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09073 4月16日 晴 稍重 （4阪神2） 第7日 第1競走 1，400�3歳未勝利
発走9時55分 （ダート・右）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000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

48 ビーストアタック 牝3鹿 54 岩田 康誠 MOMOレーシング 安田 隆行 洞�湖 レイクヴィラファーム B456－ 21：25．3 2．4�
59 ルージュラピュセル 牝3鹿 54 坂井 瑠星 �東京ホースレーシング 大久保龍志 千歳 社台ファーム 432＋ 61：25．61� 49．3�
611 ラ ニ カ イ 牝3栗 54 武 豊�ノースヒルズ 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 472＋ 21：25．81� 2．5�
713 ベルアクトリス 牝3鹿 54 岩田 望来福盛 訓之氏 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 450－ 41：25．9クビ 31．8�
36 メ ル シ ー 牝3青鹿54 松若 風馬 �吉澤ホールディングス 今野 貞一 新冠 富本 茂喜 420＋121：26．11� 21．3�
24 ピンクムーン 牝3栗 54

52 △小沢 大仁森中 啓子氏 渡辺 薫彦 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 438 ― 〃 アタマ 77．4	

47 パルフェグラッセ 牝3栗 54 和田 竜二 
ビッグレッドファーム 宮 徹 平取 坂東牧場 462± 01：26．2� 35．7�
815 ウォーターアイアイ 牝3鹿 54 秋山真一郎山岡 正人氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 430± 01：27．15 400．6�
510 デームフォーチュン 牝3鹿 54 �島 克駿吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 464－ 21：27．2� 67．2
35 ヤマニンアンフィル 牝3青鹿 54

50 ★今村 聖奈土井 肇氏 斉藤 崇史 新冠 錦岡牧場 450 ― 〃 ハナ 214．4�
714 エリザベスミノル 牝3青鹿54 横山 典弘吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 436＋ 81：27．83� 5．8�
612 シルバーリング 牝3青 54 福永 祐一杉山 忠国氏 上村 洋行 新ひだか 明治牧場 454＋ 41：28．22� 13．7�
816 クリノサンバ 牝3青鹿54 森 裕太朗栗本 博晴氏 中尾 秀正 新冠 クラック・ステーブル 448 ―1：28．62 261．9�
23 エスペシャルストア 牝3鹿 54 浜中 俊
ヤナガワ牧場 辻野 泰之 日高 ヤナガワ牧場 416 ―1：28．7� 55．2�
11 クリノレイチェル 牝3青鹿54 藤岡 康太栗本 博晴氏 牧田 和弥 日高 若林 順一 468 ―1：28．91� 269．4�
12 ネクストリーダー 牝3鹿 54 幸 英明小濱 正智氏 新谷 功一 浦河 谷川牧場 488－ 61：30．07 43．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，003，500円 複勝： 49，107，400円 枠連： 11，752，200円
馬連： 50，910，400円 馬単： 24，243，100円 ワイド： 48，424，900円
3連複： 87，116，500円 3連単： 94，331，200円 計： 398，889，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 830円 � 110円 枠 連（4－5） 3，000円

馬 連 �� 8，340円 馬 単 �� 10，790円

ワ イ ド �� 1，770円 �� 180円 �� 2，040円

3 連 複 ��� 4，550円 3 連 単 ��� 28，530円

票 数

単勝票数 計 330035 的中 � 106532（1番人気）
複勝票数 計 491074 的中 � 91785（2番人気）� 7671（10番人気）� 175718（1番人気）
枠連票数 計 117522 的中 （4－5） 3033（10番人気）
馬連票数 計 509104 的中 �� 4728（23番人気）
馬単票数 計 242431 的中 �� 1685（33番人気）
ワイド票数 計 484249 的中 �� 5818（20番人気）�� 92025（1番人気）�� 5002（24番人気）
3連複票数 計 871165 的中 ��� 14332（13番人気）
3連単票数 計 943312 的中 ��� 2397（79番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．4―34．9―46．7―59．0―1：11．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビーストアタック �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 エンパイアメーカー デビュー 2021．8．21 小倉5着

2019．2．24生 牝3鹿 母 エミーズレシピ 母母 ムーンザドリーム 5戦1勝 賞金 10，520，000円
〔発走状況〕 ネクストリーダー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ネクストリーダー号は，発走調教再審査。
〔その他〕 エリザベスミノル号は，競走中終始外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ネクストリーダー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年5月16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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 7頭 クリニエールグラス号・サンマルハート号・ジューンキララ号・ナエギジョー号・ナムラジュリア号・

バーグチャン号・フラミンゴマリーナ号

09074 4月16日 晴 稍重 （4阪神2） 第7日 第2競走 1，800�3歳未勝利
発走10時25分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000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

23 レッドデクスター 牡3青鹿56 �島 克駿 �東京ホースレーシング 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 476± 01：56．1 4．2�
24 エイシングラス 牡3鹿 56 酒井 学�栄進堂 渡辺 薫彦 浦河 多田 善弘 476－ 81：56．63 47．9�
612 ハヤブサウィッシュ 牡3栗 56 川又 賢治武田 修氏 吉村 圭司 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466＋ 21：56．7� 10．8�
11 テーオーパルフェ 牡3栗 56 加藤 祥太小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 504－121：56．9� 10．2�
714 ロックバウンド 牡3鹿 56 福永 祐一 �サンデーレーシング 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 476± 0 〃 クビ 5．2	
35 ミステリーボックス �3栗 56 藤岡 康太松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 B492± 01：57．32 17．5

510 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 422－ 61：57．72� 82．8�
611 アトランティス 牡3鹿 56 岩田 康誠山口功一郎氏 安田 翔伍 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B496－ 21：57．8� 2．1�
713 クラップアンドチア 牡3栗 56

54 △小沢 大仁深見 富朗氏 池添 兼雄 浦河 笹島 政信 528＋141：57．9� 88．4
36 トップブリランテ 牡3鹿 56 和田 竜二�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 478－ 21：58．32� 19．4�
48 レーダーベクター 牡3青鹿56 水口 優也山上 和良氏 牧田 和弥 様似 澤井 義一 464＋ 21：59．36 627．7�
816 ブ タ ン タ ン 牡3芦 56 岡田 祥嗣二口 雅一氏 吉田 直弘 新ひだか サカイファーム 456－ 61：59．4クビ 369．6�
59 シゲルクジラ 牡3鹿 56 国分 恭介森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 472－ 41：59．82� 208．4�
47 キタノダロマ 牡3鹿 56 高倉 稜北所 直人氏 吉田 直弘 日高 アイズスタッド株式会社 456－ 4 〃 アタマ 155．3�
12 ディープチェッカー 牝3栗 54

