連単票数 計 957491 的中 ��� 434（367番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―13．8―13．4―13．0―12．7―12．1―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．9―37．7―51．1―1：04．1―1：16．8―1：28．9―1：41．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．6―3F36．9
1
3
10，5，1（2，6）（3，4）（9，11）（7，8）12，13，14
10（5，6，4，13）2（3，12）11（1，9，14）（7，8）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スズカマジェスタ �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 ドリームジャーニー デビュー 2021．9．11 中山5着

2019．2．28生 牡3栗 母 ウェルノーテッド 母母 ティックルピンク 4戦1勝 賞金 6，420，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トーホウジャガー号・マサハヤブッカーズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

令和4年5月24日まで平地競走に出走できない。
※タイセイストラーダ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

09112 4月24日 小雨 稍重 （4阪神2） 第10日 第4競走 1，600�3歳未勝利
発走11時30分 （芝・右・外）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：31．1
1：30．3

良
良

816 コスタボニータ 牝3芦 54 藤岡 康太谷掛 龍夫氏 杉山 佳明 千歳 社台ファーム 460＋ 41：36．2 3．4�
12 ピ ラ テ ィ ス 牝3鹿 54 横山 典弘寺田 寿男氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 442＋ 21：36．52 17．3�
24 スコールユニバンス 牝3鹿 54

50 ★古川 奈穂亀井 哲也氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 458＋ 81：36．6� 2．4�
35 レディズビーク 牝3青鹿 54

50 ★今村 聖奈青芝商事� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 430－ 81：36．81� 20．8�
59 ジャパンブルー 牝3栗 54 和田 竜二寺田 寿男氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 480 ―1：37．01� 98．3�
11 ティンタルレ 牝3鹿 54 池添 謙一�ダイリン 田中 克典 浦河 谷川牧場 436－ 21：37．1� 70．1	
510 インアスピン 牝3栗 54

52 △小沢 大仁�フクキタル 四位 洋文 新冠 パカパカ
ファーム 494＋101：37．2� 265．2


714 プラティナマリア 牝3栗 54 �島 克駿 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 橋口 慎介 新ひだか 折手牧場 444± 0 〃 クビ 8．0�

23 ベアーザベル 牝3鹿 54 岩田 康誠 �シルクレーシング 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 438± 01：37．41 6．8
47 ジュエルシティー 牝3黒鹿 54

51 ▲角田 大河 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 428－ 81：37．5クビ 40．9�

611 ア ナ ベ ル 牝3青鹿54 松若 風馬川勝 裕之氏 今野 貞一 新ひだか 藤原牧場 B434－12 〃 クビ 53．7�
715 チャオバンビーナ 牝3鹿 54 幸 英明吉田 千津氏 茶木 太樹 千歳 社台ファーム 428± 01：37．6� 33．5�
36 エアリーリージェン 牝3黒鹿54 浜中 俊小川眞査雄氏 武 幸四郎 千歳 社台ファーム 478 ―1：37．7� 33．0�
818 ダイシンビヨンド 牝3鹿 54 坂井 瑠星大八木信行氏 梅田 智之 日高 中原牧場 454 ―1：37．91� 29．6�
713 イ テ フ 牝3黒鹿54 酒井 学中本 行則氏 上村 洋行 浦河 高昭牧場 428－ 41：38．0� 487．4�
817 ジ ェ ル メ 牝3栗 54 菅原 明良�ターフ・スポート石坂 公一 浦河 上山牧場 446－ 61：38．11 163．3�
612 ローランサン 牝3黒鹿54 松田 大作薪浦 亨氏 武 英智 新冠 松浦牧場 430 ―1：38．52 361．8�
48 ミヤビルーナ 牝3鹿 54 秋山真一郎村上 義勝氏 笹田 和秀 新冠 大狩部牧場 458 ―1：39．03 240．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 42，470，500円 複勝： 56，496，000円 枠連： 15，655，800円
馬連： 64，263，200円 馬単： 26，097，200円 ワイド： 60，796，900円
3連複： 94，324，700円 3連単： 99，833，600円 計： 459，937，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 130円 � 280円 � 120円 枠 連（1－8） 2，070円

馬 連 �� 2，590円 馬 単 �� 4，150円

ワ イ ド �� 780円 �� 230円 �� 550円

3 連 複 ��� 1，620円 3 連 単 ��� 10，260円

票 数

単勝票数 計 424705 的中 � 97913（2番人気）
複勝票数 計 564960 的中 � 117531（2番人気）� 33607（5番人気）� 156710（1番人気）
枠連票数 計 156558 的中 （1－8） 5849（7番人気）
馬連票数 計 642632 的中 �� 19192（7番人気）
馬単票数 計 260972 的中 �� 4712（13番人気）
ワイド票数 計 607969 的中 �� 17574（7番人気）�� 80317（1番人気）�� 26102（5番人気）
3連複票数 計 943247 的中 ��� 43418（3番人気）
3連単票数 計 998336 的中 ��� 7052（19番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―12．4―12．7―12．5―11．8―11．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．7―36．1―48．8―1：01．3―1：13．1―1：24．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．4―3F34．9
3 10（2，7）（5，16）（4，9，14）（1，11，17）18（3，13）15（6，8）－12 4 10，7（2，16）（5，4，9，14）8（1，11，17）18，13（3，6，15）－12

