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09085 4月17日 晴 良 （4阪神2） 第8日 第1競走 1，800�3歳未勝利
発走9時55分 （ダート・右）

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

12 ラ ピ ド ゥ ス 牝3鹿 54 坂井 瑠星�ターフ・スポート高柳 大輔 新ひだか 坂本 智広 480－ 21：55．3 6．4�
23 スカンジナビア 牝3栗 54 富田 暁市川義美ホール

ディングス� 四位 洋文 浦河 藤春 修二 452＋ 61：55．72 126．6�
36 スパークルアイズ 牝3鹿 54 �島 克駿�ノースヒルズ 武 幸四郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 486＋ 8 〃 クビ 2．8�
59 ノンズブレス 牝3栗 54

51 ▲角田 大河今村 明浩氏 石橋 守 浦河 大島牧場 452＋ 21：56．12 13．7�
612 クリノフラッグ 牝3鹿 54 国分 恭介栗本 博晴氏 川村 禎彦 平取 坂東牧場 456＋ 6 〃 クビ 103．3	
47 タイセイホリデー 牝3栗 54 幸 英明田中 成奉氏 森田 直行 安平 ノーザンファーム 428± 01：56．2クビ 31．3

24 タガノヴァレンチ 牝3鹿 54 松若 風馬八木 昌司氏 岡田 稲男 新冠 八木牧場 458 ― 〃 クビ 130．9�
35 テーオーティラミス 牝3鹿 54 �島 良太小笹 公也氏 宮 徹 千歳 社台ファーム 462＋ 21：56．3クビ 139．0�
611 ローザロード 牝3鹿 54 浜中 俊ディアレストクラブ� 加用 正 日高 シンボリ牧場 422－ 81：56．4� 29．9
713 アスカセオン 牝3黒鹿54 酒井 学上野 武氏 千田 輝彦 新ひだか 藤原牧場 466－141：56．72 325．0�
816 スズカサンサン 牝3芦 54 秋山真一郎永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新ひだか 藤沢牧場 434± 01：57．01� 177．3�
714 サンパティーク 牝3黒鹿54 藤懸 貴志名古屋友豊� 宮本 博 安平 ノーザンファーム 464＋ 21：57．1� 22．6�
815 タイセイシュネル 牝3栗 54 横山 和生田中 成奉氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 466 ―1：58．710 39．2�
510 キンシャチノキセキ 牝3黒鹿54 内田 博幸西村 清子氏 浜田多実雄 新ひだか 静内フアーム 416－ 41：58．8クビ 178．2�
48 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± 01：59．11� 24．5�
11 ス カ デ ィ 牝3芦 54 藤岡 康太 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 浦河 宮内牧場 510 ―2：00．37 2．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，341，100円 複勝： 38，070，900円 枠連： 12，333，400円
馬連： 50，203，300円 馬単： 23，255，800円 ワイド： 46，587，200円
3連複： 88，388，000円 3連単： 95，242，300円 計： 381，422，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 160円 � 1，380円 � 120円 枠 連（1－2） 5，030円

馬 連 �� 39，900円 馬 単 �� 51，750円

ワ イ ド �� 6，130円 �� 250円 �� 4，560円

3 連 複 ��� 17，820円 3 連 単 ��� 189，170円

票 数

単勝票数 計 273411 的中 � 33852（3番人気）
複勝票数 計 380709 的中 � 61680（3番人気）� 3994（12番人気）� 119025（1番人気）
枠連票数 計 123334 的中 （1－2） 1897（13番人気）
馬連票数 計 502033 的中 �� 975（52番人気）
馬単票数 計 232558 的中 �� 337（79番人気）
ワイド票数 計 465872 的中 �� 1718（49番人気）�� 58769（2番人気）�� 2322（37番人気）
3連複票数 計 883880 的中 ��� 3718（48番人気）
3連単票数 計 952423 的中 ��� 365（397番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―13．5―13．0―12．8―12．9―13．0―13．0―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．6―37．1―50．1―1：02．9―1：15．8―1：28．8―1：41．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラ ピ ド ゥ ス �
�
父 コパノリッキー �

�
母父 アジュディケーティング デビュー 2021．12．18 中京2着

2019．3．16生 牝3鹿 母 ム ゲ ン 母母 サンヨウアロー 5戦1勝 賞金 11，920，000円
※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 カホウハネテマテ号
（非抽選馬） 2頭 ジューンレインボー号・テーオーシャンス号

09086 4月17日 晴 良 （4阪神2） 第8日 第2競走 1，400�3歳未勝利
発走10時20分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000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

59 セイクリッド 牝3鹿 54 国分 恭介中西 宏彰氏 大根田裕之 浦河 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 452－ 21：25．6 6．6�

612 メイショウヒメゴゼ 牝3栗 54 浜中 俊松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 472± 01：26．02� 4．7�
815 ブライトホルン 牡3黒鹿56 �島 克駿�ノースヒルズ 渡辺 薫彦 新冠 株式会社

ノースヒルズ 480＋161：26．21� 13．0�
510 イレギュラー 牡3鹿 56 柴山 雄一副島 義久氏 北出 成人 様似 小田牧場 440－ 41：26．72� 202．0�
11 リ ョ ウ フ ウ 牡3鹿 56 幸 英明中辻 明氏 杉山 佳明 浦河 バンブー牧場 B504－ 6 〃 アタマ 57．3�
12 ペイシャイシュタル 牝3黒鹿54 池添 謙一北所 直人氏 畑端 省吾 新ひだか 友田牧場 494＋ 4 〃 アタマ 4．1	
714 エンドレスロード 牡3鹿 56 坂井 瑠星前田 幸貴氏 �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 476＋ 2 〃 アタマ 5．4

48 アジアンライナー 牝3栗 54 太宰 啓介�髙昭牧場 上村 洋行 浦河 高昭牧場 490 ―1：27．01� 47．5�
24 アークデトリオンフ 牡3鹿 56 松田 大作藤井 一雄氏 角田 晃一 浦河 不二牧場 B492± 01：27．21� 259．3
816 オーシンプラス 牡3黒鹿56 藤岡 佑介大田 慎治氏 宮 徹 新ひだか 松本牧場 468－ 4 〃 アタマ 16．1�
36 タイセイフェイバー 牡3青鹿56 藤岡 康太田中 成奉氏 浜田多実雄 日高 ナカノファーム 524＋ 81：27．41 6．2�
23 フ ェ ー ド ス 牡3青鹿 56