51 ▲角田 大河深見 敏男氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 426－ 22：00．22� 437．0�
815 テイエムキャット 牡3鹿 56 富田 暁竹園 正繼氏 木原 一良 日高 日高テイエム

牧場株式会社 476 ―2：03．4大差 186．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 33，271，300円 複勝： 51，284，700円 枠連： 10，773，800円
馬連： 51，905，000円 馬単： 23，525，000円 ワイド： 48，104，700円
3連複： 81，107，900円 3連単： 85，917，400円 計： 385，889，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 150円 � 990円 � 340円 枠 連（2－2） 9，430円

馬 連 �� 10，130円 馬 単 �� 12，150円

ワ イ ド �� 2，630円 �� 810円 �� 6，010円

3 連 複 ��� 28，550円 3 連 単 ��� 128，690円

票 数

単勝票数 計 332713 的中 � 62465（2番人気）
複勝票数 計 512847 的中 � 119202（2番人気）� 10131（8番人気）� 35270（5番人気）
枠連票数 計 107738 的中 （2－2） 885（17番人気）
馬連票数 計 519050 的中 �� 3968（23番人気）
馬単票数 計 235250 的中 �� 1451（33番人気）
ワイド票数 計 481047 的中 �� 4638（24番人気）�� 15980（8番人気）�� 1994（34番人気）
3連複票数 計 811079 的中 ��� 2130（59番人気）
3連単票数 計 859174 的中 ��� 484（277番人気）

ハロンタイム 13．0―10．8―13．5―13．4―13．8―12．9―12．8―12．8―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―23．8―37．3―50．7―1：04．5―1：17．4―1：30．2―1：43．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

レッドデクスター �
�
父 イスラボニータ �

�
母父 Intikhab デビュー 2021．11．14 阪神4着

2019．2．23生 牡3青鹿 母 パ イ タ 母母 Prada 5戦1勝 賞金 8，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムキャット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年5月16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） 1頭 アローゴールド号
（非抽選馬） 1頭 エイシンブギーマン号

第２回 阪神競馬 第７日



09075 4月16日 晴 稍重 （4阪神2） 第7日 第3競走 ��1，200�3歳未勝利
発走10時55分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000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
1：08．8
1：08．5

重
重

12 リ ン ド ラ ゴ 牡3黒鹿56 吉田 隼人 �シルクレーシング 高野 友和 平取 坂東牧場 472－121：12．8 3．3�
24 ディーズルージュ 牝3芦 54 坂井 瑠星秋谷 壽之氏 岡田 稲男 新ひだか 野坂牧場 466± 01：13．12 31．8�
48 テイエムヒマラヤ 牡3鹿 56 古川 吉洋竹園 正繼氏 武 英智 新ひだか 本桐牧場 454－ 41：13．52� 1．9�
23 バンクロール 牡3鹿 56 田中 健�畠山牧場 田中 克典 新ひだか 畠山牧場 B452－ 21：14．03 21．3�
35 シンギングロード �3黒鹿56 幸 英明�前川企画 角田 晃一 新冠 ハシモトフアーム B488－ 81：14．42 27．7	
36 ロストボール �3栗 56 森 裕太朗大田 恭充氏 小林 真也 日高 山田 政宏 402＋ 2 〃 � 320．3

714 ワンスマイル 牝3黒鹿54 国分 優作康本 利幸氏 石橋 守 新ひだか 橋本牧場 440－101：14．61 257．4�
510 ブランクペイジ 牝3黒鹿54 秋山真一郎ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 420＋ 4 〃 ハナ 68．9�
611 ワンダーデュエル 牡3鹿 56 藤岡 康太山本 能成氏 高柳 大輔 浦河 藤春 修二 480＋ 2 〃 ハナ 35．2
815 マテラハチイチ 牡3鹿 56 岩田 康誠大野 照旺氏 上村 洋行 浦河 高松牧場 502＋ 21：14．8� 6．2�
11 キ ン ザ ン 牡3鹿 56 城戸 義政幅田 京子氏 奥村 豊 日高 サンバマウン

テンファーム 462－141：14．9� 120．7�
59 ディービースクエア 牡3鹿 56

52 ★古川 奈穂藤田 岳彦氏 畑端 省吾 新冠 村田牧場 398－ 21：15．0アタマ 389．6�
816 モンシュヴァル 牡3黒鹿 56

53 ▲服部 寿希三宅 勝俊氏 服部 利之 新冠 中地 義次 426＋ 21：15．21� 668．0�
713 ロカビリークイッフ 牡3鹿 56

52 ★今村 聖奈 �グリーンファーム音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 480＋121：15．3� 215．8�
612 ウォータールグラン 牝3鹿 54 横山 典弘山岡 正人氏 河内 洋 浦河 伏木田牧場 496＋ 61：16．47 10．2�

（15頭）
47 リ オ レ 牝3鹿 54 和田 竜二吉田 安惠氏 中村 直也 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 36，241，700円 複勝： 76，682，000円 枠連： 11，564，700円
馬連： 48，721，200円 馬単： 28，872，200円 ワイド： 49，577，000円
3連複： 79，393，600円 3連単： 101，204，100円 計： 432，256，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 120円 � 340円 � 110円 枠 連（1－2） 1，810円

馬 連 �� 3，740円 馬 単 �� 5，900円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 170円 �� 640円

3 連 複 ��� 1，370円 3 連 単 ��� 11，140円

票 数

単勝票数 差引計 362417（返還計 121） 的中 � 85675（2番人気）
複勝票数 差引計 766820（返還計 151） 的中 � 120690（2番人気）� 19506（7番人気）� 434077（1番人気）
枠連票数 差引計 115647（返還計 21） 的中 （1－2） 4929（7番人気）
馬連票数 差引計 487212（返還計 392） 的中 �� 10077（11番人気）
馬単票数 差引計 288722（返還計 184） 的中 �� 3670（18番人気）
ワイド票数 差引計 495770（返還計 412） 的中 �� 10228（14番人気）�� 101647（1番人気）�� 16737（7番人気）
3連複票数 差引計 793936（返還計 1510） 的中 ��� 43331（4番人気）
3連単票数 差引計1012041（返還計 1815） 的中 ��� 6586（29番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．8―12．1―12．5―13．1