勝馬の
紹 介

コスタボニータ �
�
父 イスラボニータ �

�
母父 Kendor デビュー 2021．11．21 阪神2着

2019．4．29生 牝3芦 母 レ デ ィ イ ン 母母 Super Vite 4戦1勝 賞金 10，620，000円
※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 シウン号・レディコートアスク号



09113 4月24日 小雨 稍重 （4阪神2） 第10日 第5競走 ��2，000�3歳未勝利
発走12時20分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

59 ミスターホワイト 牡3芦 56 坂井 瑠星 �吉澤ホールディングス 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 500－ 22：00．9 7．0�
714 ウォーターレクラ 牝3鹿 54 和田 竜二山岡 正人氏 岡田 稲男 新ひだか 築紫 洋 416－ 42：01．96 7．5�
816 ショウナンパラボラ 牡3黒鹿56 �島 克駿国本 哲秀氏 吉村 圭司 浦河 高村牧場 426＋ 42：02．0� 8．8�
23 スマートウェリナ 牡3芦 56 岩田 康誠大川 徹氏 笹田 和秀 日高 株式会社ス

マート 498－ 4 〃 アタマ 7．5�
815 タガノタンゴ 牡3栗 56 酒井 学八木 良司氏 西園 正都 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 438± 02：02．1� 17．6�
35 スパイダーバローズ 牡3鹿 56 川田 将雅猪熊 広次氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 476＋ 22：02．41� 2．9	
24 ウインバリオス 牡3鹿 56 国分 優作�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 460＋ 62：02．82� 141．5

510 ナリタクオン 牡3鹿 56 国分 恭介�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 458－ 62：02．9� 17．0�
612 ヤマニンゼスト 牡3鹿 56 横山 典弘土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 494＋ 22：03．0アタマ 6．4�
48 アリアンロッド 牝3栗 54

52 △小沢 大仁�ノースヒルズ �島 一歩 新冠 株式会社
ノースヒルズ 482－ 2 〃 クビ 120．4

611 コルトレーン 牡3黒鹿 56
53 ▲角田 大河市川義美ホール

ディングス� 角田 晃一 新ひだか フジワラフアーム 484＋ 22：03．1� 35．1�
12 ファーストプライズ 牡3鹿 56 松若 風馬岡田 牧雄氏 田中 克典 浦河 川越ファーム 450± 02：03．52� 206．6�
11 マルカフロンターレ 牡3鹿 56 秋山真一郎日下部 猛氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 478－ 42：03．6� 73．6�
713 リアルグローリー 牡3鹿 56 幸 英明 CLUB RUN FOR

THE ROSES 大橋 勇樹 浦河 杵臼牧場 444－ 42：04．66 288．0�
36 フォールロワ 牡3栗 56 富田 暁フィールドレーシング 四位 洋文 新ひだか 千代田牧場 B454－ 62：04．92 18．4�
47 メイショウミザオ 牡3鹿 56 藤懸 貴志松本 好雄氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 452－ 22：06．49 548．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，676，700円 複勝： 64，625，000円 枠連： 15，280，300円
馬連： 68，904，700円 馬単： 30，767，500円 ワイド： 69，531，200円
3連複： 113，842，700円 3連単： 114，052，700円 計： 520，680，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 250円 � 230円 � 260円 枠 連（5－7） 1，870円

馬 連 �� 2，650円 馬 単 �� 4，840円

ワ イ ド �� 980円 �� 1，320円 �� 730円

3 連 複 ��� 6，060円 3 連 単 ��� 32，670円

票 数

単勝票数 計 436767 的中 � 49277（3番人気）
複勝票数 計 646250 的中 � 65414（5番人気）� 77010（3番人気）� 64853（6番人気）
枠連票数 計 152803 的中 （5－7） 6330（10番人気）
馬連票数 計 689047 的中 �� 20147（11番人気）
馬単票数 計 307675 的中 �� 4767（19番人気）
ワイド票数 計 695312 的中 �� 18225（11番人気）�� 13223（18番人気）�� 25209（7番人気）
3連複票数 計1138427 的中 ��� 14086（16番人気）
3連単票数 計1140527 的中 ��� 2531（101番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．0―36．4―49．0―1：01．5―1：13．7―1：25．7―1：37．4―1：48．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミスターホワイト �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2022．1．22 中京2着