53 ▲角田 大河 �カナヤマホール
ディングス 石橋 守 新冠 オリエント牧場 482＋ 41：27．72 132．4�

35 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 448＋101：28．02 340．8�
611 ジョードルチェ 牝3栗 54

51 ▲服部 寿希上田けい子氏 中竹 和也 新ひだか 平野牧場 444－ 81：28．21� 267．0�
713 プレストバローズ 牡3栗 56

52 ★今村 聖奈猪熊 広次氏 友道 康夫 洞�湖 レイクヴィラファーム 538－121：28．83� 10．2�
47 ホワールウィンド 牡3黒鹿56 酒井 学寺田 寿男氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460＋ 41：30．28 104．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，842，300円 複勝： 35，727，100円 枠連： 8，127，500円
馬連： 43，522，400円 馬単： 17，333，700円 ワイド： 37，124，700円
3連複： 66，540，200円 3連単： 63，973，000円 計： 299，190，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 220円 � 190円 � 430円 枠 連（5－6） 1，910円

馬 連 �� 2，120円 馬 単 �� 3，950円

ワ イ ド �� 850円 �� 2，450円 �� 1，520円

3 連 複 ��� 10，800円 3 連 単 ��� 61，510円

票 数

単勝票数 計 268423 的中 � 32222（5番人気）
複勝票数 計 357271 的中 � 44470（4番人気）� 55430（2番人気）� 18127（8番人気）
枠連票数 計 81275 的中 （5－6） 3297（12番人気）
馬連票数 計 435224 的中 �� 15905（9番人気）
馬単票数 計 173337 的中 �� 3286（16番人気）
ワイド票数 計 371247 的中 �� 11545（11番人気）�� 3803（28番人気）�� 6246（21番人気）
3連複票数 計 665402 的中 ��� 4617（40番人気）
3連単票数 計 639730 的中 ��� 754（221番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．4―12．2―12．5―12．8―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．2―34．6―46．8―59．3―1：12．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セイクリッド �
�
父 アメリカンペイトリオット �

�
母父 マーベラスサンデー デビュー 2022．3．27 阪神3着

2019．5．3生 牝3鹿 母 ケンアマツカゼ 母母 セイントエンジェル 2戦1勝 賞金 6，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ホワールウィンド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年5月17日まで平地競

走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 アイファームーラン号・オグロ号・カフジペンタゴン号・カルネ号・ニホンピロナッシュ号・パレスガード号

第２回 阪神競馬 第８日



09087 4月17日 晴 良 （4阪神2） 第8日 第3競走 ��1，600�3歳未勝利
発走10時50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

48 ヴァモスロード 牡3栗 56 幸 英明久保 博文氏 西園 正都 洞�湖 レイクヴィラファーム 518－ 41：34．2 2．6�
12 コーリングユー 牝3鹿 54 横山 和生�タイヘイ牧場 安田 隆行 新ひだか タイヘイ牧場 430－ 81：34．3� 4．1�
713 アオイゴールドワン 牡3鹿 56 浜中 俊新谷 幸義氏 清水 久詞 新ひだか 千代田牧場 468＋ 21：34．72� 8．4�
59 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 484－ 21：34．8� 75．1�
47 ビレッジスター 牡3黒鹿56 坂井 瑠星吉田 和美氏 田中 克典 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 430－ 81：35．0� 18．8�
36 ミ ス オ タ ワ 牝3栗 54 加藤 祥太高田 博氏 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 474 ―1：35．42� 117．8	
11 ソ リ ル ー ナ 牝3鹿 54 酒井 学 �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 436－ 2 〃 クビ 320．8

818 バンデルオーラ 牡3鹿 56

54 △小沢 大仁 �社台レースホース牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 464－101：35．5� 6．9�
510 スーパーチーフ 牡3鹿 56 池添 謙一 �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 492＋ 41：35．6� 15．4
24 ハルカナネガイ 牝3黒鹿54 秋山真一郎上茶谷 一氏 畑端 省吾 日高 坂東ファーム 408－ 41：35．7� 176．4�
23 ソフィアコール 牝3黒鹿54 松若 風馬髙瀬 正志氏 小崎 憲 浦河 上山牧場 424＋ 4 〃 アタマ 399．2�
714 オ オ キ ニ 牡3鹿 56 藤岡 佑介岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 ハクツ牧場 450－ 41：35．91� 19．1�
35 テーオーライラ 牝3栗 54 	島 克駿小笹 公也氏 吉岡 辰弥 安平 ノーザンファーム 450 ―1：36．0� 188．5�
816 クリオミニーズ 牡3青鹿56 富田 暁 �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 502－10 〃 ハナ 7．4�
611 ロードブライト 牡3黒鹿56 松田 大作 �ロードホースクラブ 安田 翔伍 新ひだか ケイアイファーム 516 ―1：36．21� 104．2�
612 グランドエルグ 牝3鹿 54

51 ▲角田 大河 �社台レースホース松下 武士 千歳 社台ファーム 474 ―1：36．62 191．2�
817 トーホウジャガー 牡3鹿 56 内田 博幸東豊物産� 新谷 功一 浦河 有限会社

吉田ファーム 450 ―1：37．34 349．5�
（17頭）

715 ケイアイセナ 牡3鹿 56 藤岡 康太亀田 和弘氏 平田 修 新冠 隆栄牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 47，805，200円 複勝： 68，396，700円 枠連： 13，931，200円
馬連： 62，377，200円 馬単： 26，301，500円 ワイド： 60，020，600円
3連複： 96，528，500円 3連単： 100，493，500円 計： 475，854，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 160円 � 160円 枠 連（1－4） 640円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 1，260円

ワ イ ド �� 310円 �� 390円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，560円 3 連 単 ��� 4，930円