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リ ン ド ラ ゴ �
�
父 ミッキーアイル �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2021．11．20 阪神6着

2019．5．4生 牡3黒鹿 母 ワ イ オ ラ 母母 Rubies From Burma 4戦1勝 賞金 8，070，000円
〔出走取消〕 リオレ号は，疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔3走成績による出走制限〕 モンシュヴァル号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年6月16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12頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 オリンピッカー号・カネトシマティーニ号・サマーサンシャイン号・ツヴァイシュテルネ号・ツーボンド号
（非抽選馬） 7頭 アスターモノゴン号・サザンクロスナイト号・シグルドリーヴァ号・ジュース号・スズカノアイル号・

タマモカラボス号・ポケットカラキュン号

09076 4月16日 晴 稍重 （4阪神2） 第7日 第4競走 2，000�3歳未勝利
発走11時25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
2：01．0
2：01．0

不良
不良

24 オブジェダート 牡3栗 56 �島 克駿�G1レーシング 橋口 慎介 安平 追分ファーム 488± 02：09．2 5．3�
714 エスケイカイザー 牡3黒鹿56 太宰 啓介伊藤 輔則氏 畑端 省吾 浦河 高昭牧場 492－102：09．62 15．4�
59 グローレジェンド 牡3鹿 56 坂井 瑠星�リーヴァ 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 536－ 22：10．13 29．7�
713 サ ハ ラ 牡3鹿 56 岩田 望来草間 庸文氏 杉山 晴紀 日高 下河辺牧場 484－ 22：10．95 7．3�
815 カレンアップラウゾ 牡3黒鹿56 横山 典弘鈴木 隆司氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 490＋ 82：11．11� 60．6	
36 サンウエストウッド 牡3鹿 56 幸 英明加藤 信之氏 谷 潔 新ひだか ウエスタンファーム 496＋ 42：11．2� 81．5

12 ヒラボクロマネ 牡3鹿 56 岩田 康誠�平田牧場 寺島 良 浦河 辻 牧場 492－ 22：11．3� 8．1�
23 ブレッシングクライ 牡3栗 56 川田 将雅 �社台レースホース奥村 豊 千歳 社台ファーム 482－ 42：12．04 6．3�
35 ナムラハルク 牡3鹿 56 酒井 学奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 日高 いとう牧場 496－ 62：12．31� 66．5
816 ヒロノアステロイド 牡3栗 56 武 豊サンエイ開発� 梅田 智之 浦河 谷川牧場 556－ 22：12．4� 2．1�
510 キングレガリア 牡3鹿 56 和田 竜二 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 吉岡 辰弥 千歳 社台ファーム B546＋122：12．61 51．8�
48 ナイトダイバー 牝3鹿 54 長岡 禎仁杉山 忠国氏 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム B480－ 22：13．02� 460．5�
612 メイショウクモジ 牡3鹿 56 富田 暁松本 好雄氏 木原 一良 浦河 高昭牧場 472＋ 62：13．21� 422．0�
611 フォートウィリアム 牡3栗 56

53 ▲角田 大河�G1レーシング 松下 武士 安平 追分ファーム 520－ 8 〃 ハナ 340．1�
47 セルリアンルネッタ 牡3鹿 56 松田 大作�イクタ 高橋 康之 日高 長谷川 一男 458－ 22：13．4� 488．2�
11 ツーエムロケット �3鹿 56 川島 信二村上 憲政氏 本田 優 日高 坂 牧場 474－142：19．1大差 122．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，568，100円 複勝： 63，820，200円 枠連： 14，778，800円
馬連： 59，827，100円 馬単： 24，916，000円 ワイド： 55，124，700円
3連複： 90，244，400円 3連単： 98，618，900円 計： 445，898，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 180円 � 320円 � 550円 枠 連（2－7） 700円

馬 連 �� 3，680円 馬 単 �� 4，890円

ワ イ ド �� 900円 �� 1，630円 �� 4，250円

3 連 複 ��� 31，460円 3 連 単 ��� 124，990円

票 数

単勝票数 計 385681 的中 � 57470（2番人気）
複勝票数 計 638202 的中 � 113498（2番人気）� 49741（6番人気）� 25107（7番人気）
枠連票数 計 147788 的中 （2－7） 16230（3番人気）
馬連票数 計 598271 的中 �� 12569（13番人気）
馬単票数 計 249160 的中 �� 3819（23番人気）
ワイド票数 計 551247 的中 �� 16382（12番人気）�� 8697（16番人気）�� 3236（36番人気）
3連複票数 計 902444 的中 ��� 2151（76番人気）
3連単票数 計 986189 的中 ��� 572（311番人気）

ハロンタイム 12．8―11．9―12．3―14．7―13．1―12．2―12．7―12．9―13．0―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．7―37．0―51．7―1：04．8―1：17．0―1：29．7―1：42．6―1：55．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．2―3F39．5
1
3
3，5，4（9，16）（1，12）（7，8，15）（13，14）（2，10，11）－6
14，3，4（5，16）9－15，10，8，12，13－（7，2）11，6＝1

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

勝馬の
紹 介

オブジェダート �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Southern Halo デビュー 2021．7．11 函館7着

2019．3．14生 牡3栗 母 サザンフェアリー 母母 Fairy Dancer 5戦1勝 賞金 9，110，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ツーエムロケット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年7月16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 タガノヒロック号・ミニストロペスカ号・メトリカルセオリー号



09077 4月16日 晴 良 （4阪神2） 第7日 第5競走 2，000�3歳未勝利
発走12時15分 （芝・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
1：57．2
1：56．1

良
良

48 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 478± 02：02．7 9．0�
611 ベッラアルバ 牝3黒鹿54 和田 竜二 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 454＋222：03．44 11．3�
713 アドマイヤグリーゼ 牝3栗 54 川田 将雅近藤 旬子氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 446＋ 42：03．61 4．4�
815 セルフエスティーム 牝3栗 54

50 ★今村 聖奈�フクキタル 寺島 良 新冠 パカパカ
ファーム 442－ 42：03．91� 54．0�

12 エピプランセス 牝3栗 54 福永 祐一 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 438＋ 6 〃 クビ 1．9	
11 フォルツァモンド 牝3青鹿54 酒井 学永田 壯一氏 池添 兼雄 青森 スプリングファーム 398± 02：04．0� 280．1