2019．4．5生 牡3芦 母 ホワイトヴェール 母母 ネ ガ ノ 4戦1勝 賞金 10，220，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウミザオ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年6月24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 キュビズム号・シゲルブリ号

09114 4月24日 小雨 稍重 （4阪神2） 第10日 第6競走 ��
��1，400�3歳1勝クラス

発走12時50分 （ダート・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

611 テーオーステルス 牡3鹿 56 川田 将雅小笹 公也氏 奥村 豊 浦河 栄進牧場 526± 01：24．6 2．7�
712 チェイスザドリーム 牝3鹿 54

50 ★古川 奈穂 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 矢作 芳人 新ひだか グランド牧場 468± 01：24．81� 4．4�

22 フォーチュンテラー 牡3青鹿56 �島 克駿�ノースヒルズ 浜田多実雄 新冠 株式会社
ノースヒルズ 470－ 41：24．9クビ 10．7�

59 フラップシグナス 牡3鹿 56 松山 弘平吉田 照哉氏 千田 輝彦 千歳 社台ファーム 476－16 〃 アタマ 22．1�
46 クアトロフォンテ 牡3鹿 56 和田 竜二月舘 範行氏 高橋 義忠 新ひだか 矢野牧場 460＋ 21：25．43 36．8�
814 バ ル ム ン ク 牡3栗 56 藤懸 貴志兼松 康太氏 池添 学 日高 アイズスタッド株式会社 508＋ 2 〃 クビ 16．7	
815 ワンダーキサラ 牝3鹿 54

51 ▲角田 大河山本 能成氏 石橋 守 浦河 大島牧場 444＋ 21：25．5	 43．4

35 
 キュートヴィラン 牝3鹿 54 岩田 望来吉田 勝己氏 四位 洋文 米 Nancy

Mazzoni 448± 01：26．03 3．0�
713 ナツイロノオトメ 牝3青鹿54 酒井 学岡 浩二氏 角田 晃一 浦河 高村牧場 468＋ 21：26．42	 210．9�
23 コパノフランシス 牝3栗 54 松若 風馬小林 祥晃氏 渡辺 薫彦 浦河 中島牧場 470－ 21：26．5	 163．2
47 
 ケルンコンサート 牡3芦 56 菅原 明良風早 信昭氏 森 秀行 米 Buck Pond

Farm Inc. 456－ 8 〃 クビ 31．3�
11 スマートセプター 牡3鹿 56 松田 大作大川 徹氏 須貝 尚介 新ひだか 静内山田牧場 504－ 61：27．03 110．1�
610
 ピースファイン 牡3栗 56 岩田 康誠中平 和宏氏 森 秀行 米 KatieRich

Farms 468－121：27．74 209．2�
34 ミルトクリーガー 牡3黒鹿56 三浦 皇成永山 勝敏氏 中竹 和也 新ひだか 三石川上牧場 456－121：27．8	 67．3�
58 トモノボーイ 牡3栗 56

53 ▲川端 海翼共田 義夫氏 浜田多実雄 新ひだか 北洋牧場 482－ 61：28．01� 155．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 50，046，400円 複勝： 62，288，500円 枠連： 12，670，000円
馬連： 72，256，200円 馬単： 32，101，800円 ワイド： 68，405，200円
3連複： 113，544，800円 3連単： 129，374，700円 計： 540，687，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 120円 � 150円 � 200円 枠 連（6－7） 620円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 1，340円

ワ イ ド �� 320円 �� 450円 �� 680円

3 連 複 ��� 2，380円 3 連 単 ��� 8，380円

票 数

単勝票数 計 500464 的中 � 147126（1番人気）
複勝票数 計 622885 的中 � 158852（1番人気）� 102984（3番人気）� 65021（4番人気）
枠連票数 計 126700 的中 （6－7） 15695（2番人気）
馬連票数 計 722562 的中 �� 86335（2番人気）
馬単票数 計 321018 的中 �� 17905（4番人気）
ワイド票数 計 684052 的中 �� 59692（2番人気）�� 38460（4番人気）�� 23919（7番人気）
3連複票数 計1135448 的中 ��� 35747（5番人気）
3連単票数 計1293747 的中 ��� 11189（12番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．7―12．2―12．4―12．1―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．1―34．8―47．0―59．4―1：11．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テーオーステルス �
�
父 キタサンブラック �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2021．12．18 阪神3着

2019．2．10生 牡3鹿 母 エーシンエムディー 母母 エイシンルーデンス 5戦2勝 賞金 18，600，000円
〔制裁〕 フォーチュンテラー号の騎手�島克駿は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番）
※ピースファイン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