票 数

単勝票数 計 478052 的中 � 146896（1番人気）
複勝票数 計 683967 的中 � 140977（1番人気）� 108356（2番人気）� 100214（3番人気）
枠連票数 計 139312 的中 （1－4） 16752（2番人気）
馬連票数 計 623772 的中 �� 73904（1番人気）
馬単票数 計 263015 的中 �� 15655（1番人気）
ワイド票数 計 600206 的中 �� 52313（1番人気）�� 39072（3番人気）�� 33374（4番人気）
3連複票数 計 965285 的中 ��� 46185（1番人気）
3連単票数 計1004935 的中 ��� 14769（1番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―12．3―12．3―12．1―11．3―10．7―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．0―36．3―48．6―1：00．7―1：12．0―1：22．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．6―3F33．5
3 ・（8，9）（2，13）（7，18）1（5，4，14）16（3，12，10）－（6，11）＝17 4 ・（8，9）13（2，18，14，16）（1，7，4）（5，10）（3，12，11）6－17
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ヴァモスロード �
�
父 エピファネイア �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2022．3．27 阪神3着

2019．4．1生 牡3栗 母 スターシンフォニー 母母 クイックリトルミス 2戦1勝 賞金 6，500，000円
〔出走取消〕 ケイアイセナ号は，疾病〔右後肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔制裁〕 グランドエルグ号の騎手角田大河は，3コーナーでの御法（前の馬に接触した）について過怠金10，000円。（被害馬：5番）

ミスオタワ号の騎手加藤祥太は，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：12番・11番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 スタローン号

09088 4月17日 晴 良 （4阪神2） 第8日 第4競走 ��2，200�3歳未勝利
発走11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
2：10．1
2：09．7

良
良

715 ディナースタ 牡3栗 56 横山 和生 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 辻野 泰之 日高 クラウン日高牧場 462± 02：13．1 5．3�

35 ゲーテローズ 牝3黒鹿54 坂井 瑠星 �サンデーレーシング 武 英智 安平 ノーザンファーム 438－ 22：13．52� 10．7�
816 アイキャンドウイッ 牡3黒鹿56 秋山真一郎 �吉澤ホールディングス 池江 泰寿 新ひだか 岡田スタツド 454± 02：13．71� 6．3�
36 リッチブラック 牡3青 56 藤岡 康太辻 助氏 友道 康夫 浦河 辻 牧場 470 ―2：13．8� 157．3�
12 ストリートライフ 牡3鹿 56

54 △小沢 大仁野村 茂雄氏 森 秀行 安平 ノーザンファーム 500－ 22：13．9� 3．7	
48 ルシャドール 牝3鹿 54 浜中 俊杉山 忠国氏 中尾 秀正 新ひだか 明治牧場 406－ 6 〃 クビ 27．7

510 グ ロ ー 牡3鹿 56 幸 英明ケーエスHD 鈴木 孝志 新ひだか 前谷 武志 476＋102：14．21� 4．6�
23 ヴァラダムドラー 牝3鹿 54 松若 風馬 �サンデーレーシング 松下 武士 安平 ノーザンファーム B526± 02：14．41� 102．7�
713 コンジャンクション 牡3黒鹿56 �島 克駿 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 492＋ 2 〃 クビ 7．4
818 ナリタイチモンジ 牡3鹿 56 富田 暁�オースミ 木原 一良 新ひだか 岡田牧場 492－ 22：14．6� 24．4�
59 レアルタッド 牡3鹿 56

53 ▲角田 大河吉田 晴哉氏 高橋 康之 安平 追分ファーム 496－ 2 〃 アタマ 110．0�
612	 ダノンフロンティア 牡3黒鹿56 藤岡 佑介�ダノックス 中内田充正 愛 Fethard

Bloodstock 484 ―2：15．13 44．2�
24 ロードランヴェルセ 牡3鹿 56 池添 謙一 �ロードホースクラブ 坂口 智康 新ひだか ケイアイファーム 476 ―2：15．31� 38．3�
611 ロードレガシー 
3鹿 56 松田 大作 �ロードホースクラブ 吉岡 辰弥 新ひだか ケイアイファーム 442－ 82：15．93� 241．5�
817 フライシュッツ 牡3黒鹿 56

52 ★今村 聖奈 �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム 498＋12 〃 クビ 94．9�
714 ジ ェ ト ラ イ 牝3鹿 54 内田 博幸 H.H．シェイク・ファハド 中内田充正 浦河 三嶋牧場 468－ 82：16．0クビ 43．5�
47 オレオールシチー 牡3栗 56 太宰 啓介 �友駿ホースクラブ 牧田 和弥 新ひだか 幌村牧場 434－ 42：16．32 179．1�
11 アルバハール 牡3栗 56 国分 恭介ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 518 ―2：16．51� 200．9�
（18頭）

売 得 金
単勝： 36，117，200円 複勝： 59，053，000円 枠連： 13，361，300円
馬連： 59，123，300円 馬単： 23，248，600円 ワイド： 59，135，200円
3連複： 94，288，100円 3連単： 90，147，400円 計： 434，474，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 210円 � 280円 � 220円 枠 連（3－7） 1，390円

馬 連 �� 2，910円 馬 単 �� 5，320円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 770円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 6，170円 3 連 単 ��� 35，610円

票 数

単勝票数 計 361172 的中 � 53842（3番人気）
複勝票数 計 590530 的中 � 76246（3番人気）� 51395（6番人気）� 71820（4番人気）
枠連票数 計 133613 的中 （3－7） 7445（7番人気）
馬連票数 計 591233 的中 �� 15733（14番人気）
馬単票数 計 232486 的中 �� 3277（26番人気）
ワイド票数 計 591352 的中 �� 14977（13番人気）�� 20011（11番人気）�� 14746（14番人気）
3連複票数 計 942881 的中 ��� 11452（21番人気）
3連単票数 計 901474 的中 ��� 1835（122番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．8―13．0―12．8―13．0―12．5―11．9―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� 2，000�
12．4―23．2―35．0―48．0―1：00．8―1：13．8―1：26．3―1：38．2―1：49．7―2：01．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．8―3F34．9
1
3

3，14（2，16）（5，18）8（6，13）（9，10）17，15，12，11，4－7－1
3，15（2，14）（8，16）18（6，5）（13，12）10（9，17）（11，4）－7，1

2
4

3－14，2，16（8，18）5（6，13）（9，10）－17，15（11，12）－4－7，1
3，15（2，16）（8，14，5，18）（6，13，12）10（9，4，17）－11－7，1

