
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

09121 4月30日 晴 重 （4阪神2） 第11日 第1競走 1，800�3歳未勝利
発走10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

22 ロードマゼラン 牡3青鹿56 松山 弘平 �ロードホースクラブ 奥村 豊 新ひだか ケイアイファーム 498－ 41：53．0 1．1�
67 スーパーチーフ 牡3鹿 56 坂井 瑠星 �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 486－ 61：53．42� 6．7�
79 タイセイフェイバー 牡3青鹿56 和田 竜二田中 成奉氏 浜田多実雄 日高 ナカノファーム 524± 01：53．72 16．4�
812 リリーアロー 牡3鹿 56 国分 恭介土井 孝夫氏 池添 兼雄 新冠 ハシモトフアーム B498＋ 41：53．91� 10．8�
68 カバロプレト 牡3青鹿56 秋山真一郎 �チャンピオンズファーム 坂口 智康 新ひだか チャンピオンズファーム 418－ 41：54．32� 95．1	
11 アダマスミノル 牡3鹿 56 藤岡 康太吉岡 實氏 北出 成人 浦河 金成吉田牧場 498＋ 61：54．72� 52．8

56 プ ラ ウ サ ス 牡3鹿 56 水口 優也山上 和良氏 羽月 友彦 新ひだか 高橋フアーム 478± 01：56．29 240．4�
44 ハートオンシューズ 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣呉本 昌時氏 安田 翔伍 新ひだか チャンピオンズファーム 444－ 41：56．41 416．9�
55 クラウンハヴィ 牡3鹿 56

54 △小沢 大仁�クラウン 中竹 和也 日高 クラウン日高牧場 474－ 61：57．14 416．9�
33 エイブルマン 牡3黒鹿56 幸 英明田畑 利彦氏 森田 直行 浦河 秋場牧場 462＋ 21：57．31� 36．8
811 クレスコキャニオン �3鹿 56 藤懸 貴志堀川 三郎氏 藤沢 則雄 浦河 グランデファーム 482－101：57．51 57．0�
710 トップランナー 牡3栗 56 小崎 綾也田畑 富子氏 牧田 和弥 日高 浜本牧場 474－ 11：57．6� 418．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 54，931，600円 複勝： 133，827，700円 枠連： 10，329，700円
馬連： 46，890，800円 馬単： 41，603，900円 ワイド： 48，963，300円
3連複： 81，442，700円 3連単： 178，131，900円 計： 596，121，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 110円 複 勝 � 100円 � 150円 � 160円 枠 連（2－6） 310円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 440円

ワ イ ド �� 190円 �� 210円 �� 630円

3 連 複 ��� 950円 3 連 単 ��� 2，080円

票 数

単勝票数 計 549316 的中 � 379983（1番人気）
複勝票数 計1338277 的中 � 1090835（1番人気）� 51285（3番人気）� 47071（4番人気）
枠連票数 計 103297 的中 （2－6） 25658（1番人気）
馬連票数 計 468908 的中 �� 101661（1番人気）
馬単票数 計 416039 的中 �� 69706（1番人気）
ワイド票数 計 489633 的中 �� 73420（1番人気）�� 62882（3番人気）�� 15737（8番人気）
3連複票数 計 814427 的中 ��� 63643（3番人気）
3連単票数 計1781319 的中 ��� 61852（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．4―37．7―50．4―1：03．1―1：15．9―1：28．6―1：40．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロードマゼラン �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2021．9．20 中京3着

2019．3．2生 牡3青鹿 母 レディカーニバル 母母 ヴァージニー 7戦1勝 賞金 13，200，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。

09122 4月30日 晴 重 （4阪神2） 第11日 第2競走 ��1，400�3歳未勝利
発走10時35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

816 エイシンデュエラー 牡3鹿 56 吉田 隼人�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 468－ 81：25．0 8．7�
48 � モ デ ィ カ 牝3鹿 52 松山 弘平吉田 和美氏 石坂 公一 豪 Kia Ora

Stud Pty Ltd 474＋ 41：25．31� 3．3�
510 ゴ ル ド 牡3芦 56 藤岡 康太北山 敏�氏 上村 洋行 浦河 ヒダカフアーム 544－ 6 〃 クビ 21．1�
36 オ マ ツ サ マ 牝3黒鹿54 福永 祐一諸江 幸祐氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 482＋ 21：25．51 4．3�
24 エストレアブランカ 牝3鹿 54 川須 栄彦ワタナベホールディ

ングス� 高野 友和 安平 ノーザンファーム 486± 01：25．71� 13．8	
47 ワンダーブレット �3鹿 56 小牧 太山本 能行氏 笹田 和秀 浦河 高昭牧場 492－ 41：26．01� 6．5

815 ブライトホルン 牡3黒鹿56 幸 英明�ノースヒルズ 渡辺 薫彦 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478－ 21：26．21	 6．7�
714 ベルアクトリス 牝3鹿 54 松若 風馬福盛 訓之氏 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 446－ 41：26．3� 8．2�
612 ワンダークエーサー 牡3黒鹿56 高倉 稜山本 能成氏 渡辺 薫彦 浦河 大島牧場 436－121：26．62 314．5
35 � メリーセンス 牡3鹿 56 松田 大作冨士井直哉氏 森 秀行 米 Sun Valley

Farm 488－ 41：26．7� 32．7�
713 イレギュラー 牡3鹿 56 和田 竜二副島 義久氏 北出 成人 様似 小田牧場 440± 01：26．91	 52．6�
59 ローズパレード 牝3黒鹿54 富田 暁 �グリーンファーム森田 直行 千歳 社台ファーム 462± 01：27．11	 277．8�
611 メイショウイタマエ 牡3鹿 56

53 ▲角田 大河松本 好雄氏 千田 輝彦 浦河 金成吉田牧場 494－ 41：27．42 257．8�
12 レ イ ド 牡3鹿 56

54 △小沢 大仁前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 株式会社
ノースヒルズ 464 ―1：27．61	 200．1�

23 ゼンダイミモン 牝3鹿 54
50 ★今村 聖奈幅田 昌伸氏 加用 正 新ひだか 猪野毛牧場 448± 01：28．23� 282．2�

（15頭）
11 ハクサンチェイス 牡3鹿 56 小崎 綾也河﨑 五市氏 小崎 憲 浦河 中村 雅明 460－ 6 （競走除外）

売 得 金
単勝： 35，422，500円 複勝： 62，651，200円 枠連： 14，873，300円
馬連： 64，949，200円 馬単： 25，691，400円 ワイド： 59，014，000円
3連複： 102，191，100円 3連単： 97，774，200円 計： 462，566，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 240円 � 160円 � 680円 枠 連（4－8） 520円

馬 連 �� 1，650円 馬 単 �� 3，910円

ワ イ ド �� 560円 �� 2，700円 �� 2，180円

3 連 複 ��� 12，690円 3 連 単 ��� 79，290円

票 数

単勝票数 差引計 354225（返還計 4386） 的中 � 32254（6番人気）
複勝票数 差引計 626512（返還計 11690） 的中 � 68770（5番人気）� 126823（1番人気）� 18075（8番人気）
枠連票数 差引計 148733（返還計 107） 的中 （4－8） 22049（1番人気）
馬連票数 差引計 649492（返還計 22159） 的中 �� 30351（7番人気）
馬単票数 差引計 256914（返還計 8850） 的中 �� 4918（20番人気）
ワイド票数 差引計 590140（返還計 30482） 的中 �� 29136（5番人気）�� 5387（29番人気）�� 6743（23番人気）
3連複票数 差引計1021911（返還計 79029） 的中 ��� 6035（47番人気）
3連単票数 差引計 977742（返還計 66768） 的中 ��� 894（281番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．8―35．8―48．4―1：00．8―1：12．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．2―3F36．6
3 6（15，16）（4，10，13）8（3，12）（7，5，14）9，11－2 4 ・（6，15，16）（4，10，13）8，5（3，12，14）7，9－（2，11）

勝馬の
紹 介

エイシンデュエラー �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Pulpit デビュー 2021．10．31 阪神8着

2019．4．30生 牡3鹿 母 ホームフロムオズ 母母 Tap Your Heels 6戦1勝 賞金 7，800，000円
〔競走除外〕 ハクサンチェイス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。発馬機内で転倒し，疾病〔両前肢打撲傷〕を発症したため競走除外。

発走時刻8分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ハクサンチェイス号は，令和4年5月1日から令和4年5月30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 グリーンシアター号・メイショウテオス号

第２回 阪神競馬 第１１日



09123 4月30日 晴 稍重 （4阪神2） 第11日 第3競走 1，600�3歳未勝利
発走11時05分 （芝・右・外）

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

23 レオンバローズ 牡3黒鹿56 和田 竜二猪熊 広次氏 渡辺 薫彦 浦河 三嶋牧場 460－ 21：34．8 2．0�
35 バトルシャイニング 牡3黒鹿56 幸 英明宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 498－ 21：35．12 19．5�
36 ヒロシゲパール 牝3鹿 54 国分 優作�ウエストヒルズ 坂口 智康 新ひだか 岡田牧場 B476± 0 〃 アタマ 45．0�
48 アスクビギンアゲン 牡3鹿 56 福永 祐一廣崎 利洋氏 梅田 智之 平取 株式会社

ASK STUD 540＋ 61：35．2� 3．3�
611 テ ィ グ ル 牡3鹿 56

53 ▲服部 寿希加藤 誠氏 中竹 和也 新ひだか 三石川上牧場 454－141：35．41� 433．6�
815 ダンツキタイ 牝3黒鹿54 藤懸 貴志山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 矢野牧場 482－ 21：35．5クビ 11．6	
713 ダノンアーリー 牡3鹿 56 横山 典弘
ダノックス 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 472＋ 41：35．6� 5．3�
817 ナ ム ラ タ タ 牡3芦 56 城戸 義政奈村 睦弘氏 清水 久詞 日高 いとう牧場 472＋ 6 〃 アタマ 148．7�
24 アスカノツバサ 牡3鹿 56 富田 暁豊田 智郎氏 川村 禎彦 むかわ 上水牧場 B474－ 81：35．71 225．1
816 シルバーリング 牝3青 54 坂井 瑠星杉山 忠国氏 上村 洋行 新ひだか 明治牧場 456＋ 21：36．12 29．8�
11 スヴィルカーチ �3黒鹿56 川須 栄彦 �社台レースホース佐々木晶三 千歳 社台ファーム 434－ 81：36．2� 104．0�
510 レモンケーキ 牝3黒鹿54 国分 恭介 �日高大洋牧場 岡田 稲男 日高 日高大洋牧場 438＋ 6 〃 ハナ 41．3�
714 シ ウ ン 牝3黒鹿54 松田 大作 
Gリビエール・

レーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 446± 0 〃 アタマ 174．6�
12 モ ズ ル ル 牝3黒鹿 54

52 △小沢 大仁 
キャピタル・システム 荒川 義之 浦河 日の出牧場 B488－ 81：36．41 54．7�
59 ウォーターパンドラ 牝3鹿 54

51 ▲角田 大河山岡 正人氏 石橋 守 新ひだか 佐竹 学 434＋101：36．5� 244．4�
612 ソ リ ル ー ナ 牝3鹿 54 浜中 俊 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 千田 輝彦 新ひだか 岡田スタツド 438＋ 21：37．88 87．5�
47 ジャズラップ 牝3青鹿54 藤岡 康太市川義美ホール

ディングス
 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 434＋161：38．01 305．2�
（17頭）

売 得 金
単勝： 41，252，400円 複勝： 59，132，000円 枠連： 12，639，600円
馬連： 58，438，500円 馬単： 28，629，700円 ワイド： 59，955，200円
3連複： 96，121，400円 3連単： 106，320，500円 計： 462，489，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 130円 � 390円 � 690円 枠 連（2－3） 1，380円