09115 4月24日 小雨 稍重 （4阪神2） 第10日 第7競走 1，800�4歳以上1勝クラス
発走13時20分 （ダート・右）

負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

66 タイセイヴィーナス 牝4鹿 55 和田 竜二田中 成奉氏 大橋 勇樹 浦河 酒井牧場 466± 01：52．1 6．5�
55 インテンスフレイム 牡4黒鹿57 岩田 望来ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B518－ 21：52．63 2．7�
67 � ガ ム ラ ン 牡4栗 57 川田 将雅ニットー商事� 高橋 義忠 日高 下河辺牧場 506± 01：52．7� 9．0�
22 サンライズグリット 牡4栗 57 松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 460－ 61：53．12� 4．1�
810 バ イ ス �4鹿 57 �島 克駿ケーエスHD 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 488－ 21：53．31� 37．8�
811 エルモドーロ 牡4栗 57 坂井 瑠星窪田 芳郎氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 456－ 21：53．61	 4．7	
78 ナ ム ラ ド ン 牡5鹿 57 松田 大作奈村 睦弘氏 清水 久詞 新冠 武田 寛治 496＋ 41：53．7� 14．8

79 � ヴ ェ ラ ー ト �4栗 57 幸 英明宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 富田牧場 496＋ 41：54．23 66．0�
44 サウザンドスマイル 牝5鹿 55 富田 暁�ノースヒルズ 河内 洋 新冠 株式会社

ノースヒルズ 488＋ 61：54．3	 34．0�
11 � タ ン バ オ ー �4鹿 57 荻野 琢真荻野 憲夫氏 千田 輝彦 日高 シンボリ牧場 488＋ 61：55．15 166．4
33 ウイングリュック 牡4青鹿 57

55 △小沢 大仁�ウイン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム B482－ 21：57．6大差 52．8�
（11頭）

売 得 金
単勝： 35，358，000円 複勝： 49，238，900円 枠連： 10，480，700円
馬連： 63，049，000円 馬単： 30，954，200円 ワイド： 52，368，100円
3連複： 91，454，800円 3連単： 131，783，200円 計： 464，686，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 180円 � 130円 � 230円 枠 連（5－6） 470円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 1，660円

ワ イ ド �� 360円 �� 840円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，860円 3 連 単 ��� 9，500円

票 数

単勝票数 計 353580 的中 � 43148（4番人気）
複勝票数 計 492389 的中 � 64897（4番人気）� 117527（1番人気）� 46589（5番人気）
枠連票数 計 104807 的中 （5－6） 17189（1番人気）
馬連票数 計 630490 的中 �� 65234（3番人気）
馬単票数 計 309542 的中 �� 13981（6番人気）
ワイド票数 計 523681 的中 �� 39780（3番人気）�� 14600（12番人気）�� 33005（5番人気）
3連複票数 計 914548 的中 ��� 36823（7番人気）
3連単票数 計1317832 的中 ��� 10047（29番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―13．2―12．8―12．7―12．6―12．5―11．9―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．7―36．9―49．7―1：02．4―1：15．0―1：27．5―1：39．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タイセイヴィーナス �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 アッミラーレ デビュー 2020．11．29 阪神1着

2018．3．22生 牝4鹿 母 フラワーロック 母母 カシオペアレディ 11戦2勝 賞金 20，700，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウイングリュック号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年5月24日まで平地競
走に出走できない。

09116 4月24日 曇 稍重 （4阪神2） 第10日 第8競走 ��1，600�4歳以上1勝クラス
発走13時50分 （芝・右・外）

負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：31．1
1：30．3

良
良

22 スズカトップバゴ 牡4栗 57 幸 英明永井 啓弍氏 吉村 圭司 新ひだか 真歌田中牧場 466－ 21：34．5 4．0�
46 ヴェントボニート 牝5鹿 55 池添 謙一名古屋友豊� 池添 学 新冠 オリエント牧場 422－ 21：34．6� 3．3�
57 エイシンピクセル 牝4栗 55 和田 竜二�栄進堂 小崎 憲 浦河 栄進牧場 452－ 41：35．13 7．1�
610 ウォーターブレイク 牝6黒鹿 55

52 ▲角田 大河山岡 正人氏 河内 洋 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 474＋ 41：35．63 104．0�

58 アウトオブサイト 牝4鹿 55 菅原 明良ゴドルフィン 斉藤 崇史 新冠 対馬 正 502＋ 61：35．7クビ 6．8�
11 � キングインパクト 牡5鹿 57 岩田 望来廣崎 利洋氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 504＋ 81：35．91� 11．6	
711 レシャバール 牡4鹿 57 坂井 瑠星�G1レーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム 488－ 41：36．0	 93．1