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ディナースタ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2021．10．23 東京5着

2019．4．17生 牡3栗 母 ラヴァリーノ 母母 Sous Entendu 5戦1勝 賞金 7，460，000円
〔制裁〕 コンジャンクション号の騎手�島克駿は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番・9番・8番）

レアルタッド号の騎手角田大河は，向正面での御法（前の馬に接触した）について過怠金10，000円。（被害馬：6番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 エグランタイン号
（非抽選馬） 6頭 アリアンロッド号・ウインバリオス号・キュビズム号・サトノソラーレ号・シゲルブリ号・スマイルアプローズ号



09089 4月17日 晴 良 （4阪神2） 第8日 第5競走 1，800�3歳1勝クラス
発走12時10分 （ダート・右）

牝；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

36 グランブリッジ 牝3鹿 54
52 △小沢 大仁サイプレスホール

ディングス合同会社 新谷 功一 新ひだか 金舛 幸夫 438± 01：53．9 10．0�
612 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 458＋ 41：54．11 5．2�

35 ウィシンクアスク 牝3黒鹿54 横山 和生廣崎 利洋氏 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 476－ 61：54．42 4．0�
47 カラフルキューブ 牝3鹿 54 酒井 学�G1レーシング 高野 友和 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458－ 2 〃 クビ 35．5�
23 コンスタンティン 牝3鹿 54 松若 風馬椎名 節氏 石坂 公一 日高 新井 昭二 B456－14 〃 ハナ 23．1�
713 ヴァランシエンヌ 牝3鹿 54 藤岡 康太 	シルクレーシング 西村 真幸 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B474－ 41：54．6� 68．4

48 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 458± 0 〃 アタマ 9．4�
714 メイショウソウゲツ 牝3黒鹿54 川島 信二松本 好雄氏 本田 優 新ひだか 藤沢牧場 446± 01：54．71 73．6�
611 マテンロウアイ 牝3黒鹿54 太宰 啓介寺田千代乃氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム 514± 01：54．91� 15．2
12 スマイルバック 牝3青 54 秋山真一郎ライオンレースホース� 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 466＋ 41：55．64 6．5�
24 フローラルビアンカ 牝3黒鹿54 藤岡 佑介ライオンレースホース� 田中 克典 安平 ノーザンファーム 470＋ 21：55．7� 73．8�
59 タガノカンデラ 牝3栗 54 城戸 義政八木 良司氏 奥村 豊 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 454－ 41：55．91� 47．2�
815 ウィルフルネス 牝3鹿 54 富田 暁 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 四位 洋文 浦河 大島牧場 470－101：56．43 6．5�
510 ミギーフェイス 牝3鹿 54 内田 博幸 STレーシング 新谷 功一 新冠 パカパカ

ファーム 496＋ 31：56．61� 62．9�
816 ポルテーニャ 牝3栗 54

50 ★今村 聖奈�G1レーシング 西村 真幸 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 440＋101：56．91� 15．8�

11 レ タ ラ 牝3芦 54 坂井 瑠星飯田 正剛氏 吉村 圭司 新ひだか 千代田牧場 446＋ 42：00．5大差 45．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 33，011，000円 複勝： 59，133，700円 枠連： 18，806，900円
馬連： 62，540，200円 馬単： 23，495，800円 ワイド： 64，812，400円
3連複： 102，571，900円 3連単： 91，952，100円 計： 456，324，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，000円 複 勝 � 210円 � 180円 � 160円 枠 連（3－6） 630円

馬 連 �� 2，580円 馬 単 �� 5，480円

ワ イ ド �� 820円 �� 620円 �� 510円

3 連 複 ��� 2，780円 3 連 単 ��� 24，340円

票 数

単勝票数 計 330110 的中 � 26264（6番人気）
複勝票数 計 591337 的中 � 64540（4番人気）� 85207（2番人気）� 105893（1番人気）
枠連票数 計 188069 的中 （3－6） 23040（2番人気）
馬連票数 計 625402 的中 �� 18749（7番人気）
馬単票数 計 234958 的中 �� 3211（18番人気）
ワイド票数 計 648124 的中 �� 19531（7番人気）�� 27054（3番人気）�� 33279（1番人気）
3連複票数 計1025719 的中 ��� 27656（2番人気）
3連単票数 計 919521 的中 ��� 2738（38番人気）

ハロンタイム 12．6―10．7―13．6―12．6―12．8―12．9―13．1―13．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．3―36．9―49．5―1：02．3―1：15．2―1：28．3―1：41．3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

グランブリッジ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2021．9．25 中京7着

2019．4．29生 牝3鹿 母 ディレットリーチェ 母母 ブロンコーネ 5戦2勝 賞金 16，652，000円
〔制裁〕 スミ号の騎手角田大河は，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：11番・3番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レタラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年5月17日まで平地競走に出走

できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 アキュートガール号・ヴァレーデラルナ号・サヨノトレイダー号・スマイルオンミー号

09090 4月17日 晴 良 （4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 7，500，000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
1：57．2
1：56．1

良
良

22 メイショウラナキラ 牡3鹿 56 秋山真一郎松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 村下 明博 436－ 21：59．1 1．7�
88 ブラックシールド 牡3鹿 56 藤岡 康太吉田 勝己氏 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 446－ 21：59．84 3．1�
33 セレブレイトガイズ 牡3黒鹿56 �島 克駿大塚 亮一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 488－ 41：59．9� 7．1�
66 ナニハサテオキ 牡3鹿 56 池添 謙一 �キャピタル・システム 村山 明 日高 株式会社

目黒牧場 476＋ 2 〃 ハナ 7．6�
55 モ ウ シ ョ ウ 牡3黒鹿56 幸 英明岡 浩二氏 鈴木 孝志 新ひだか 株式会社 サ

ンデーヒルズ 480－ 22：00．75 14．3�
44 メトリカルセオリー 牝3鹿 54

50 ★今村 聖奈水上 行雄氏 寺島 良 浦河 笠松牧場 B464－ 42：01．23 89．8	
11 ゴールドルパン 牡3栗 56

53 ▲角田 大河田畑 利彦氏 堀内 岳志 新ひだか グランド牧場 B464－ 42：02．37 64．3

77 トモノレオン 牡3黒鹿56 加藤 祥太共田 義夫氏 杉山 佳明 新ひだか 北洋牧場 418－122：02．72� 169．6�

（8頭）

売 得 金
単勝： 31，323，100円 複勝： 48，775，700円 枠連： 発売なし
馬連： 41，841，300円 馬単： 25，643，000円 ワイド： 26，612，200円
3連複： 59，392，600円 3連単： 154，526，800円 計： 388，114，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 110円 � 130円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 220円 馬 単 �� 360円