馬 連 �� 1，640円 馬 単 �� 2，420円

ワ イ ド �� 680円 �� 1，230円 �� 3，660円

3 連 複 ��� 11，180円 3 連 単 ��� 38，380円

票 数

単勝票数 計 412524 的中 � 159424（1番人気）
複勝票数 計 591320 的中 � 187110（1番人気）� 30661（5番人気）� 15581（8番人気）
枠連票数 計 126396 的中 （2－3） 7090（6番人気）
馬連票数 計 584385 的中 �� 27550（5番人気）
馬単票数 計 286297 的中 �� 8858（7番人気）
ワイド票数 計 599552 的中 �� 23652（6番人気）�� 12465（10番人気）�� 4032（31番人気）
3連複票数 計 961214 的中 ��� 6445（31番人気）
3連単票数 計1063205 的中 ��� 2008（107番人気）

ハロンタイム 12．7―10．7―11．6―12．2―12．1―11．7―11．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．4―35．0―47．2―59．3―1：11．0―1：22．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レオンバローズ �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2021．11．27 阪神2着

2019．4．17生 牡3黒鹿 母 ニコールバローズ 母母 ブーケドレーヌ 4戦1勝 賞金 10，880，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時10分に変更。
〔制裁〕 シルバーリング号の騎手坂井瑠星は，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：14番）
〔3走成績による出走制限〕 モズルル号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年6月30日まで平地競走に出走できない。

09124 4月30日 晴 稍重 （4阪神2） 第11日 第4競走 ��1，800�3歳未勝利
発走11時35分 （芝・右・外）

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
1：43．9
1：43．8

良
良

47 ミッキーワンダー 牡3青鹿56 坂井 瑠星野田みづき氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 468－ 61：47．7 7．6�
23 オーウェンバローズ 牡3鹿 56 浜中 俊猪熊 広次氏 辻野 泰之 洞�湖 レイクヴィラファーム 468＋ 61：47．8� 11．3�
815 リアルモンスター 牡3青鹿56 秋山真一郎 CLUB RUN FOR

THE ROSES 大橋 勇樹 浦河 高村牧場 484－101：48．01� 7．2�
24 リヤンソウル 牝3黒鹿 54

51 ▲鷲頭 虎太岡本 真二氏 佐々木晶三 浦河 日進牧場 446＋ 21：48．1� 84．7�
12 ナリタボルテックス 牡3鹿 56

54 △小沢 大仁�オースミ 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 476－ 2 〃 ハナ 51．5�
35 サトノジーク 牡3黒鹿56 藤岡 康太 �サトミホースカンパニー 安田 隆行 新ひだか 矢野牧場 484± 01：48．2クビ 5．2	
59 メイショウカジヤ �3鹿 56 国分 恭介松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 438＋ 4 〃 アタマ 88．5

510 ヴィクトールドパリ 牡3芦 56 幸 英明 �グリーンファーム西園 正都 千歳 社台ファーム 472＋ 4 〃 クビ 7．9�
611 ライダーストーム 牡3青鹿56 吉田 隼人水谷 美穂氏 茶木 太樹 日高 豊洋牧場 474－161：48．4� 78．8�
612 ガ ー レ 牡3青鹿56 藤岡 佑介幅田 京子氏 庄野 靖志 新ひだか 本桐牧場 480＋ 41：49．35 57．1
48 ブルービーム 牡3鹿 56 城戸 義政岡田甲子男氏 清水 久詞 日高 荒井ファーム 468 ―1：49．62 88．9�
11 エムオーマスク 牝3黒鹿 54

50 ★今村 聖奈大浅 貢氏 飯田 祐史 浦河 成隆牧場 492 ―1：49．81� 39．6�
713 テーオーアリエス 牝3黒鹿54 松山 弘平小笹 公也氏 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 488＋141：49．9クビ 2．9�
816 デンドロビウム 牝3鹿 54 松田 大作金山 政信氏 森田 直行 浦河 谷口牧場 450－ 41：50．64 188．0�
714 レディコートアスク 牝3黒鹿54 福永 祐一廣崎利洋HD� 梅田 智之 千歳 社台ファーム 416－ 41：51．02� 8．7�
36 	 シゲルハヤブサ 牡3鹿 56 富田 暁森中 蕃氏 橋田 満 愛 Andrew

Rosen 522 ―1：51．1� 119．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 32，494，000円 複勝： 49，517，900円 枠連： 11，280，300円
馬連： 54，883，900円 馬単： 21，773，400円 ワイド： 51，050，100円
3連複： 79，915，900円 3連単： 80，045，300円 計： 380，960，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 270円 � 280円 � 260円 枠 連（2－4） 3，100円

馬 連 �� 3，800円 馬 単 �� 6，550円

ワ イ ド �� 1，130円 �� 1，010円 �� 1，280円

3 連 複 ��� 7，510円 3 連 単 ��� 51，900円

票 数

単勝票数 計 324940 的中 � 34141（4番人気）
複勝票数 計 495179 的中 � 47354（6番人気）� 44840（7番人気）� 51678（5番人気）
枠連票数 計 112803 的中 （2－4） 2813（15番人気）
馬連票数 計 548839 的中 �� 11166（17番人気）
馬単票数 計 217734 的中 �� 2490（29番人気）
ワイド票数 計 510501 的中 �� 11624（15番人気）�� 13113（12番人気）�� 10136（19番人気）
3連複票数 計 799159 的中 ��� 7972（23番人気）
3連単票数 計 800453 的中 ��� 1118（179番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．8―35．6―48．1―1：00．3―1：12．3―1：23．9―1：35．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミッキーワンダー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Myboycharlie デビュー 2022．3．13 阪神13着

2019．5．2生 牡3青鹿 母 キャンプロック 母母 Camporese 3戦1勝 賞金 5，200，000円



09125 4月30日 晴 重 （4阪神2） 第11日 第5競走 ��1，800�3歳1勝クラス
発走12時25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
1：48．5
1：47．6

重
重

712 マルカアトラス 牡3鹿 56
54 △小沢 大仁日下部 猛氏 松永 昌博 浦河 高昭牧場 486－ 61：51．9 13．5�

58 マテンロウアイ 牝3黒鹿 54
50 ★今村 聖奈寺田千代乃氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム 510－ 4 〃 � 79．2�

22 メイショウキッド 牡3鹿 56 横山 典弘松本 好雄氏 本田 優 浦河 村下 明博 498－ 21：52．1� 8．3�
45 ス ミ 牝3鹿 54

51 ▲角田 大河市川義美ホール
ディングス� 高橋 亮 新ひだか フジワラフアーム 460＋ 21：52．42 5．8�

57 サンライズジャスト 牡3鹿 56 幸 英明�ライフハウス 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 526－ 21：52．61 3．8�
34 オ ス テ リ ア 牡3栗 56 松若 風馬 �吉澤ホールディングス 宮本 博 新ひだか 広田牧場 498－ 4 〃 ハナ 75．9	
33 クレスコジョケツ 牝3鹿 54 富田 暁堀川 三郎氏 木原 一良 浦河 信岡牧場 462－ 41：52．7� 20．1

11 プラチナドリーム 牡3鹿 56 和田 竜二飯田 正剛氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 B460± 0 〃 � 21．8�
813 ロードアラビアン 牡3鹿 56 福永 祐一 �ロードホースクラブ 四位 洋文 新ひだか タガミファーム 498± 01：53．01� 2．2�
46 アキュートガール 牝3鹿 54 小牧 太山口 敦広氏 高橋 義忠 新ひだか 城地牧場 442－ 41：53．53 309．8
814 スプラウティング 牡3栗 56 国分 恭介ゴドルフィン 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500－ 61：54．13� 109．7�
69 ウインドアベニュー 牡3鹿 56 川須 栄彦福原 正博氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 430± 01：54．95 348．8�
610 ホウオウスミヨシ 牡3鹿 56 �島 良太小笹 芳央氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 538－ 21：55．1� 48．5�
711 クロステック 牡3黒鹿56 坂井 瑠星 �社台レースホース大久保龍志 千歳 社台ファーム 468－ 2 〃 アタマ 57．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 47，917，800円 複勝： 69，153，500円 枠連： 10，917，000円
馬連： 69，396，600円 馬単： 33，040，700円 ワイド： 66，757，100円
3連複： 117，162，400円 3連単： 132，243，300円 計： 546，588，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，350円 複 勝 � 540円 � 1，620円 � 300円 枠 連（5－7） 2，400円

馬 連 �� 65，500円 馬 単 �� 112，120円

ワ イ ド �� 17，230円 �� 1，860円 �� 7，420円

3 連 複 ��� 172，630円 3 連 単 ��� 998，710円

票 数

単勝票数 計 479178 的中 � 28373（5番人気）
複勝票数 計 691535 的中 � 33375（7番人気）� 10041（11番人気）� 67369（4番人気）
枠連票数 計 109170 的中 （5－7） 3512（9番人気）
馬連票数 計 693966 的中 �� 821（56番人気）
馬単票数 計 330407 的中 �� 221（105番人気）
ワイド票数 計 667571 的中 �� 986（61番人気）�� 9488（19番人気）�� 2302（45番人気）
3連複票数 計1171624 的中 ��� 509（172番人気）
3連単票数 計1322433 的中 ��� 96（931番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―13．1―12．5―11．9―12．5―12．9―12．5―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．4―36．5―49．0―1：00．9―1：13．4―1：26．3―1：38．8

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マルカアトラス �
�
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 2021．11．27 阪神4着

2019．4．30生 牡3鹿 母 フォースライト 母母 フォーティエース 3戦2勝 賞金 13，700，000円
〔制裁〕 ホウオウスミヨシ号の騎手�島良太は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。

09126 4月30日 晴 良 （4阪神2） 第11日 第6競走 ��2，000�4歳以上1勝クラス
発走12時55分 （芝・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
1：57．2
1：56．1

良
良

77 ケルンキングダム �6鹿 57 小崎 綾也谷和 光彦氏 小崎 憲 浦河 ひるかわ育
成牧場 448± 02：01．2 3．8�

33 マリオンエール 牝4鹿 55 吉田 隼人サン 安達 昭夫 平取 坂東牧場 462＋ 62：01．41� 20．6�
22 アドマイヤハイジ 牝4鹿 55

51 ★今村 聖奈近藤 旬子氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 416－ 62：01．61 8．7�
11 ニホンピロマリブ 牡4鹿 57 小牧 太小林 英一氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 450± 02：01．7� 30．0�
44 ブリングトゥライフ 牝4鹿 55 松田 大作�G1レーシング 畑端 省吾 安平 追分ファーム 482＋ 2 〃 アタマ 17．1�
66 シンシアリダーリン 牝4鹿 55 福永 祐一�G1レーシング 上村 洋行 安平 追分ファーム 442－ 22：02．01	 1．3	
55 セレッソフレイム 牝4栗 55

52 ▲角田 大河三宅 勝俊氏 服部 利之 浦河 宮内牧場 452－ 62：02．1� 114．1

（7頭）

売 得 金
単勝： 35，051，700円 複勝： 34，695，500円 枠連： 発売なし
馬連： 37，908，000円 馬単： 30，435，700円 ワイド： 26，708，400円
3連複： 53，742，200円 3連単： 159，968，700円 計： 378，510，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 250円 � 810円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 2，600円 馬 単 �� 4，240円

ワ イ ド �� 550円 �� 430円 �� 820円

3 連 複 ��� 4，160円 3 連 単 ��� 18，570円

票 数

単勝票数 計 350517 的中 � 73251（2番人気）
複勝票数 計 346955 的中 � 63060（2番人気）� 14642（5番人気）
馬連票数 計 379080 的中 �� 11273（8番人気）
馬単票数 計 304357 的中 �� 5376（13番人気）
ワイド票数 計 267084 的中 �� 12392（8番人気）�� 16735（6番人気）�� 7949（10番人気）
3連複票数 計 537422 的中 ��� 9667（12番人気）
3連単票数 計1599687 的中 ��� 6243（47番人気）

ハロンタイム 13．2―11．7―12．2―12．3―12．3―11．9―11．6―11．6―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―24．9―37．1―49．4―1：01．7―1：13．6―1：25．2―1：36．8―1：48．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．6―3F36．0
1
3
7－3，5（4，6）－（1，2）
7＝3，5（4，6）（1，2）