34 レゾンドゥスリール 
4黒鹿57 岩田 康誠 �シルクレーシング 辻野 泰之 安平 ノーザンファーム 450－ 61：36．11 17．5�
33 アルマフォルト 牡5黒鹿57 富田 暁名古屋友豊� 木原 一良 安平 ノーザンファーム B494－ 61：36．2クビ 160．1
45 � クワイエット 牝6黒鹿 55

52 ▲服部 寿希 �YGGホースクラブ 服部 利之 新冠 佐藤牧場 B448＋ 4 〃 クビ 223．1�
69 メイショウコミチ 牝6鹿 55

53 △小沢 大仁松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 468＋ 41：36．94 168．9�
813 ビップランバン 牡4黒鹿57 �島 克駿鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 480± 01：37．11 6．9�
814 シ コ ウ 牡5青鹿57 横山 典弘岡田 牧雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 492－ 21：37．52	 17．5�
712 ロードラスター 牡4青鹿57 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム 516＋161：37．6	 27．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 43，453，900円 複勝： 64，013，600円 枠連： 19，348，200円
馬連： 86，535，300円 馬単： 31，462，100円 ワイド： 70，587，800円
3連複： 125，854，800円 3連単： 137，707，100円 計： 578，962，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 150円 � 140円 � 180円 枠 連（2－4） 510円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 1，170円

ワ イ ド �� 260円 �� 550円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，430円 3 連 単 ��� 6，400円

票 数

単勝票数 計 434539 的中 � 86673（2番人気）
複勝票数 計 640136 的中 � 110529（2番人気）� 137523（1番人気）� 80251（4番人気）
枠連票数 計 193482 的中 （2－4） 29127（1番人気）
馬連票数 計 865353 的中 �� 110025（1番人気）
馬単票数 計 314621 的中 �� 20057（1番人気）
ワイド票数 計 705878 的中 �� 78138（1番人気）�� 30320（5番人気）�� 42525（3番人気）
3連複票数 計1258548 的中 ��� 65856（1番人気）
3連単票数 計1377071 的中 ��� 15589（2番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―12．0―11．8―11．8―11．7―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．9―35．9―47．7―59．5―1：11．2―1：22．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F35．0
3 3，10（2，12，14，13）5，7（1，6）9，8（4，11） 4 3（10，12）（2，7）（1，6，13）14，5（4，8，9）11
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4栗 母 マイネマリアンヌ 母母 エアリバティー 11戦2勝 賞金 21，700，000円



09117 4月24日 曇 稍重 （4阪神2） 第10日 第9競走 ��2，200�
せ ん り や ま

千 里 山 特 別
発走14時25分 （芝・右）

4歳以上，2勝クラス；負担重量は，57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 154，000円 44，000円 22，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：09．7

良
良

44 スタッドリー 牡4鹿 57 岩田 望来 �シルクレーシング 奥村 豊 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 520－ 22：15．7 1．7�

77 タ ガ ノ カ イ 牡4黒鹿57 藤岡 康太八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 512－ 22：15．8� 8．4�

55 リンフレスカンテ 牡4黒鹿57 和田 竜二名古屋友豊� 宮本 博 千歳 社台ファーム 440－ 22：15．9クビ 3．2�
66 ダノンセレスタ 牡5青鹿57 松山 弘平�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 508＋ 62：16．53� 5．5�
11 メタルスパーク �5芦 57 菅原 明良ディアレストクラブ� 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド B488－ 62：16．71	 46．5	
22 カ サ デ ガ 牡4芦 57 今村 聖奈杉浦 和也氏 寺島 良 浦河 栄進牧場 460－ 4 〃 クビ 44．4

33 カ ケ ル 牡5鹿 57 幸 英明中西 宏彰氏 大根田裕之 浦河 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 506＋ 22：18．08 43．8�
（7頭）

売 得 金
単勝： 43，711，800円 複勝： 36，287，000円 枠連： 発売なし
馬連： 60，922，000円 馬単： 46，441，000円 ワイド： 36，402，200円
3連複： 95，309，600円 3連単： 296，144，400円 計： 615，218，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 250円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 1，000円

ワ イ ド �� 200円 �� 120円 �� 230円

3 連 複 ��� 280円 3 連 単 ��� 1，640円

票 数

単勝票数 計 437118 的中 � 203296（1番人気）
複勝票数 計 362870 的中 � 169334（1番人気）� 36363（4番人気）
馬連票数 計 609220 的中 �� 72730（3番人気）
馬単票数 計 464410 的中 �� 34667（4番人気）
ワイド票数 計 364022 的中 �� 40182（4番人気）�� 97079（1番人気）�� 31421（5番人気）
3連複票数 計 953096 的中 ��� 249438（2番人気）
3連単票数 計2961444 的中 ��� 130725（6番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―12．2―13．5―13．2―12．7―13．0―12．6―11．7―11．1―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．8―24．2―36．4―49．9―1：03．1―1：15．8―1：28．8―1：41．4―1：53．1―2：04．2