36 ビュークレスト 牝3黒鹿54 池添 謙一 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 452－162：04．21� 147．4�
35 ビューティフルラブ 牝3鹿 54

51 ▲角田 大河三田 昌宏氏 高橋 義忠 日高 森永牧場 426 ―2：04．3クビ 45．3�
612 リ ヴ ィ ア 牝3鹿 54 坂井 瑠星 �シルクレーシング 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 428 ―2：04．51� 34．7
816 チ ョ ッ ピ ー 牝3鹿 54 幸 英明岡 浩二氏 北出 成人 新ひだか 株式会社 サ

ンデーヒルズ B450－ 2 〃 ハナ 5．2�
59 ブリリアントギフト 牝3黒鹿 54

52 △小沢 大仁山田 弘氏 吉村 圭司 新ひだか 岡田スタツド 388 ― 〃 アタマ 359．7�
714 コ ル レ ッ ト 牝3青鹿54 吉田 隼人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 吉岡 辰弥 新ひだか 西村牧場 B432－ 62：04．71 76．6�
24 チュウワシルバー 牝3鹿 54 武 豊中西 忍氏 庄野 靖志 日高 若林 順一 468－ 62：05．44 42．2�
510 トウカイエクラン 牝3栗 54 富田 暁内村 正則氏 茶木 太樹 新ひだか 平野牧場 446－ 82：05．5� 399．5�
47 パ ー シ ス ト 牝3鹿 54 城戸 義政�杵臼牧場 畑端 省吾 浦河 杵臼牧場 404＋10 〃 クビ 501．1�
23 バイラプリンセッサ 牝3鹿 54 小牧 太伊藤永二郎氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 480－ 22：08．7大差 409．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，349，000円 複勝： 56，320，400円 枠連： 11，960，600円
馬連： 59，394，400円 馬単： 28，402，700円 ワイド： 52，332，100円
3連複： 85，981，100円 3連単： 103，961，900円 計： 441，702，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 240円 � 250円 � 170円 枠 連（4－6） 3，330円

馬 連 �� 4，600円 馬 単 �� 9，510円

ワ イ ド �� 1，200円 �� 620円 �� 780円

3 連 複 ��� 6，770円 3 連 単 ��� 51，230円

票 数

単勝票数 計 433490 的中 � 38519（4番人気）
複勝票数 計 563204 的中 � 58320（4番人気）� 54891（5番人気）� 99768（2番人気）
枠連票数 計 119606 的中 （4－6） 2780（11番人気）
馬連票数 計 593944 的中 �� 9993（13番人気）
馬単票数 計 284027 的中 �� 2238（25番人気）
ワイド票数 計 523321 的中 �� 10880（10番人気）�� 22215（7番人気）�� 17249（9番人気）
3連複票数 計 859811 的中 ��� 9521（19番人気）
3連単票数 計1039619 的中 ��� 1471（129番人気）

ハロンタイム 13．1―11．8―12．4―13．0―12．6―12．7―12．2―11．5―11．3―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―24．9―37．3―50．3―1：02．9―1：15．6―1：27．8―1：39．3―1：50．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヒヅルジョウ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2021．12．4 阪神8着

2019．5．1生 牝3鹿 母 サンデージョウ 母母 イシノクイル 5戦1勝 賞金 8，080，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 バイラプリンセッサ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年5月16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 タイニープライド号・レディコートアスク号

09078 4月16日 晴 稍重 （4阪神2） 第7日 第6競走 ��1，200�3歳1勝クラス
発走12時45分 （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
1：08．8
1：08．5

重
重

47 クロジシジョー 牡3青鹿56 幸 英明河内 孝夫氏 岡田 稲男 日高 増尾牧場 434－ 41：11．8 5．3�
59 カルネアサーダ 牝3芦 54 �島 克駿吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム 458± 0 〃 アタマ 14．7�
815 ナムラフランク 牡3青鹿56 和田 竜二奈村 睦弘氏 鈴木 孝志 日高 ナカノファーム 472± 01：12．43� 16．2�
12 アルムブラーヴ 牡3青鹿56 国分 恭介﨑川美枝子氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 478± 01：13．03� 369．3�
24 スマートラプター 牡3黒鹿56 武 豊大川 徹氏 西園 正都 浦河 桑田牧場 512± 01：13．1� 6．6�
23 � ラブミードール 牝3栗 54 池添 謙一小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか グランド牧場 464＋ 4 〃 クビ 150．5�
816 ル シ ョ コ ラ 牝3青鹿54 松若 風馬 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 468－ 21：13．2クビ 36．7

612 ナインティゴット 牡3鹿 56 横山 典弘後藤 進氏 武 英智 新冠 松浦牧場 498＋ 4 〃 クビ 8．7�
36 マリブパイン 牝3鹿 54 国分 優作ロイヤルパーク 大根田裕之 新ひだか 武 牧場 486－ 61：13．3� 162．6�
611 イ カ ロ ス 牡3鹿 56 浜中 俊須野牧場 武藤 善則 新ひだか 前田ファーム 474－ 41：13．4クビ 103．0�
35 スリードレフォン 牡3鹿 56 富田 暁永井商事	 木原 一良 新ひだか グランド牧場 506－ 61：13．5� 91．1�
48 クールライズ 牡3鹿 56 川田 将雅久木田 隆氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 468－ 21：13．81� 1．7�
713	 アルムマッツ 牡3芦 56

53 ▲服部 寿希加藤 誠氏 中竹 和也 米 Chester Broman &
Mary R. Broman 480＋ 41：14．01� 116．2�

510 ポ メ ラ ー ト 牝3黒鹿54 坂井 瑠星合同会社雅苑興業 茶木 太樹 新冠 津田牧場 478－ 61：14．21
 92．0�
714 エムティゲラン 牡3栗 56 菅原 隆一	門別牧場 小野 次郎 浦河 富菜牧場 B450－ 81：14．4� 230．0�
11 サエールフェイス 牝3芦 54

51 ▲角田 大河 STレーシング 石橋 守 浦河 上山牧場 468＋ 61：14．61� 216．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 50，927，200円 複勝： 71，956，100円 枠連： 16，672，500円
馬連： 69，875，100円 馬単： 34，626，600円 ワイド： 63，307，700円
3連複： 98，329，800円 3連単： 123，366，400円 計： 529，061，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 170円 � 350円 � 290円 枠 連（4－5） 1，090円