2
4
7＝3－5（4，6）－（1，2）
7＝3（5，6）4，1，2

勝馬の
紹 介

ケルンキングダム �
�
父 ローズキングダム �

�
母父 アドマイヤムーン デビュー 2019．5．4 京都6着

2016．5．6生 �6鹿 母 ケルンフラワー 母母 ケルンアリュール 30戦2勝 賞金 46，413，000円



09127 4月30日 晴 重 （4阪神2） 第11日 第7競走 ��1，200�4歳以上1勝クラス
発走13時25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
1：08．8
1：08．5

重
重

55 シ ゲ ル リ ジ 牝4鹿 55 福永 祐一森中 蕃氏 五十嵐忠男 日高 日高大洋牧場 460－ 21：11．7 12．9�
22 ゴイゴイスー 牡4鹿 57 川須 栄彦山下 良子氏 中尾 秀正 浦河 村中牧場 498＋ 41：11．91� 5．3�
67 ルシャリーブル 牝4栗 55 和田 竜二�日進牧場 鈴木 孝志 浦河 日進牧場 438－ 21：12．0� 29．8�
811 ナ ム ラ ボ ス 牡5鹿 57 藤岡 康太奈村 睦弘氏 羽月 友彦 浦河 中島牧場 488－ 61：12．1クビ 2．4�
44 � レベルタウン 牡4栗 57

54 ▲角田 大河ゴドルフィン 石橋 守 愛 Ringfort
Stud Ltd 516－ 41：12．42 3．3�

33 ヒロノクイーン 牝4黒鹿 55
51 ★今村 聖奈サンエイ開発	 寺島 良 むかわ 上水牧場 466－ 2 〃 クビ 6．3


810 スターオブスパーダ 牡4芦 57 城戸 義政光安 了氏 荒川 義之 浦河 小林 仁 424－ 61：12．5クビ 106．6�
79 	 カネトシディーバ 牝4黒鹿55 坂井 瑠星兼松 昌男氏 高橋 康之 浦河 高昭牧場 472＋ 21：12．71� 17．4�
11 コパノキャッチング 牡4黒鹿 57

55 △小沢 大仁小林 祥晃氏 宮 徹 新ひだか へいはた牧場 460＋ 41：12．91� 70．2
78 	 スエヒロヴァン 牝4鹿 55 幸 英明	みどり住宅 藤沢 則雄 新冠 小泉牧場 470± 01：13．11� 294．3�
66 	 メイブツシャチョウ 
6黒鹿57 加藤 祥太池田 實氏 藤沢 則雄 新冠 村上 欽哉 450－ 71：13．2� 271．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 42，757，000円 複勝： 54，628，500円 枠連： 8，296，000円
馬連： 56，117，200円 馬単： 29，721，300円 ワイド： 52，847，100円
3連複： 86，772，900円 3連単： 128，376，400円 計： 459，516，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，290円 複 勝 � 350円 � 240円 � 550円 枠 連（2－5） 3，680円

馬 連 �� 3，170円 馬 単 �� 7，540円

ワ イ ド �� 920円 �� 2，520円 �� 1，780円

3 連 複 ��� 17，530円 3 連 単 ��� 117，660円

票 数

単勝票数 計 427570 的中 � 26425（5番人気）
複勝票数 計 546285 的中 � 40150（6番人気）� 68431（4番人気）� 23252（7番人気）
枠連票数 計 82960 的中 （2－5） 1745（12番人気）
馬連票数 計 561172 的中 �� 13681（12番人気）
馬単票数 計 297213 的中 �� 2956（26番人気）
ワイド票数 計 528471 的中 �� 15244（11番人気）�� 5283（22番人気）�� 7584（18番人気）
3連複票数 計 867729 的中 ��� 3711（45番人気）
3連単票数 計1283764 的中 ��� 791（251番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―11．6―11．6―11．6―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．9―35．5―47．1―58．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．8―3F36．2
3 4，5－2（1，7）11（6，9）（8，3，10） 4 ・（4，5）－2，11－1（7，10）（6，9）3，8
市場取引馬

勝馬の
紹 介

シ ゲ ル リ ジ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2020．10．10 京都2着

2018．5．1生 牝4鹿 母 ボ ム ガ ー ル 母母 ポニーガール 16戦2勝 賞金 25，250，000円

09128 4月30日 晴 重 （4阪神2） 第11日 第8競走 ��1，400�4歳以上2勝クラス
発走13時55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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

48 メイショウマンサク 牝4鹿 55 横山 典弘松本 好�氏 石橋 守 安平 �橋本牧場 518＋ 61：24．5 6．9�
24 � スズカクローカス 牝6黒鹿55 長岡 禎仁永井 宏明氏 杉山 佳明 むかわ 新井牧場 450＋ 41：24．6� 31．0�
35 ニューフロンティア 牡4鹿 57 吉田 隼人平井 裕氏 田中 克典 日高 白井牧場 482－ 4 〃 クビ 3．2�
12 タイキドミニオン 牡4鹿 57 松若 風馬�大樹ファーム 高野 友和 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ B526± 0 〃 アタマ 27．7�
714 ラインオブフェイト 牝4栗 55 坂井 瑠星 	YGGホースクラブ 田島 俊明 日高 奥山 博 460＋ 41：24．7クビ 5．9

59 プレジールミノル 牡4栗 57 和田 竜二吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム B498－101：25．12� 4．6�
611 シンゼンブースター 	6栗 57

53 ★今村 聖奈原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大
作ステーブル 490＋ 2 〃 ハナ 132．8�

713 テーオーポシブル 	6鹿 57 藤岡 康太小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 B480＋ 61：25．2
 12．3
815 モリノカワセミ 牝6鹿 55 江田 照男森 和久氏 大江原 哲 日高 森永牧場 462－ 61：25．3クビ 93．1�
36 レッドブロンクス 牡5黒鹿57 藤岡 佑介 	東京ホースレーシング 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 496－ 21：25．72� 19．7�
47 � ハードカウント 	7栗 57 小崎 綾也前田 幸治氏 小崎 憲 新冠 株式会社