コーナー
通過順位

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

2
4
7，6，5，4，2，1，3
7，6（5，4）－（2，3）1

勝馬の
紹 介

スタッドリー �

父 ハービンジャー �


母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2020．8．29 小倉9着

2018．4．28生 牡4鹿 母 ウインフロレゾン 母母 ブランシェリー 12戦3勝 賞金 55，627，000円

09118 4月24日 曇 稍重 （4阪神2） 第10日 第10競走 ��2，000�
こうなん

甲南ステークス
発走15時00分 （ダート・右）
4歳以上，3勝クラス，3．4．24以降4．4．17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 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000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
2：01．0
2：01．0

不良
不良

58 レザネフォール 牡5黒鹿54 �島 克駿前田 幸貴氏 池江 泰寿 新冠 株式会社
ノースヒルズ B472＋ 22：04．5 16．9�

47 ゴールドティア 牝5鹿 53 岩田 望来 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム B476＋ 8 〃 クビ 21．9�
610 オンザフェーヴル 牡5栗 55 川田 将雅廣崎 利洋氏 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 492－ 82：04．71� 3．2�
712 サンライズシェリー 牡5鹿 54 富田 暁松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 ヤナガワ牧場 486± 02：04．91� 81．4�
713� リバプールタウン 牡7鹿 54 角田 大河薪浦 亨氏 石橋 守 日高 下川 茂広 490＋ 4 〃 ハナ 69．4�
814 クリノドラゴン 牡4栗 56 三浦 皇成栗本 博晴氏 大橋 勇樹 日高 宝寄山 拓樹 482－ 42：05．0クビ 4．1	
35 カネコメノボル 	5栗 55 森 裕太朗髙岡 義雄氏 中尾 秀正 新冠 アサヒ牧場 438± 02：05．21� 11．8

815 エンダウメント 牡6黒鹿55 藤岡 康太ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 508± 02：05．41 52．3�
59 アジャストザルート 牡5鹿 54 和田 竜二 �社台レースホース池添 学 千歳 社台ファーム 498± 02：05．61� 7．5�
46 � ラヴネヴァーエンズ 牡5黒鹿56 横山 典弘ゴドルフィン 安田 翔伍 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 528－ 22：06．02� 4．7
22 ム エ ッ ク ス 牡4栗 55 幸 英明中辻 明氏 大根田裕之 日高 碧雲牧場 508＋ 42：06．32 17．0�
11 ベ ル ゼ ー ル 牝4栗 52 池添 謙一 �シルクレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 450－ 4 〃 ハナ 65．7�
34 グラスブルース 牡8鹿 53 酒井 学半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B512－122：06．4クビ 80．7�
611 マイネルカイノン 牡7青鹿54 坂井 瑠星 �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 508－ 82：06．72 123．5�
23 ウインダークローズ 牡5青鹿54 国分 優作�ウイン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム B498－ 22：07．33� 40．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 64，329，000円 複勝： 88，143，300円 枠連： 28，716，200円
馬連： 145，986，000円 馬単： 54，981，900円 ワイド： 109，039，700円
3連複： 228，810，000円 3連単： 253，330，600円 計： 973，336，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，690円 複 勝 � 580円 � 550円 � 170円 枠 連（4－5） 960円

馬 連 �� 14，650円 馬 単 �� 28，050円

ワ イ ド �� 3，260円 �� 1，580円 �� 1，680円

3 連 複 ��� 22，730円 3 連 単 ��� 204，980円

票 数

単勝票数 計 643290 的中 � 30309（6番人気）
複勝票数 計 881433 的中 � 33302（8番人気）� 35083（7番人気）� 185060（1番人気）
枠連票数 計 287162 的中 （4－5） 23182（5番人気）
馬連票数 計1459860 的中 �� 7718（35番人気）
馬単票数 計 549819 的中 �� 1470（72番人気）
ワイド票数 計1090397 的中 �� 8499（32番人気）�� 17962（17番人気）�� 16872（18番人気）
3連複票数 計2288100 的中 ��� 7547（69番人気）
3連単票数 計2533306 的中 ��� 896（542番人気）

ハロンタイム 12．9―11．4―11．9―13．5―12．5―12．9―12．7―12．1―11．7―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．3―36．2―49．7―1：02．2―1：15．1―1：27．8―1：39．9―1：51．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．4―3F36．7
1
3
8，12，13（3，7）15，4，9（1，10）5，14，2－11－6・（8，12，13）（3，7，15）4（10，9）（1，5，14）2－11，6