馬 連 �� 3，470円 馬 単 �� 5，340円

ワ イ ド �� 860円 �� 610円 �� 1，940円

3 連 複 ��� 7，110円 3 連 単 ��� 33，560円

票 数

単勝票数 計 509272 的中 � 76751（2番人気）
複勝票数 計 719561 的中 � 137258（2番人気）� 46797（6番人気）� 59100（5番人気）
枠連票数 計 166725 的中 （4－5） 11798（5番人気）
馬連票数 計 698751 的中 �� 15566（11番人気）
馬単票数 計 346266 的中 �� 4862（16番人気）
ワイド票数 計 633077 的中 �� 18876（9番人気）�� 27842（7番人気）�� 8010（17番人気）
3連複票数 計 983298 的中 ��� 10359（22番人気）
3連単票数 計1233664 的中 ��� 2665（98番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―11．5―11．8―12．2―13．2

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クロジシジョー �
�
父 フ リ オ ー ソ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2021．8．29 小倉8着

2019．4．13生 牡3青鹿 母 サイレンスラヴ 母母 ラヴリージョウ 10戦2勝 賞金 26，130，000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。
（非当選馬） 6頭 ウォームライト号・エクサープト号・オーロベルディ号・コパノフランシス号・ナツイロノオトメ号・

ミルトクリーガー号



09079 4月16日 晴 良 （4阪神2） 第7日 第7競走 ��2，400�4歳以上1勝クラス
発走13時15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
2：24．1
2：20．6

良
良

79 シルキーヴォイス 牡4栗 57 川田 将雅金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 日高 シンボリ牧場 B486＋ 42：31．4 1．7�

66 レ ベ ラ ン ス 牡4鹿 57 福永 祐一 �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B458± 0 〃 アタマ 9．1�
33 フランコイメル 牡4黒鹿57 富田 暁ケーエスHD 武 英智 むかわ ヤマイチ牧場 520－ 62：31．72 5．4�
67 ハートオブアシティ 牡4青鹿57 幸 英明吉田 千津氏 森田 直行 千歳 社台ファーム 440＋ 22：31．91� 9．0�
55 シエラネバダ �7芦 57 松若 風馬金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 504＋ 2 〃 クビ 138．4	
44 エ バ ー マ ノ 牝5黒鹿55 藤岡 康太宇田 豊氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 480－ 42：32．0� 88．3

11 オーパンバル 牝4鹿 55 小崎 綾也 �ニッシンホール

ディングス 野中 賢二 新ひだか チャンピオンズファーム 452± 02：32．1クビ 30．5�
22 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 480＋ 6 〃 クビ 54．3�
810 マケルナマサムネ 牡4鹿 57 川又 賢治塩澤 正樹氏 杉山 佳明 洞	湖 レイクヴィラファーム B474＋ 62：32．2� 5．5
811 ロックグラス �5鹿 57 秋山真一郎橋本 謙一氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 472＋122：32．41� 244．6�
78 ニホンピロマリブ 牡4鹿 57 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 450± 02：32．82 80．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 43，425，000円 複勝： 61，432，000円 枠連： 11，100，700円
馬連： 56，253，400円 馬単： 31，862，100円 ワイド： 47，605，100円
3連複： 85，543，300円 3連単： 130，957，700円 計： 468，179，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 150円 � 140円 枠 連（6－7） 360円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 830円

ワ イ ド �� 280円 �� 210円 �� 570円

3 連 複 ��� 710円 3 連 単 ��� 2，810円

票 数

単勝票数 計 434250 的中 � 201718（1番人気）
複勝票数 計 614320 的中 � 270247（1番人気）� 67566（4番人気）� 82996（2番人気）
枠連票数 計 111007 的中 （6－7） 23325（1番人気）
馬連票数 計 562534 的中 �� 64578（3番人気）
馬単票数 計 318621 的中 �� 28714（3番人気）
ワイド票数 計 476051 的中 �� 44134（3番人気）�� 64966（1番人気）�� 18215（8番人気）
3連複票数 計 855433 的中 ��� 89473（2番人気）
3連単票数 計1309577 的中 ��� 33749（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．4―25．4―39．0―52．7―1：05．9―1：18．9―1：32．4―1：45．0―1：57．0―2：08．1―2：19．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．4―3F34．4
1
3
6，9（3，4）－2，7，1（5，8）（10，11）
6（9，4）（3，2）7（1，5）（10，8）11

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シルキーヴォイス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 デュランダル デビュー 2020．12．6 阪神4着

2018．4．12生 牡4栗 母 スイートサルサ 母母 スイートハビタット 10戦2勝 賞金 22，748，000円

09080 4月16日 晴 稍重 （4阪神2） 第7日 第8競走 1，200�4歳以上1勝クラス
発走13時45分 （ダート・右）

牝；負担重量は，55�
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

79 ジェムフェザー 牝4鹿 55 福永 祐一 �キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム B466－ 21：12．7 4．7�
67 クローズネスト 牝4芦 55 川田 将雅飯田 正剛氏 安田 翔伍 新ひだか 千代田牧場 428－ 21：13．01� 11．0�
710� カネトシディーバ 牝4黒鹿55 �島 克駿兼松 昌男氏 高橋 康之 浦河 高昭牧場 470＋ 41：13．42� 62．7�
11 メッザノッテ 牝4栗 55 岩田 望来ゴドルフィン 寺島 良 新ひだか 田中 裕之 B454＋ 6 〃 クビ 3．9�
55 � メイショウミチノク 牝6芦 55 太宰 啓介松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 大島牧場 490－ 41：13．5� 28．6�
22 スズノナデシコ 牝4鹿 55 秋山真一郎小紫 嘉之氏 石坂 公一 新ひだか タガミファーム 504－101：13．6� 9．0	
44 ビクトリアバローズ 牝4鹿 55

52 ▲角田 大河猪熊 広次氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 466＋10 〃 ハナ 2．4

68 トレッファー 牝5栗 55

51 ★今村 聖奈 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 442－ 41：13．91� 31．6�
811 キクノロージズ 牝7芦 55 富田 暁菊池 五郎氏 吉田 直弘 日高 ノースガーデン 486± 01：14．0� 49．2�
33 ルシャリーブル 牝4栗 55