ノースヒルズ 456－ 41：25．91� 16．4�
816� ア マ ー ビ レ 牝5黒鹿 55

52 ▲角田 大河安原 浩司氏 茶木 太樹 新ひだか 岡田牧場 498± 01：26．0クビ 21．6�
612 スラッシュメタル 	7鹿 57 加藤 祥太吉田 勝己氏 小林 真也 安平 ノーザンファーム B458－ 2 〃 クビ 143．5�
11 テンテキセンセキ 牡5黒鹿 57

55 △小沢 大仁岡田 牧雄氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 470＋ 61：26．42� 29．0�
510 アスクハードスパン 牡7鹿 57 幸 英明廣崎利洋HD	 河内 洋 新冠 川上牧場 B552＋121：27．57 27．7�
23 ショウナンアストラ 牡4黒鹿57 浜中 俊国本 哲秀氏 西田雄一郎 むかわ 上水牧場 470－ 41：29．3大差 63．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 46，173，900円 複勝： 72，661，500円 枠連： 22，865，600円
馬連： 86，571，600円 馬単： 31，732，800円 ワイド： 80，957，900円
3連複： 142，050，400円 3連単： 138，354，500円 計： 621，368，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 220円 � 480円 � 170円 枠 連（2－4） 3，960円

馬 連 �� 7，200円 馬 単 �� 9，660円

ワ イ ド �� 1，790円 �� 490円 �� 1，440円

3 連 複 ��� 7，500円 3 連 単 ��� 54，300円

票 数

単勝票数 計 461739 的中 � 53091（4番人気）
複勝票数 計 726615 的中 � 87194（4番人気）� 31183（8番人気）� 134113（1番人気）
枠連票数 計 228656 的中 （2－4） 4467（17番人気）
馬連票数 計 865716 的中 �� 9308（27番人気）
馬単票数 計 317328 的中 �� 2462（36番人気）
ワイド票数 計 809579 的中 �� 11086（20番人気）�� 46072（1番人気）�� 13909（14番人気）
3連複票数 計1420504 的中 ��� 14197（16番人気）
3連単票数 計1383545 的中 ��� 1847（139番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．2―12．0―12．4―12．4―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．9―34．1―46．1―58．5―1：10．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウマンサク �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 Point Given デビュー 2020．9．13 中京8着

2018．4．2生 牝4鹿 母 ペルサントクリール 母母 Try N Sue 13戦3勝 賞金 37，100，000円
〔制裁〕 スラッシュメタル号の騎手加藤祥太は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ショウナンアストラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年5月31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） 1頭 ビートマジック号
（非抽選馬） 4頭 タガノペカ号・ペイシャリルキス号・メイショウナパワン号・リスペクタブル号



09129 4月30日 晴 良 （4阪神2） 第11日 第9競走 ��2，200�
や ぐ る ま

矢 車 賞
発走14時25分 （芝・右）

牝，3歳，1勝クラス；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 10，300，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，030，000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

22 ワーフデール 牝3栗 54 幸 英明�G1レーシング 森田 直行 安平 ノーザンファーム 460＋162：12．3 3．8�
77 ビ ジ ン 牝3黒鹿54 松田 大作菅藤 孝雄氏 武 英智 新ひだか 飛野牧場 456－ 22：12．4� 18．1�
66 ヒヅルジョウ 牝3鹿 54 国分 恭介河内 孝夫氏 岡田 稲男 新冠 中地 康弘 476－ 22：12．5� 3．5�
11 プレミアスコア 牝3栗 54 吉田 隼人 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 472＋ 42：12．81� 5．3�
44 ル ミ ネ イ ト 牝3鹿 54 福永 祐一ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 494＋ 62：13．33 7．4	
33 スタティスティクス 牝3黒鹿54 藤岡 佑介 �社台レースホース石坂 公一 千歳 社台ファーム 422－102：13．62 3．5

55 ブルーゲート 牝3黒鹿54 富田 暁石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 プログレスファーム 432－ 22：14．02� 16．2�

（7頭）

売 得 金
単勝： 39，931，600円 複勝： 34，989，700円 枠連： 発売なし
馬連： 60，575，300円 馬単： 30，589，400円 ワイド： 40，478，200円
3連複： 94，725，100円 3連単： 174，888，900円 計： 476，178，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 200円 � 690円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 3，480円 馬 単 �� 5，610円

ワ イ ド �� 980円 �� 280円 �� 810円

3 連 複 ��� 3，010円 3 連 単 ��� 18，240円

票 数

単勝票数 計 399316 的中 � 82061（3番人気）
複勝票数 計 349897 的中 � 79219（2番人気）� 16621（7番人気）
馬連票数 計 605753 的中 �� 13455（16番人気）
馬単票数 計 305894 的中 �� 4084（27番人気）
ワイド票数 計 404782 的中 �� 9689（17番人気）�� 42008（2番人気）�� 11878（15番人気）
3連複票数 計 947251 的中 ��� 23543（17番人気）
3連単票数 計1748889 的中 ��� 6951（91番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．5―23．5―35．3―48．3―1：01．3―1：13．3―1：25．0―1：36．8―1：48．2―1：59．9

コーナー
通過順位

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

2
4
6（4，7）5（2，3）1
6，1（4，7）（2，3）5

勝馬の
紹 介

ワーフデール �

父 ハービンジャー �


母父 フレンチデピュティ デビュー 2021．8．28 小倉3着

2019．3．25生 牝3栗 母 マラムデール 母母 フサイチエアデール 5戦2勝 賞金 20，590，000円

09130 4月30日 晴 良 （4阪神2） 第11日 第10競走 ��
��1，200�

あしやがわ

芦屋川ステークス
発走15時00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 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．0

良
良

12 カ リ ボ ー ル 牡6鹿 57 吉田 隼人大和屋 暁氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B496－ 21：08．0 8．1�
47 サトノファビュラス 牝5鹿 55 藤岡 康太 �サトミホースカンパニー 宗像 義忠 日高 下河辺牧場 416－ 6 〃 アタマ 47．1�
23 コスモアンジュ 牝5鹿 55 野中悠太郎 �ビッグレッドファーム 武藤 善則 新冠 安達 洋生 488－ 6 〃 クビ 19．0�
11 ディモールト 牡5黒鹿57 幸 英明市川義美ホール