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

勝馬の
紹 介

レザネフォール �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2019．7．28 札幌1着

2017．4．20生 牡5黒鹿 母 ラナンキュラス 母母 ファレノプシス 16戦4勝 賞金 70，878，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔その他〕 ラヴネヴァーエンズ号は，競走中に疾病〔鼻出血（3回目）〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ラヴネヴァーエンズ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年7月24日まで出走できない。

１レース目



09119 4月24日 曇 稍重 （4阪神2） 第10日 第11競走 ��
��1，600�第53回読売マイラーズカップ（ＧⅡ）

発走15時35分 （芝・右・外）
4歳以上；負担重量は，56�，牝馬2�減，3．4．24以降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，3．4．23以前のGⅠ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）

読売新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 59，000，000円 24，000，000円 15，000，000円 8，900，000円 5，900，000円
付 加 賞 1，050，000円 300，000円 150，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．1
1：30．3

良
良

713 ソウルラッシュ 牡4黒鹿56 浜中 俊石川 達絵氏 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 B500± 01：33．3 7．8�
47 ホウオウアマゾン 牡4栗 56 坂井 瑠星小笹 芳央氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 508－ 21：33．4� 5．0�
23 ファルコニア 牡5鹿 56 川田 将雅 �社台レースホース高野 友和 千歳 社台ファーム 472＋ 2 〃 クビ 7．3�
46 ベステンダンク 牡10栗 56 	島 克駿市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 新ひだか 服部 牧場 B520－101：33．71
 209．8�
712 エアロロノア 牡5鹿 56 幸 英明 �ラッキーフィールド笹田 和秀 千歳 社台ファーム 500± 01：34．01
 7．8	
35 レッドベルオーブ 牡4青鹿56 岩田 望来 �東京ホースレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 490－ 2 〃 アタマ 8．7

34 カ ラ テ 牡6黒鹿56 菅原 明良小田切 光氏 辻野 泰之 新冠 中地 康弘 530－ 41：34．1� 5．1�
611 ロードマックス 牡4鹿 56 松田 大作 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 440－ 61：34．2� 36．3�
58 サトノアーサー 牡8青鹿56 和田 竜二 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 494± 01：34．3クビ 112．8
11 レインボーフラッグ 牡9鹿 56 国分 恭介 �グリーンファーム小崎 憲 千歳 社台ファーム 462－ 81：34．72� 265．7�
59 � エアファンディタ 牡5黒鹿56 松山 弘平 �ラッキーフィールド池添 学 米

Sekie Yoshihara
& Tsunebumi
Yoshihara

B460－ 41：34．91� 6．0�
610 シ ュ リ 牡6黒鹿56 秋山真一郎前田 幸貴氏 池江 泰寿 新冠 株式会社

ノースヒルズ 520＋ 2 〃 アタマ 32．5�
814 ダイワキャグニー 8黒鹿56 三浦 皇成大城 正一氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム B496－ 81：35．22 27．3�
22 ヴィクティファルス 牡4鹿 56 池添 謙一�G1レーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 480－ 21：35．51� 18．7�
815 ケイデンスコール 牡6鹿 57 岩田 康誠 �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 474－ 41：45．3大差 46．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 319，267，000円 複勝： 411，797，400円 枠連： 155，896，300円
馬連： 931，220，700円 馬単： 299，772，700円 ワイド： 635，721，200円
3連複： 1，679，468，800円 3連単： 1，962，346，900円 計： 6，395，491，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 280円 � 180円 � 220円 枠 連（4－7） 1，190円

馬 連 �� 2，390円 馬 単 �� 5，200円

ワ イ ド �� 890円 �� 1，060円 �� 630円

3 連 複 ��� 5，560円 3 連 単 ��� 31，970円

票 数

単勝票数 計3192670 的中 � 324142（6番人気）
複勝票数 計4117974 的中 � 341133（6番人気）� 646987（1番人気）� 492134（4番人気）
枠連票数 計1558963 的中 （4－7） 100753（7番人気）
馬連票数 計9312207 的中 �� 300723（12番人気）
馬単票数 計2997727 的中 �� 43226（31番人気）
ワイド票数 計6357212 的中 �� 181552（12番人気）�� 150854（18番人気）�� 264795（3番人気）
3連複票数 計16794688 的中 ��� 226319（23番人気）
3連単票数 計19623469 的中 ��� 44499（146番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．2―34．6―46．1―57．5―1：09．2―1：20．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ソウルラッシュ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2020．12．13 中京1着

2018．3．28生 牡4黒鹿 母 エターナルブーケ 母母 キャットアリ 10戦5勝 賞金 111，357，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりソウルラッシュ号は，安田記念（GⅠ）競走に優先出走できる。

09120 4月24日 曇 稍重 （4阪神2） 第10日 第12競走 ��1，200�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 11，100，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，110，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．5