ワ イ ド �� 130円 �� 200円 �� 230円

3 連 複 ��� 270円 3 連 単 ��� 1，040円

票 数

単勝票数 計 313231 的中 � 139671（1番人気）
複勝票数 計 487757 的中 � 302448（1番人気）� 77140（2番人気）� 37339（4番人気）
馬連票数 計 418413 的中 �� 144102（1番人気）
馬単票数 計 256430 的中 �� 53207（1番人気）
ワイド票数 計 266122 的中 �� 64404（1番人気）�� 29214（3番人気）�� 24056（4番人気）
3連複票数 計 593926 的中 ��� 163056（1番人気）
3連単票数 計1545268 的中 ��� 107508（2番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―12．5―12．5―12．0―11．9―11．9―11．4―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．6―36．1―48．6―1：00．6―1：12．5―1：24．4―1：35．8―1：47．3

コーナー
通過順位

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

2
4
2－3，7，4，8，6，1－5
2－3，8（4，7，6）1，5

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウラナキラ �

父 ドゥラメンテ �


母父 パントレセレブル デビュー 2021．11．28 阪神1着

2019．3．14生 牡3鹿 母 サンタローズ 母母 ユキノローズ 5戦2勝 賞金 24，023，000円
※メトリカルセオリー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



09091 4月17日 晴 良 （4阪神2） 第8日 第7競走 1，800�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 7，700，000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

22 ウォーターアンク 牝4栗 55 国分 恭介山岡 正人氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 486－ 41：53．5 19．1�
46 プルモナリア 牝4栗 55 藤岡 佑介�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 平山牧場 460－ 6 〃 ハナ 33．8�
713 ハイラブハンター 牡4鹿 57 幸 英明服部 新平氏 谷 潔 浦河 �川フアーム 488＋ 21：53．92 4．5�
11 シフクユウヒ 牡5栗 57 竹之下智昭國分 純氏 千田 輝彦 日高 スマイルファーム 542＋ 61：54．32� 94．4�
814� レッドシリウス 牡5青鹿57 松若 風馬髙野 葉子氏 千田 輝彦 浦河 辻 牧場 546－ 21：54．62 8．6�
34 レスペディーザ 牝4鹿 55 池添 謙一�NICKS 松永 幹夫 日高 スマイルファーム 424－ 6 〃 ハナ 13．9	
58 メイショウカムロ 牡5鹿 57

54 ▲角田 大河松本 和子氏 荒川 義之 浦河 本巣 敦 460－ 61：54．7クビ 242．6

610 ハーツラプソディ 牝4栗 55 藤岡 康太下河辺隆行氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 494－ 61：54．8� 3．0�
712� フ ロ イ ン グ 牡4鹿 57 国分 優作宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 462－ 41：55．11� 197．7�
611 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 492＋ 21：55．2� 5．1
35 ヒルノブルージュ 牡5黒鹿57 横山 和生�ヒルノ 昆 貢 新ひだか 米田牧場 498－ 6 〃 クビ 15．9�
47 � テーオーターナー �4鹿 57 長岡 禎仁小笹 公也氏 奥村 豊 新冠 錦岡牧場 466－231：55．3� 31．1�
815 クリノヴジュアル 牡5栗 57 �島 克駿栗本 博晴氏 川村 禎彦 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 496＋ 21：55．4アタマ 145．7�
23 マンインザミラー 牡4鹿 57 浜中 俊�キーファーズ 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 484＋ 21：55．51 14．6�
59 アイスヴィスタ 牝5芦 55 �島 良太村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 476± 01：57．09 18．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 31，693，600円 複勝： 47，596，100円 枠連： 15，511，000円
馬連： 67，278，200円 馬単： 25，203，200円 ワイド： 57，385，200円
3連複： 104，673，700円 3連単： 103，890，800円 計： 453，231，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，910円 複 勝 � 390円 � 770円 � 200円 枠 連（2－4） 5，730円

馬 連 �� 18，950円 馬 単 �� 38，100円

ワ イ ド �� 4，620円 �� 1，300円 �� 1，930円

3 連 複 ��� 22，860円 3 連 単 ��� 195，130円

票 数

単勝票数 計 316936 的中 � 13208（9番人気）
複勝票数 計 475961 的中 � 29945（6番人気）� 13617（10番人気）� 76262（2番人気）
枠連票数 計 155110 的中 （2－4） 2097（18番人気）
馬連票数 計 672782 的中 �� 2751（48番人気）
馬単票数 計 252032 的中 �� 496（92番人気）
ワイド票数 計 573852 的中 �� 3131（45番人気）�� 11562（14番人気）�� 7660（22番人気）
3連複票数 計1046737 的中 ��� 3433（76番人気）
3連単票数 計1038908 的中 ��� 386（572番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―13．2―12．6―12．9―12．6―12．5―12．8―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．5―36．7―49．3―1：02．2―1：14．8―1：27．3―1：40．1

コーナー
通過順位

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

2
4

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

ウォーターアンク �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2020．7．11 阪神11着

2018．4．8生 牝4栗 母 アンジュシュエット 母母 ショウナンガッド 14戦2勝 賞金 22，800，000円
〔制裁〕 アイスヴィスタ号の騎手�島良太は，競走中の御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。

09092 4月17日 晴 良 （4阪神2） 第8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）

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

22 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 484－ 21：11．8 6．7�
47 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 468± 01：12．43� 17．2�
59 サウンドプリズム 牡5青鹿57 坂井 瑠星増田 雄一氏 武 英智 日高 本間牧場 B458－ 61：12．5� 4．2�
814� メイショウオウギ 牝6芦 55 浜中 俊松本 好雄氏 石橋 守 浦河 日の出牧場 448＋ 21：12．6クビ 15．8�
23 ヨドノゴールド 牡4鹿 57 幸 英明海原 聖一氏 西園 正都 浦河 林農場 470＋ 21：12．91� 14．7�
815	 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 520－ 21：13．0� 2．0	