ディングス� 角田 晃一 新ひだか フジワラフアーム B508± 01：08．1クビ 93．3�
24 ス ン リ 牝4鹿 55 松山 弘平白 日光氏 清水 久詞 新冠 石郷岡 五月 B478－ 21：08．31� 6．5	
816 オメガラヴィサン 	7鹿 57 横山 典弘原 
子氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム B480＋ 2 〃 ハナ 2．7

48 メメントモリ 牝5鹿 55 坂井 瑠星吉田 勝己氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 482＋ 8 〃 ハナ 47．7�
35 � ロ ジ ー ナ 牝5黒鹿55 藤岡 佑介 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 幌村牧場 468＋ 2 〃 アタマ 39．7�
713 テイエムイダテン 牡5鹿 57 国分 恭介竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか 本桐牧場 B494＋121：08．4クビ 26．0
612 グレイトゲイナー 牡5青鹿57 浜中 俊田中 慶治氏 森 秀行 浦河 谷川牧場 470＋ 41：08．61� 19．3�
815� ミニオンペール 牝6鹿 55 藤懸 貴志 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 小手川 準 新冠 サンローゼン 476＋ 21：08．7クビ 24．4�
36 グ ラ ン レ イ 牡5鹿 57 富田 暁名古屋友豊� 池添 学 新ひだか 前谷 武志 474＋ 8 〃 クビ 5．9�
611� エムオーシャトル 牝4鹿 55 江田 照男大浅 貢氏 鹿戸 雄一 むかわ 市川牧場 460－ 61：08．8� 109．0�
714 アールラプチャー 牝4青鹿55 福永 祐一前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 454－ 41：09．01 7．9�
59  ショウナンアリアナ 牝6鹿 55 松若 風馬国本 哲秀氏 高野 友和 英 Guy Pari-

ente Holding 442± 01：09．42� 162．7�
510 サウンドカナロア 	6鹿 57 和田 竜二増田 雄一氏 村山 明 新冠 飛渡牧場 B468－ 81：10．04 26．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 55，910，200円 複勝： 84，225，000円 枠連： 28，335，300円
馬連： 128，297，300円 馬単： 47，324，700円 ワイド： 103，550，800円
3連複： 212，042，000円 3連単： 206，959，700円 計： 866，645，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 300円 � 960円 � 470円 枠 連（1－4） 8，740円

馬 連 �� 16，840円 馬 単 �� 30，590円

ワ イ ド �� 4，040円 �� 2，170円 �� 7，300円

3 連 複 ��� 59，620円 3 連 単 ��� 379，860円

票 数

単勝票数 計 559102 的中 � 54817（5番人気）
複勝票数 計 842250 的中 � 81334（5番人気）� 20929（11番人気）� 47053（6番人気）
枠連票数 計 283353 的中 （1－4） 2512（28番人気）
馬連票数 計1282973 的中 �� 5901（52番人気）
馬単票数 計 473247 的中 �� 1160（94番人気）
ワイド票数 計1035508 的中 �� 6600（45番人気）�� 12474（23番人気）�� 3619（66番人気）
3連複票数 計2120420 的中 ��� 2667（164番人気）
3連単票数 計2069597 的中 ��� 395（1020番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―11．2―11．3―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．3―33．5―44．8―56．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F34．5
3 14，11，3（4，10）1（7，12）（2，16）8（5，13，15）9，6 4 ・（14，11）（3，4）（7，10）（1，12）（2，16）（8，13，15）（5，9）6
市場取引馬

勝馬の
紹 介

カ リ ボ ー ル �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2019．2．17 小倉2着

2016．3．12生 牡6鹿 母 レイズアンドコール 母母 モーリストンベル 20戦4勝 賞金 74，312，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



09131 4月30日 晴 稍重 （4阪神2） 第11日 第11競走 ��
��1，200�

てんのうざん

天王山ステークス
発走15時35分 （ダート・右）
4歳以上；負担重量は，日本馬：56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過
額1，200万円毎1�増，�：56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�
増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 504，000円 144，000円 72，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．5

重
重

35 デュアリスト 牡4栗 57 坂井 瑠星 �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 500－ 81：10．5 8．3�
23 	 オーロラテソーロ 牡5栗 57 浜中 俊了德寺健二ホール

ディングス� 畠山 吉宏 米 John R. Penn &
Spendthift Farm 496＋ 4 〃 クビ 5．9�

12 サダムスキャット 牝5栗 54 秋山真一郎大西美生子氏 中尾 秀正 新冠 須崎牧場 476＋ 61：10．71
 20．2�
713 ボイラーハウス 牡4鹿 56 江田 照男永田 博之氏 竹内 正洋 浦河 松栄牧場 496± 0 〃 ハナ 6．2�
510 ケイアイドリー 牡5鹿 56 藤岡 康太 �ケイアイスタリオン 村山 明 新冠 隆栄牧場 514－ 21：10．8� 2．2	
612 デンコウリジエール 牡5鹿 57 松田 大作田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 470± 01：10．9� 39．1

714 グレートウォリアー 牡7鹿 56 福永 祐一 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 536＋201：11．11
 13．5�
47 フィールドセンス 牡8鹿 56 富田 暁前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか 千代田牧場 560－ 21：11．2クビ 68．0�
11 ゼンノアンジュ 牝4鹿 54 幸 英明大迫久美子氏 中村 直也 新冠 川島牧場 496＋ 21：11．3� 14．1
36 ニシノライトニング 牡4鹿 56 野中悠太郎西山 茂行氏 根本 康広 新冠 村上 欽哉 504－101：11．5� 26．2�
24 ヒデノヴィーナス 牝6栗 55 川須 栄彦大石 秀夫氏 梅田 智之 日高 瀬戸牧場 454－ 41：11．6� 20．2�
48 ワールドウインズ 5鹿 56 鷲頭 虎太川勝 裕之氏 武 幸四郎 新ひだか 藤原牧場 B462＋ 81：12．13 120．3�
59 スピリットワンベル 牡7鹿 56 高倉 稜鈴木 昭和氏 牧田 和弥 日高 モリナガファーム 540－ 41：12．31� 114．9�
816 スズカフェスタ 牡7栗 56 国分 優作永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 斉藤英牧場 510－ 21：12．61� 147．6�
611� クーファピーカブー 牝6栗 54 田中 健大迫 正善氏 中村 直也 新冠 川島牧場 B474＋ 41：13．45 111．9�
815 レ ジ ェ ー ロ 牝5黒鹿55 小崎 綾也山本 剛士氏 西村 真幸 新冠 新冠橋本牧場 418－ 21：15．6大差 113．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 102，506，200円 複勝： 141，538，600円 枠連： 68，582，500円
馬連： 279，560，200円 馬単： 101，669，600円 ワイド： 199，027，100円
3連複： 455，037，800円 3連単： 498，958，300円 計： 1，846，880，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 280円 � 220円 � 420円 枠 連（2－3） 1，710円