重
重

47 コ パ シ ー ナ �5栗 57 川田 将雅椎名 節氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B488－ 41：11．2 3．5�
816 サウンドサンビーム 牡5黒鹿57 �島 克駿増田 雄一氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 486＋ 81：11．51� 37．2�
713 ヴァリアント 牡6青鹿 57

54 ▲角田 大河 �カナヤマホール
ディングス 茶木 太樹 新冠 守矢牧場 486± 0 〃 クビ 10．6�

48 ジョイウイン 牡5栗 57 岩田 康誠石瀬 浩三氏 牧 光二 日高 いとう牧場 492－ 81：11．6	 16．0�
24 ジューンステータス 牡6青鹿57 和田 竜二吉川 潤氏 今野 貞一 浦河 吉田 又治 B504＋ 81：11．7クビ 39．8�
36 ピ ナ ク ル ズ �9黒鹿57 国分 優作ライオンレースホース� 加藤 和宏 むかわ 真壁 信一 500－ 6 〃 ハナ 77．1	
612
 ヘイセイメジャー 牡5黒鹿57 池添 謙一菅藤 孝雄氏 木原 一良 平取 清水牧場 490－ 81：11．8� 8．5

35 イルデレーヴ 牡4鹿 57 岩田 望来 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 478－ 81：12．01� 15．5�
23 ストリートピアノ 牝5芦 55 国分 恭介高橋 文男氏 武藤 善則 平取 二風谷ファーム 452－101：12．11 222．5
12 ペプチドサンライズ 牡4鹿 57 富田 暁沼川 一彦氏 木原 一良 日高 ファーミングヤナキタ 448－ 21：12．41� 5．4�
11 タガノネクステージ 牡4栗 57 藤岡 康太八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 八木牧場 482－ 21：12．61� 5．7�
59 コ ウ イ チ 牡5芦 57 幸 英明桂土地� 庄野 靖志 新冠 森永 聡 494＋ 21：12．81� 31．5�
714 ロードサージュ 牡4栗 57 川須 栄彦 �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 458＋ 21：12．9	 51．5�
815 ポケットロケット 牝4栗 55

51 ★今村 聖奈野田 政義氏 中尾 秀正 新冠 中村 弘昭 496＋ 4 〃 アタマ 8．8�
611 コズミックランナー 牡5栗 57 三浦 皇成�ノースヒルズ 長谷川浩大 新ひだか 土居牧場 446－ 41：13．32	 78．4�
510 ラインガルーダ 牡5鹿 57

55 △小沢 大仁大澤 繁昌氏 松永 昌博 浦河 日進牧場 472＋ 8 〃 クビ 43．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 95，677，000円 複勝： 133，628，900円 枠連： 45，306，500円
馬連： 201，790，300円 馬単： 68，007，100円 ワイド： 164，234，000円
3連複： 324，397，100円 3連単： 331，411，800円 計： 1，364，452，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 180円 � 690円 � 310円 枠 連（4－8） 1，830円

馬 連 �� 7，270円 馬 単 �� 10，250円

ワ イ ド �� 2，300円 �� 860円 �� 6，470円

3 連 複 ��� 28，410円 3 連 単 ��� 136，510円

票 数

単勝票数 計 956770 的中 � 218229（1番人気）
複勝票数 計1336289 的中 � 249827（1番人気）� 40926（10番人気）� 106084（5番人気）
枠連票数 計 453065 的中 （4－8） 19100（8番人気）
馬連票数 計2017903 的中 �� 21496（26番人気）
馬単票数 計 680071 的中 �� 4974（40番人気）
ワイド票数 計1642340 的中 �� 18139（27番人気）�� 51623（6番人気）�� 6326（66番人気）
3連複票数 計3243971 的中 ��� 8561（95番人気）
3連単票数 計3314118 的中 ��� 1760（446番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．5―11．8―12．0―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．5―46．3―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コ パ シ ー ナ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ア サ テ ィ ス デビュー 2019．9．29 中山6着

2017．4．25生 �5栗 母 ダッシングハニー 母母 ラストヒット 22戦3勝 賞金 56，564，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 テンテキセンセキ号・ニューフロンティア号
（非抽選馬） 6頭 クリノカサット号・スカリーワグ号・テーオーポシブル号・ビートマジック号・フチサンメルチャン号・

モリノカワセミ号

４レース目



（4阪神2）第10日 4月24日（日曜日） 雨後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重
稍重

競走回数 12回 出走頭数 171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

290，750，000円
7，790，000円
28，780，000円
2，200，000円
36，450，000円
74，340，000円
4，957，500円
1，641，600円

勝馬投票券売得金
840，433，400円
1，195，300，300円
340，617，900円
1，863，778，600円
710，160，600円
1，424，862，500円
3，148，518，900円
3，816，206，400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 13，339，878，600円

総入場人員 5，317名 （有料入場人員 5，097名）
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