53 △小沢 大仁�日進牧場 鈴木 孝志 浦河 日進牧場 440＋ 41：14．52� 20．1
56 セレッソフレイム 牝4栗 55

52 ▲服部 寿希三宅 勝俊氏 服部 利之 浦河 宮内牧場 458＋ 81：15．03 224．5�
812� レインボークラウド 牝4黒鹿55 坂井 瑠星吉田 安惠氏 石坂 公一 安平 追分ファーム 448－ 61：17．7大差 44．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 39，692，900円 複勝： 55，379，900円 枠連： 9，937，300円
馬連： 68，190，200円 馬単： 27，876，400円 ワイド： 56，945，300円
3連複： 97，093，400円 3連単： 115，221，700円 計： 470，337，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 190円 � 300円 � 1，560円 枠 連（6－7） 1，490円

馬 連 �� 2，140円 馬 単 �� 3，290円

ワ イ ド �� 670円 �� 2，690円 �� 7，380円

3 連 複 ��� 21，600円 3 連 単 ��� 74，510円

票 数

単勝票数 計 396929 的中 � 66461（3番人気）
複勝票数 計 553799 的中 � 91546（3番人気）� 47417（5番人気）� 7308（11番人気）
枠連票数 計 99373 的中 （6－7） 5136（6番人気）
馬連票数 計 681902 的中 �� 24599（6番人気）
馬単票数 計 278764 的中 �� 6340（11番人気）
ワイド票数 計 569453 的中 �� 23208（6番人気）�� 5323（30番人気）�� 1905（48番人気）
3連複票数 計 970934 的中 ��� 3370（66番人気）
3連単票数 計1152217 的中 ��� 1121（234番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．8―11．8―12．0―13．5

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジェムフェザー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Awesome of Course デビュー 2021．6．13 中京5着

2018．1．18生 牝4鹿 母 オーサムフェザー 母母 Precious Feather 10戦2勝 賞金 19，870，000円
〔その他〕 スズノナデシコ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レインボークラウド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年5月16日まで平地

競走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 スズノナデシコ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年5月16日まで出走できない。

追 加 記 事（第 2回阪神競馬第 5日第 1競走）
〔その他〕　　テーオーアンジュ号は，競走中に疾病〔右第 1指骨剥離骨折〕を発症。なお，

同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



09081 4月16日 晴 良 （4阪神2） 第7日 第9競走 ��1，400�
ち く さ が わ

千 種 川 特 別
発走14時15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 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．2
1：19．0

良
良

67 タイキスウォード 牡5栗 57 岩田 望来�大樹ファーム 橋田 満 新ひだか 木村 秀則 478＋ 81：20．3 20．6�
44 リ ヴ ェ ー ル 牝5芦 55 坂井 瑠星栗山 良子氏 �島 一歩 安平 追分ファーム 446± 0 〃 ハナ 4．1�
810 ブルーシンフォニー 牡4鹿 57 川田 将雅ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476± 01：20．51� 2．1�
11 クリノオウジャ 牡6鹿 57 �島 克駿栗本 守氏 高橋 義忠 浦河 林 孝輝 B448± 01：20．6クビ 21．1�
66 スーパーホープ 牡4黒鹿57 福永 祐一青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 512＋ 2 〃 ハナ 4．9�
79 エ ピ ロ ー グ 牝6鹿 55 長岡 禎仁藤田 好紀氏 杉山 佳明 新ひだか 前田ファーム B494＋ 8 〃 クビ 70．4	
55 � ロングファイナリー 	6鹿 57 太宰 啓介中井 敏雄氏 高橋 亮 日高 石原牧場 472－ 4 〃 ハナ 153．2

811 アサケエース 牡5鹿 57 小沢 大仁大橋 公堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 444－ 61：20．81 93．0�
33 アナザーラブソング 牡6栗 57 横山 典弘市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 新ひだか フジワラフアーム 484－ 4 〃 クビ 28．7
22 ウインスピリタス 牡6鹿 57 和田 竜二�ウイン 長谷川浩大 新ひだか 神垣 道弘 498＋ 8 〃 ハナ 15．2�
78 
 ジュストコル 牡4鹿 57 吉田 隼人吉田 照哉氏 大久保龍志 英 Shadai Farm B518－ 61：20．9クビ 9．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 39，768，000円 複勝： 53，997，900円 枠連： 13，171，200円
馬連： 76，672，400円 馬単： 32，989，200円 ワイド： 58，552，200円
3連複： 126，161，500円 3連単： 148，896，500円 計： 550，208，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，060円 複 勝 � 280円 � 150円 � 130円 枠 連（4－6） 850円

馬 連 �� 2，930円 馬 単 �� 7，570円

ワ イ ド �� 900円 �� 670円 �� 230円

3 連 複 ��� 1，950円 3 連 単 ��� 28，100円

票 数

単勝票数 計 397680 的中 � 15405（6番人気）
複勝票数 計 539979 的中 � 35407（6番人気）� 97078（2番人気）� 139620（1番人気）
枠連票数 計 131712 的中 （4－6） 11914（3番人気）
馬連票数 計 766724 的中 �� 20239（12番人気）
馬単票数 計 329892 的中 �� 3266（28番人気）
ワイド票数 計 585522 的中 �� 14801（14番人気）�� 20378（8番人気）�� 77997（1番人気）
3連複票数 計1261615 的中 ��� 48430（5番人気）
3連単票数 計1488965 的中 ��� 3841（93番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―34．5―45．8―56．8―1：08．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイキスウォード �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 More Than Ready デビュー 2019．7．20 福島2着

2017．5．19生 牡5栗 母 アンプリペアード 母母 Digit 27戦3勝 賞金 58，273，000円

09082 4月16日 晴 良 （4阪神2） 第7日 第10競走 ��
��1，400�

てんまばし

天満橋ステークス
発走14時50分 （ダート・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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

23 シゲルタイタン 牡5鹿 57 川田 将雅森中 蕃氏 伊藤 圭三 日高 シンボリ牧場 B492± 01：24．1 3．2�
47 アオイツヤヒメ 牝6鹿 55 �島 克駿鈴木 照雄氏 高橋 康之 新冠 村上 欽哉 482－101：24．2	 15．7�
713 ウィッチクラフト 
6鹿 57 和田 竜二 �カナヤマホール

ディングス 浜田多実雄 安平 追分ファーム 512－ 21：24．62 115．8�
815 ワンダーイチョウ 牡4鹿 57 長岡 禎仁山本 能成氏 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 488± 0 〃 クビ 7．7�
36 シェパードボーイ 牡6黒鹿57 武 豊吉田 照哉氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 444－ 6 〃 ハナ 19．7�
59 スリーピート 牡5栗 57 池添 謙一永井商事� 上村 洋行 新冠 北星村田牧場 514－ 21：24．7クビ 9．2	
611 ファイアランス 牡5鹿 57 福永 祐一ゴドルフィン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 502± 01：24．8クビ 9．7