46 � スナークレジスト 牡5鹿 57 
島 克駿杉本 豊氏 川村 禎彦 浦河 高昭牧場 504＋ 21：13．32 22．4

712 トーホウラデン 牡5黒鹿57 池添 謙一東豊物産� 高橋 亮 日高 竹島 幸治 B504－ 8 〃 クビ 11．5�
713� メイショウニタボウ 牡5鹿 57 太宰 啓介松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 502－ 21：13．4クビ 195．4�
58 カップッチョ 牡5鹿 57 長岡 禎仁ミルファーム 大江原 哲 浦河 ミルファーム 482－ 61：13．5クビ 138．3�
11 フ ィ ロ ス 牝5鹿 55 藤岡 佑介高橋ファーム 長谷川浩大 日高 クリアファーム B464± 01：13．6� 49．2�
610 ショウナンアイビー 牡4鹿 57 藤懸 貴志国本 哲秀氏 清水 久詞 新ひだか 秋田育成牧場 B512＋ 6 〃 ハナ 177．5�
34 � スエヒロヴァン 牝4鹿 55 秋山真一郎�みどり住宅 藤沢 則雄 新冠 小泉牧場 470＋121：13．92 457．0�
611	 ホクリュウオウ 牡7青鹿 57

54 ▲服部 寿希北尾 龍典氏 森 秀行 米 Maccabee
Farms, LLC 474－ 71：14．32� 428．9�

35 ヒットガール 牝4栗 55
53 △小沢 大仁トライスターレーシング 松下 武士 新ひだか 西村牧場 500＋ 81：14．62 182．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 50，563，500円 複勝： 60，928，400円 枠連： 16，727，500円
馬連： 79，199，400円 馬単： 37，890，700円 ワイド： 72，183，700円
3連複： 114，803，200円 3連単： 145，229，400円 計： 577，525，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 250円 � 310円 � 140円 枠 連（2－4） 1，470円

馬 連 �� 5，120円 馬 単 �� 7，410円

ワ イ ド �� 1，460円 �� 760円 �� 840円

3 連 複 ��� 8，630円 3 連 単 ��� 44，800円

票 数

単勝票数 計 505635 的中 � 59908（3番人気）
複勝票数 計 609284 的中 � 57335（3番人気）� 42529（7番人気）� 140760（2番人気）
枠連票数 計 167275 的中 （2－4） 8777（7番人気）
馬連票数 計 791994 的中 �� 11972（18番人気）
馬単票数 計 378907 的中 �� 3831（28番人気）
ワイド票数 計 721837 的中 �� 12296（17番人気）�� 25053（8番人気）�� 22241（10番人気）
3連複票数 計1148032 的中 ��� 9975（30番人気）
3連単票数 計1452294 的中 ��� 2350（138番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．5―11．7―12．2―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．3―34．8―46．5―58．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．5―3F37．0
3 15－2，3（5，12）－（8，14）－11（4，7）（6，13）（1，9）－10 4 15－（2，3）－12，5，14，8，7－（11，13）（4，6）（1，9）10

勝馬の
紹 介

タガノネクステージ �
�
父 ディスクリートキャット �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2020．9．26 中京1着

2018．2．22生 牡4栗 母 タガノディーバ 母母 デ ィ ー バ 11戦2勝 賞金 18，850，000円



09093 4月17日 晴 良 （4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 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 203，000円 58，000円 29，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．8

良
良

89 ノースザワールド 牡4青鹿57 坂井 瑠星 �スリーエイチレーシング 大久保龍志 日高 下河辺牧場 470－ 61：45．1 1．5�
33 ル ー ス 牝4栗 55 池添 謙一山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 B496－ 41：45．2� 3．0�
22 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＋ 41：45．51
 77．2�
77 ジオフロント 牡4鹿 57 幸 英明 �サンデーレーシング 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 456± 01：46．14 25．7�
44 サウンドレベッカ 牝5青鹿55 藤岡 佑介増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 470± 0 〃 ハナ 10．3	
66 シューラヴァラ 牡4黒鹿57 �島 克駿高原 将浩氏 川村 禎彦 新ひだか 千代田牧場 448± 01：46．41� 11．7

88 ニシノアジャスト 牡4青鹿57 内田 博幸西山 茂行氏 小手川 準 新冠 村上 欽哉 B528－ 21：46．61 86．2�
55 シゲルソウサイ 牡4鹿 57 横山 和生森中 蕃氏 上村 洋行 日高 オリオンファーム 488－ 41：46．7
 64．1�
11 サイモンサーマル 	7鹿 57 松若 風馬澤田 昭紀氏 根本 康広 日高 ヤナガワ牧場 498－ 61：47．97 186．2

（9頭）

売 得 金
単勝： 46，738，200円 複勝： 115，052，500円 枠連： 10，956，600円
馬連： 71，092，800円 馬単： 47，395，300円 ワイド： 47，429，200円
3連複： 94，441，000円 3連単： 271，391，100円 計： 704，496，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 120円 � 450円 枠 連（3－8） 200円

馬 連 �� 200円 馬 単 �� 310円

ワ イ ド �� 150円 �� 950円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 2，250円 3 連 単 ��� 5，270円

票 数

単勝票数 計 467382 的中 � 246085（1番人気）
複勝票数 計1150525 的中 � 871042（1番人気）� 105708（2番人気）� 11567（7番人気）
枠連票数 計 109566 的中 （3－8） 41702（1番人気）
馬連票数 計 710928 的中 �� 266692（1番人気）
馬単票数 計 473953 的中 �� 111106（1番人気）
ワイド票数 計 474292 的中 �� 116515（1番人気）�� 10003（12番人気）�� 8488（13番人気）
3連複票数 計 944410 的中 ��� 31366（8番人気）
3連単票数 計2713911 的中 ��� 37266（19番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―11．5―11．9―11．5―11．6―11．0―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．4―35．9―47．8―59．3―1：10．9―1：21．9―1：33．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノースザワールド �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2020．7．25 新潟6着