馬 連 �� 2，210円 馬 単 �� 5，160円

ワ イ ド �� 690円 �� 1，580円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 6，720円 3 連 単 ��� 35，940円

票 数

単勝票数 計1025062 的中 � 98139（4番人気）
複勝票数 計1415386 的中 � 132374（4番人気）� 184972（3番人気）� 79188（7番人気）
枠連票数 計 685825 的中 （2－3） 30917（8番人気）
馬連票数 計2795602 的中 �� 97709（7番人気）
馬単票数 計1016696 的中 �� 14759（17番人気）
ワイド票数 計1990271 的中 �� 76075（5番人気）�� 31468（22番人気）�� 49970（10番人気）
3連複票数 計4550378 的中 ��� 50741（21番人気）
3連単票数 計4989583 的中 ��� 10065（110番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．4―12．0―11．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．4―46．4―57．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デュアリスト �
�
父 ミッキーアイル �

�
母父 End Sweep デビュー 2020．7．4 阪神1着

2018．5．15生 牡4栗 母 デュアルストーリー 母母 ディアブロズストーリー 9戦4勝 賞金 71，711，000円
［他本会外：2戦1勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 レジェーロ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年5月31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。
（非抽選馬） 4頭 ウインカーネリアン号・スイーズドリームス号・マンオブスピリット号・ロードラズライト号

09132 4月30日 晴 稍重 （4阪神2） 第11日 第12競走 ��1，800�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
1：48．5
1：47．6

重
重

33 テイエムベンチャー 牡4鹿 57 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 日高 厚賀古川牧場 514＋ 21：53．1 4．5�
67 イルミネーター 牡5鹿 57 水口 優也山上 和良氏 羽月 友彦 浦河 岡部牧場 500± 01：53．41� 26．1�
79 フォルツァンド 牡4鹿 57

53 ★今村 聖奈 �カナヤマホール
ディングス 高橋 亮 浦河 大島牧場 512－ 21：53．5� 4．7�

810 メイショウハクサン 牡5鹿 57 藤岡 佑介松本 好�氏 中内田充正 浦河 赤田牧場 494－ 4 〃 ハナ 3．8�
66 � ア ル ベ ニ ス �6栗 57 森 裕太朗森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 460－ 6 〃 クビ 4．3	
11 プランドラー 牡6鹿 57 藤岡 康太 
サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 502± 0 〃 ハナ 40．0�
811 プエルタデルソル 牡8栗 57 横山 典弘前田 幸治氏 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478－ 6 〃 ハナ 11．3�
78 キングダムウイナー 牡5鹿 57 坂井 瑠星ライオンレースホース� 田中 克典 安平 ノーザンファーム 488＋ 41：53．92� 7．2
55 メイショウシャガ 牡5黒鹿 57

55 △小沢 大仁松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 510－ 21：54．11	 99．3�
44 サダムラピュタ 牡7黒鹿57 藤懸 貴志大西美生子氏 平田 修 新ひだか 矢野牧場 B474－ 21：54．41� 50．2�
22 クリノカポネ �7鹿 57 幸 英明栗本 博晴氏 谷 潔 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 442－ 21：54．61� 128．6�
（11頭）

売 得 金
単勝： 60，462，900円 複勝： 78，593，200円 枠連： 24，187，000円
馬連： 119，630，900円 馬単： 47，836，200円 ワイド： 92，959，300円
3連複： 169，885，800円 3連単： 224，519，800円 計： 818，075，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 170円 � 360円 � 190円 枠 連（3－6） 980円

馬 連 �� 4，870円 馬 単 �� 7，100円

ワ イ ド �� 1，330円 �� 440円 �� 990円

3 連 複 ��� 5，190円 3 連 単 ��� 34，560円

票 数

単勝票数 計 604629 的中 � 105450（3番人気）
複勝票数 計 785932 的中 � 136778（2番人気）� 45248（7番人気）� 117698（4番人気）
枠連票数 計 241870 的中 （3－6） 19038（6番人気）
馬連票数 計1196309 的中 �� 19035（19番人気）
馬単票数 計 478362 的中 �� 5048（32番人気）
ワイド票数 計 929593 的中 �� 17085（19番人気）�� 57666（5番人気）�� 23487（15番人気）
3連複票数 計1698858 的中 ��� 24530（20番人気）
3連単票数 計2245198 的中 ��� 4709（133番人気）

ハロンタイム 13．2―11．6―13．7―12．6―12．8―12．7―12．3―11．6―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．8―38．5―51．1―1：03．9―1：16．6―1：28．9―1：40．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テイエムベンチャー �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2020．12．26 阪神1着

2018．4．20生 牡4鹿 母 ゼリービーン 母母 ジュエルヒル 11戦3勝 賞金 37，486，000円



（4阪神2）第11日 4月30日（土曜日） 晴 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 158頭 本 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

221，780，000円
26，460，000円
1，440，000円
26，670，000円
69，195，000円
4，345，000円
1，516，800円

勝馬投票券売得金
594，811，800円
875，614，300円
212，306，300円
1，063，219，500円
470，048，800円
882，268，500円
1，691，089，700円
2，126，541，500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 7，915，900，400円

総入場人員 7，933名 （有料入場人員 7，726名）
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