11 ソーラーフレア 牡7鹿 57 吉田 隼人ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 474＋ 21：24．9	 46．6�
510 トウカイオラージュ 牡6栗 57 松若 風馬内村 正則氏 長谷川浩大 新ひだか 平野牧場 486＋ 6 〃 クビ 156．0�
24 トーセンアラン 牡4鹿 57 岩田 望来島川 哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 536＋ 41：25．0クビ 3．2�
714 エターナリー 牡5栗 57 岩田 康誠吉田 晴哉氏 辻野 泰之 安平 追分ファーム 466± 0 〃 アタマ 20．3�
35 ニシノホライゾン 牡5鹿 57 松田 大作西山 茂行氏 的場 均 新ひだか 藤巻 則弘 496－161：25．42	 85．3�
612 メイショウマサヒメ 牝5青鹿55 坂井 瑠星松本 好氏 本田 優 新ひだか 稲葉牧場 500± 01：25．5	 56．0�
816 ミエノウインウイン 
7黒鹿57 藤岡 康太里見美惠子氏 高橋 亮 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478－ 2 〃 同着 148．3�
12 メディーヴァル 牡4鹿 57 幸 英明�ターフ・スポート寺島 良 新冠 村田牧場 460－ 41：25．6	 22．9�
48 エンスージアズム 牝4鹿 55 横山 典弘吉田 照哉氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム B434－ 61：27．6大差 57．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 59，520，300円 複勝： 89，942，600円 枠連： 32，675，000円
馬連： 140，295，500円 馬単： 48，869，500円 ワイド： 110，084，700円
3連複： 219，479，700円 3連単： 232，283，800円 計： 933，151，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 160円 � 410円 � 2，220円 枠 連（2－4） 1，200円

馬 連 �� 2，550円 馬 単 �� 4，580円

ワ イ ド �� 990円 �� 5，400円 �� 17，430円

3 連 複 ��� 77，170円 3 連 単 ��� 276，070円

票 数

単勝票数 計 595203 的中 � 145310（2番人気）
複勝票数 計 899426 的中 � 198292（1番人気）� 50520（8番人気）� 8001（15番人気）
枠連票数 計 326750 的中 （2－4） 20970（6番人気）
馬連票数 計1402955 的中 �� 42566（8番人気）
馬単票数 計 488695 的中 �� 8002（14番人気）
ワイド票数 計1100847 的中 �� 30094（8番人気）�� 5158（52番人気）�� 1584（89番人気）
3連複票数 計2194797 的中 ��� 2133（178番人気）
3連単票数 計2322838 的中 ��� 610（749番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．7―12．2―11．8―12．0―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．9―34．6―46．8―58．6―1：10．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シゲルタイタン �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 メジロベイリー デビュー 2019．6．22 阪神4着

2017．2．15生 牡5鹿 母 メリーウェザー 母母 パシフィックベル 27戦4勝 賞金 95，556，000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 アーデンフォレスト号・メイショウラビエ号



09083 4月16日 晴 良 （4阪神2） 第7日 第11競走 ��
��1，600�第31回アーリントンカップ（ＧⅢ）

発走15時30分 （NHKマイルカップトライアル） （芝・右・外）
3歳；負担重量は，馬齢重量

アーリントンインターナショナル賞（1着）
賞 品

本 賞 40，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，000，000円 4，000，000円
付 加 賞 630，000円 180，000円 90，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．1
1：30．3

良
良

510 ダノンスコーピオン 牡3鹿 56 川田 将雅�ダノックス 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム 458± 01：32．7 2．5�
714 タイセイディバイン 牡3鹿 56 松若 風馬田中 成奉氏 高野 友和 日高 下河辺牧場 516＋ 21：32．8クビ 18．7�
11 キングエルメス 牡3鹿 56 坂井 瑠星広尾レース� 矢作 芳人 新ひだか 木村 秀則 484－ 81：32．9� 9．1�
612 ジュンブロッサム 牡3黒鹿56 吉田 隼人河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 466－ 6 〃 ハナ 5．3�
59 デ ィ オ 牡3黒鹿56 岩田 望来石川 達絵氏 辻野 泰之 日高 下河辺牧場 480＋ 21：33．21� 6．9�
12 トゥードジボン 牡3鹿 56 福永 祐一青山 洋一氏 四位 洋文 千歳 社台ファーム 478＋ 21：33．3クビ 9．3	
48 ウナギノボリ 牡3黒鹿56 和田 竜二小田切有一氏 音無 秀孝 日高 中原牧場 464＋ 21：33．4� 72．7

35 ニシノスーベニア 牡3黒鹿56 松田 大作西山 茂行氏 上原 博之 日高 西山牧場 514－ 81：33．5クビ 131．2�
24 アスクコンナモンダ 牡3栗 56 藤岡 佑介廣崎利洋HD� 中内田充正 千歳 社台ファーム 436± 0 〃 � 21．0�
713 ヒルノショパン 牡3栗 56 横山 典弘�ヒルノ 昆 貢 浦河 辻 牧場 B456± 01：33．6クビ 163．1
818 カワキタレブリー 牡3黒鹿56 藤岡 康太川島 和範氏 杉山 佳明 新冠 川島牧場 432± 01：33．7� 61．1�
611 ドンフランキー 牡3栗 56 池添 謙一早野 誠氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 574－ 2 〃 アタマ 18．5�
817 セ ル バ ー グ 牡3鹿 56 古川 吉洋桑畑 夏美氏 鈴木 孝志 新ひだか 前谷 武志 434± 01：33．8� 151．1�
816 ストロングウィル 牡3黒鹿56 	島 克駿前田 晋二氏 橋口 慎介 新ひだか 山際牧場 478－ 41：34．01
 25．3�
715 ムーンリットナイト 牡3鹿 56 浜中 俊 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 490＋ 2 〃 クビ 55．0�
36 メイケイバートン 牡3黒鹿56 幸 英明名古屋競馬� 中竹 和也 千歳 社台ファーム 460－10 〃 ハナ 122．0�
47 � デ ュ ガ 牡3鹿 56 武 豊藤田 晋氏 森 秀行 米 Erv Woolsey &