2018．4．4生 牡4青鹿 母 パスオブドリームズ 母母 Path of Thunder 15戦3勝 賞金 60，050，000円

09094 4月17日 晴 良 （4阪神2） 第8日 第10競走 ��1，600�ストークステークス
発走14時50分 （芝・右・外）
4歳以上，3勝クラス，3．4．17以降4．4．10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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．1
1：30．3

良
良

22 ヴァリアメンテ 牡4青鹿55 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 472＋101：33．1 5．2�

813 チュウワノキセキ 牡5鹿 55 幸 英明中西 忍氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 486－ 4 〃 ハナ 18．0�
711 エルカスティージョ 牝4鹿 53 池添 謙一 �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 462＋ 8 〃 ハナ 10．1�
44 フラーズダルム 牝4鹿 54 坂井 瑠星吉田 勝己氏 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 490－ 61：33．31� 5．1�
68 トオヤリトセイト 牡6青鹿55 浜中 俊村田 能光氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 488＋ 61：33．4� 33．0	
56 ヴ ァ ト レ ニ �4鹿 55 横山 和生野田 政義氏 長谷川浩大 新ひだか フジワラフアーム 438－ 61：33．5クビ 11．0

11 メイケイハリアー 牡6芦 54 富田 暁名古屋競馬� 木原 一良 登別 青藍牧場 480＋ 2 〃 ハナ 55．0�
57 マルカエイペックス 牝5黒鹿52 小沢 大仁日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 456＋ 21：33．71� 17．6�
45 ヤマニンマヒア 牡6黒鹿53 藤懸 貴志土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 456－ 4 〃 クビ 128．0
33 ヒメノカリス 牝5鹿 53 秋山真一郎 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B466＋ 4 〃 ハナ 6．3�
69 サトノラムセス 牡4鹿 55 �島 克駿 �サトミホースカンパニー 橋口 慎介 日高 下河辺牧場 468－ 21：34．01	 3．1�
812 ステイオンザトップ 牡8栗 55 松田 大作 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B478± 01：34．21� 170．2�
710 アールクインダム 牝5黒鹿53 藤岡 康太前原 敏行氏 伊藤 大士 日高 シンボリ牧場 476－ 4 〃 ハナ 44．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 66，017，300円 複勝： 91，047，000円 枠連： 21，804，200円
馬連： 143，436，800円 馬単： 51，505，800円 ワイド： 98，561，000円
3連複： 208，147，000円 3連単： 234，086，600円 計： 914，605，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 220円 � 390円 � 290円 枠 連（2－8） 5，480円

馬 連 �� 7，360円 馬 単 �� 11，080円

ワ イ ド �� 2，140円 �� 1，280円 �� 1，690円

3 連 複 ��� 17，380円 3 連 単 ��� 88，850円

票 数

単勝票数 計 660173 的中 � 100952（3番人気）
複勝票数 計 910470 的中 � 117145（3番人気）� 55217（7番人気）� 82679（5番人気）
枠連票数 計 218042 的中 （2－8） 3081（21番人気）
馬連票数 計1434368 的中 �� 15102（26番人気）
馬単票数 計 515058 的中 �� 3486（42番人気）
ワイド票数 計 985610 的中 �� 11751（26番人気）�� 20017（17番人気）�� 14983（21番人気）
3連複票数 計2081470 的中 ��� 8981（63番人気）
3連単票数 計2340866 的中 ��� 1910（306番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―12．0―12．1―11．9―11．1―11．1―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．4―35．4―47．5―59．4―1：10．5―1：21．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．6―3F33．7
3 1，6（11，10）（3，13）2（4，9，12）7，8－5 4 1，6（11，10）（3，13）（4，2，12）9，7（8，5）

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4青鹿 母 ヴァリディオル 母母 ヴ ァ レ ラ 9戦4勝 賞金 62，865，000円
〔制裁〕 トオヤリトセイト号の騎手浜中俊は，決勝線手前で十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて戒告。（被害馬：

1番・6番）

１レース目



09095 4月17日 晴 良 （4阪神2） 第8日 第11競走 ��
��1，800�第27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，3．4．17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，3．4．16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 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000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

48 オメガパフューム 牡7芦 59 横山 和生原 �子氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 464＋ 61：50．5 3．8�
713 グロリアムンディ 牡4鹿 56 坂井 瑠星吉田 和美氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム B496－ 81：50．6	 3．6�
510 ニューモニュメント 牡6鹿 56 小崎 綾也前田 葉子氏 小崎 憲 新ひだか 高橋 義浩 492＋ 21：50．91
 69．4�
611 プリティーチャンス 牝5青鹿54 柴山 雄一廣崎利洋HD� 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 B466＋ 51：51．0	 61．1�
35 ケイアイパープル 牡6鹿 57 藤岡 康太 �ケイアイスタリオン 村山 明 新冠 隆栄牧場 502－ 2 〃 ハナ 9．7�
23 カ デ ナ 牡8鹿 57 池添 謙一前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか グランド牧場 482＋ 8 〃 ハナ 28．9	
24 ウェスタールンド �10栗 56 藤岡 佑介 
サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 488＋ 9 〃 クビ 15．7�
816 オーヴェルニュ 牡6鹿 57 �島 克駿杉山 忠国氏 西村 真幸 新ひだか 明治牧場 478－ 41：51．1アタマ 13．2�
815 ヒストリーメイカー 牡8黒鹿56 内田 博幸岩﨑 僖澄氏 新谷 功一 登別 青藍牧場 B528＋ 41：51．42 18．9
36 サクラアリュール 牡7栗 56 酒井 学�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 B490＋ 21：51．5クビ 187．8�
47 アルーブルト 牡4鹿 56 浜中 俊ディアレストクラブ� 畑端 省吾 浦河 ディアレスト

クラブ 476－ 41：51．92	 29．6�
12 ライトウォーリア 牡5鹿 56 松若 風馬 
キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム B506－ 21：52．0	 40．7�
59 ユアヒストリー 牡4鹿 56 富田 暁 MOMOレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 460－ 41：52．1
 86．4�
714 デュープロセス 牡6栗 56 秋山真一郎ゴドルフィン 安田 隆行 英 Godolphin 482＋ 81：52．73	 173．2�
612 バーデンヴァイラー 牡4黒鹿56 幸 英明 
キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 496－141：53．44 3．9�
11 アナザートゥルース �8栗 57 松田 大作 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高木 登 新ひだか 岡田スタツド B482± 01：55．2大差 38．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 153，432，500円 複勝： 212，697，300円 枠連： 75，711，700円
馬連： 437，456，200円 馬単： 156，120，200円 ワイド： 341，618，200円
3連複： 827，117，800円 3連単： 896，682，300円 計： 3，100，836，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 170円 � 160円 � 860円 枠 連（4－7） 960円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 2，160円

ワ イ ド �� 540円 �� 2，470円 �� 2，380円

3 連 複 ��� 14，410円 3 連 単 ��� 55，770円

票 数

単勝票数 計1534325 的中 � 315339（2番人気）
複勝票数 計2126973 的中 � 357361（2番人気）� 430122（1番人気）� 43887（13番人気）
枠連票数 計 757117 的中 （4－7） 60694（3番人気）
馬連票数 計4374562 的中 �� 316580（2番人気）
馬単票数 計1561202 的中 �� 53991（5番人気）
ワイド票数 計3416182 的中 �� 175308（2番人気）�� 34199（32番人気）�� 35521（29番人気）
3連複票数 計8271178 的中 ��� 43035（45番人気）
3連単票数 計8966823 的中 ��� 11656（165番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．6―36．6―48．8―1：01．1―1：13．4―1：25．6―1：37．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

オメガパフューム �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2018．1．14 京都1着

2015．4．6生 牡7芦 母 オメガフレグランス 母母 ビューティーメイク 12戦6勝 賞金 200，738，000円
［他本会外：12戦5勝］

09096 4月17日 晴 良 （4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 11，100，000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

712 ロ ー ウ ェ ル �4黒鹿57 坂井 瑠星 �シルクレーシング 斉藤 崇史 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 538－ 41：24．2 2．5�

34 モズピンポン 牡5栗 57
53 ★古川 奈穂 �キャピタル・システム 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 520± 01：24．83� 8．9�

59 ウインアキレウス 牡4鹿 57 松若 風馬�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 494－ 21：24．9� 5．2�
814� 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 466＋101：25．43 5．9�
23 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 B460＋ 8 〃 アタマ 216．9	
47 ル モ ン ド 牡6鹿 57 国分 優作�山紫水明 坂口 智康 日高 下河辺牧場 474－ 4 〃 クビ 14．0

22 ディオスクーロイ 牡4栗 57

54 ▲角田 大河野嶋 祥二氏 松下 武士 浦河 杵臼牧場 B476± 01：25．61� 13．9�
815� フローラルドレス 牝5鹿 55

51 ★今村 聖奈髙橋 正雄氏 森田 直行 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 426± 01：25．7� 56．7�

11 カ ム カ ム 牡8鹿 57 内田 博幸共田 義夫氏 浜田多実雄 新冠 松浦牧場 468－ 61：25．8� 92．3
611 サ ヴ ァ イ ヴ 牡5青 57 藤岡 康太中村 忠彦氏 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 468－ 41：25．9クビ 7．1�
46 タイセイエクセル 牝4栗 55 �島 克駿田中 成奉氏 西村 真幸 浦河 富田牧場 B464± 01：26．54 26．2�
610 コンクエストシチー �10栗 57 池添 謙一 �友駿ホースクラブ 村山 明 新ひだか 幌村牧場 452－161：27．13� 237．2�
713 ロフティネス 牡6鹿 57 太宰 啓介 �吉澤ホールディングス 音無 秀孝 新冠 村上牧場 468－ 61：27．52� 91．7�
35 オウケンドーン �6鹿 57 松田 大作福井 明氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B482＋121：27．6� 90．4�
58 � スリーコーズクライ 牡5栗 57

55 △小沢 大仁永井商事� 吉村 圭司 浦河 村中牧場 472－ 41：27．7クビ 82．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 82，890，200円 複勝： 105，866，300円 枠連： 34，588，900円
馬連： 188，945，300円 馬単： 67，221，300円 ワイド： 138，231，900円
3連複： 282，553，500円 3連単： 335，801，200円 計： 1，236，098，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 200円 � 170円 枠 連（3－7） 1，090円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 1，600円

ワ イ ド �� 480円 �� 340円 �� 780円

3 連 複 ��� 1，830円 3 連 単 ��� 7，570円

票 数

単勝票数 計 828902 的中 � 257177（1番人気）
複勝票数 計1058663 的中 � 250578（1番人気）� 113842（4番人気）� 147765（3番人気）
枠連票数 計 345889 的中 （3－7） 24535（4番人気）
馬連票数 計1889453 的中 �� 135709（4番人気）
馬単票数 計 672213 的中 �� 31359（5番人気）
ワイド票数 計1382319 的中 �� 73773（4番人気）�� 109929（1番人気）�� 42046（10番人気）
3連複票数 計2825535 的中 ��� 115393（3番人気）
3連単票数 計3358012 的中 ��� 32159（9番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．8―12．3―12．3―11．7―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．1―34．9―47．2―59．5―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 12，6（5，8）（4，9）（2，3，11，13）－（15，14）7，1，10 4 12，6（4，8）（5，9）（2，3，11）－（15，14，13，7）1，10

勝馬の
紹 介

ロ ー ウ ェ ル �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Songandaprayer デビュー 2020．12．19 阪神11着

2018．5．4生 �4黒鹿 母 アンティフォナ 母母 Snatched 10戦3勝 賞金 32，500，000円
〔制裁〕 アルベニス号の騎手森裕太朗は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番）
※出走取消馬 アスクハードスパン号（疾病〔左前挫跖〕のため）
※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 アマービレ号
（非抽選馬） 4頭 シセイタケル号・ジョウショーモード号・シンゼンブースター号・テーオーポシブル号

４レース目



（4阪神2）第8日 4月17日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 174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

254，300，000円
2，990，000円
29，580，000円
1，540，000円
32，680，000円
76，931，000円
5，057，000円
1，670，400円

勝馬投票券売得金
633，775，200円
942，344，700円
241，860，200円
1，307，016，400円
524，614，900円
1，049，701，500円
2，139，445，500円
2，583，416，500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 9，422，174，900円

総入場人員 6，184名 （有料入場人員 5，954名）
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