Ralph Kinder 486－ 61：34．31� 40．3�
23 � ジャスパークローネ 牡3栗 56 岩田 康誠加藤 和夫氏 森 秀行 米 Machmer Hall

& Godolphin 488＋ 81：35．57 78．1�
（18頭）

売 得 金
単勝： 200，503，900円 複勝： 278，630，200円 枠連： 110，639，400円
馬連： 506，161，300円 馬単： 181，558，900円 ワイド： 453，315，400円
3連複： 962，905，000円 3連単： 1，033，117，800円 計： 3，726，831，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 150円 � 400円 � 310円 枠 連（5－7） 1，220円

馬 連 �� 2，250円 馬 単 �� 2，940円

ワ イ ド �� 920円 �� 630円 �� 2，540円

3 連 複 ��� 6，350円 3 連 単 ��� 22，540円

票 数

単勝票数 計2005039 的中 � 634714（1番人気）
複勝票数 計2786302 的中 � 668121（1番人気）� 147137（6番人気）� 198684（5番人気）
枠連票数 計1106394 的中 （5－7） 69873（5番人気）
馬連票数 計5061613 的中 �� 173578（7番人気）
馬単票数 計1815589 的中 �� 46196（7番人気）
ワイド票数 計4533154 的中 �� 134882（8番人気）�� 202527（4番人気）�� 46405（26番人気）
3連複票数 計9629050 的中 ��� 113727（18番人気）
3連単票数 計10331178 的中 ��� 33228（51番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．6―12．0―12．2―11．3―11．1―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―22．7―34．3―46．3―58．5―1：09．8―1：20．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F34．2
3 ・（3，6）（1，13，18）（2，4，14，16）（9，10，17）（8，15，11）12（5，7） 4 ・（3，6）18（1，13，14，16）（2，17）（4，10）（9，11）（8，15）7（5，12）

勝馬の
紹 介

ダノンスコーピオン �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Sligo Bay デビュー 2021．6．20 阪神1着

2019．2．22生 牡3鹿 母 レキシールー 母母 Oneexcessivenite 5戦3勝 賞金 82，921，000円
〔制裁〕 トゥードジボン号の騎手福永祐一は，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50，000円。（被害馬：3番）
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりダノンスコーピオン号・タイセイディバイン号・キングエルメス号は，NHKマイルカップ（GⅠ）競走に優先
出走できる。

09084 4月16日 晴 良 （4阪神2） 第7日 第12競走 ��2，000�4歳以上2勝クラス
発走16時10分 （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
2：01．0
2：01．0

不良
不良

79 ゴールドハイアー 牡4栗 57 福永 祐一居城 寿与氏 大久保龍志 新冠 北勝ファーム 488＋ 82：06．6 1．7�
67 シルバーエース 牡5芦 57 �島 克駿林 正道氏 橋口 慎介 日高 白井牧場 466± 02：06．7� 5．0�
44 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 514－ 42：06．91� 15．6�

811 ポップフランセ 牡6栗 57 池添 謙一吉田 照哉氏 小林 真也 千歳 社台ファーム B474＋12 〃 ハナ 71．3�
68 サステナブル 牡4鹿 57 幸 英明�ノースヒルズ 長谷川浩大 新冠 武田牧場 B516－ 6 〃 ハナ 8．3�
33 プランドラー 牡6鹿 57 岩田 望来 	サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 502－ 82：07．96 26．8

56 モ ズ マ ゾ ク 牡4青 57 坂井 瑠星 �キャピタル・システム 南井 克巳 日高 前野牧場 494＋ 42：08．0	 19．4�
55 ゲンパチハマジ 牡4栗 57 武 豊平野 武志氏 佐々木晶三 浦河 カナイシスタッド 516± 02：08．1	 8．9�
11 トップリーチ 牡5黒鹿57 川島 信二紅露 純氏 萱野 浩二 日高 庄野牧場 458－ 42：08．2� 112．4
812 オンワードセルフ 牡6鹿 57 藤岡 康太樫山 章子氏 村山 明 新冠 高橋 忍 B494－ 22：09．37 313．5�
22 クリノキングボス 牡5栗 57 国分 優作栗本 博晴氏 南井 克巳 様似 様似渡辺牧場 B474－ 42：09．61� 249．1�
710 リーブルミノル 牡4栗 57

54 ▲角田 大河吉岡 實氏 本田 優 洞
湖 レイクヴィラファーム 486－ 22：10．24 16．6�
（12頭）

売 得 金
単勝： 70，268，900円 複勝： 142，618，000円 枠連： 27，143，600円
馬連： 128，750，200円 馬単： 69，281，600円 ワイド： 103，571，300円
3連複： 209，163，800円 3連単： 329，757，400円 計： 1，080，554，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 160円 � 240円 枠 連（6－7） 220円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 720円

ワ イ ド �� 230円 �� 370円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 2，140円 3 連 単 ��� 5，220円

票 数

単勝票数 計 702689 的中 � 325004（1番人気）
複勝票数 計1426180 的中 � 789369（1番人気）� 132508（2番人気）� 70301（5番人気）
枠連票数 計 271436 的中 （6－7） 95020（1番人気）
馬連票数 計1287502 的中 �� 203390（1番人気）
馬単票数 計 692816 的中 �� 72006（2番人気）
ワイド票数 計1035713 的中 �� 130519（1番人気）�� 69686（4番人気）�� 21341（14番人気）
3連複票数 計2091638 的中 ��� 73005（7番人気）
3連単票数 計3297574 的中 ��� 45713（9番人気）

ハロンタイム 12．7―12．4―11．7―14．5―11．9―12．3―12．6―12．4―12．3―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―25．1―36．8―51．3―1：03．2―1：15．5―1：28．1―1：40．5―1：52．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゴールドハイアー �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ハービンジャー デビュー 2020．11．22 阪神2着

2018．4．16生 牡4栗 母 ゴールドグローリー 母母 ハチマンダイボサツ 10戦3勝 賞金 49，430，000円



（4阪神2）第7日 4月16日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 175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

253，950，000円
28，600，000円
1，810，000円
32，870，000円
77，425，000円
5，118，500円
1，680，000円

勝馬投票券売得金
688，539，800円
1，051，171，400円
282，169，800円
1，316，956，200円
557，023，300円
1，146，945，100円
2，222，520，000円
2，597，634，800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
計 9，862，960，400円

総入場人員 4，621名 （有料入場人員 4，412名）
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