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10061 4月7日 曇 不良 （25阪神2）第6日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時05分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

611 ヒドゥンブレイド 牡3黒鹿56 A．シュタルケ 有限会社シルク小崎 憲 安平 ノーザンファーム 478＋ 21：51．4 6．3�
（独）

35 ラガーニチリンオー 牡3栗 56 岩田 康誠奥村 啓二氏 大久保龍志 新ひだか 今 牧場 486± 01：52．03� 44．9�
11 メイショウイマワカ 牡3鹿 56 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム B542－ 6 〃 クビ 8．9�
714 ローレルグラーネ 牡3芦 56 藤田 伸二 �ローレルレーシング 木原 一良 新冠 森永 聡 458＋ 6 〃 ハナ 247．0�
12 ト リ ガ ー 牡3鹿 56 浜中 俊石川 達絵氏 角田 晃一 新ひだか 筒井 征文 B464－ 6 〃 ハナ 7．9�
612 トランザムスター 牡3鹿 56 幸 英明 	キャロットファーム 武 宏平 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 552－101：52．21� 2．4

510 シャガールバローズ �3栗 56 福永 祐一猪熊 広次氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム 448－ 21：52．41 17．5�
816 トーホウスマート 牡3栗 56 川田 将雅東豊物産� 藤原 英昭 浦河 有限会社

吉田ファーム 464－121：52．72 3．6�
713 タニノマンボ 牡3鹿 56 戸崎 圭太谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか カントリー牧場 466＋ 21：53．12� 70．1
59 アリストクラット 牡3青鹿 56

53 ▲岩崎 翼 �グリーンファーム中竹 和也 安平 ノーザンファーム 474± 01：53．41� 64．0�
815 マッシヴビクトリー 牡3黒鹿56 小牧 太小川 勲氏 大橋 勇樹 浦河 市川牧場 490± 01：53．72 126．9�
48 メイショウムシャ 牡3黒鹿 56

54 △菱田 裕二松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 496 ―1：53．91� 186．3�
23 ナムラウンメイ 牡3鹿 56 酒井 学奈村 信重氏 牧浦 充徳 日高 賀張三浦牧場 450－ 71：54．21� 439．8�
36 テイエムオオワシ 牡3鹿 56 大野 拓弥竹園 正繼氏 岩元 市三 新ひだか 増本牧場 500＋ 81：54．51� 266．7�
47 イノベーション 牡3黒鹿56 秋山真一郎前田 幸治氏 岡田 稲男 新冠 株式会社

ノースヒルズ 494＋121：55．88 40．9�
24 ショウナンアズーリ �3青鹿56 国分 優作国本 哲秀氏 梅田 智之 新冠 新冠橋本牧場 454－ 41：56．65 418．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，152，100円 複勝： 42，191，100円 枠連： 14，019，200円
馬連： 41，388，300円 馬単： 31，256，900円 ワイド： 21，187，200円
3連複： 64，339，100円 3連単： 104，575，400円 計： 340，109，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 280円 � 1，880円 � 380円 枠 連（3－6） 3，410円

馬 連 �� 12，380円 馬 単 �� 19，340円

ワ イ ド �� 4，420円 �� 920円 �� 4，450円

3 連 複 ��� 26，400円 3 連 単 ��� 133，530円

票 数

単勝票数 計 211521 的中 � 26761（3番人気）
複勝票数 計 421911 的中 � 45250（3番人気）� 5067（11番人気）� 30170（5番人気）
枠連票数 計 140192 的中 （3－6） 3039（10番人気）
馬連票数 計 413883 的中 �� 2468（28番人気）
馬単票数 計 312569 的中 �� 1193（44番人気）
ワイド票数 計 211872 的中 �� 1153（33番人気）�� 5931（11番人気）�� 1147（34番人気）
3連複票数 計 643391 的中 ��� 1799（55番人気）
3連単票数 計1045754 的中 ��� 578（285番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．7―36．7―49．0―1：01．3―1：13．8―1：26．1―1：38．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヒドゥンブレイド �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Storm Cat デビュー 2012．12．23 阪神5着

2010．4．17生 牡3黒鹿 母 クロースシークレット 母母 Turbo Launch 5戦1勝 賞金 7，750，000円
〔騎手変更〕 トリガー号の騎手丸山元気は，第1回福島競馬第1日第5競走での落馬負傷のため浜中俊に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ショウナンアズーリ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年5月7日まで平地

競走に出走できない。
※トーホウスマート号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

10062 4月7日 曇 不良 （25阪神2）第6日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時30分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．7
1：08．7

重
重

35 キョウワアーサー 牡3栗 56 福永 祐一�協和牧場 五十嵐忠男 新冠 協和牧場 450－ 21：11．9 2．5�
23 オンワードナルシス 牡3黒鹿56 酒井 学樫山 章子氏 村山 明 浦河 オンワード牧場 468＋ 21：12．22 27．2�
11 ドラゴンオサム 牡3鹿 56 和田 竜二大久保和夫氏 山内 研二 新ひだか 三木田牧場 558＋ 21：12．52 1．8�
816 ム ラ ム ラ 牡3黒鹿56 藤岡 佑介中村 祐子氏 庄野 靖志 新ひだか ケイアイファーム 478＋ 81：12．92� 18．8�
36 キラキラムーン 牝3鹿 54 戸崎 圭太�髙昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 438－ 81：13．1� 92．3�
612 パープルアイズ 牡3栗 56

54 △菱田 裕二吉岡 泰治氏 増本 豊 新ひだか 増本牧場 448＋ 21：13．2� 13．4	
47 シゲルタテザ 牡3栗 56 国分 優作森中 蕃氏 梅内 忍 新ひだか 沖田 繁 486± 01：13．41� 22．2

510 アスカノトゥーレ 牡3鹿 56 川島 信二豊田 智郎氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 490－ 21：13．71� 326．2�
815 アンケセナーメン 牝3栗 54 幸 英明山上 和良氏 牧田 和弥 新冠 北星村田牧場 444－ 81：13．91 153．0�
611 メイショウゲンキ 牡3鹿 56 藤田 伸二松本 和子氏 佐山 優 浦河 三嶋牧場 456± 01：14．11� 30．7
24 アマクサハエンカゼ 牡3鹿 56

53 ▲岩崎 翼奈良﨑孝一郎氏 坪 憲章 浦河 永田 克之 470＋ 4 〃 クビ 634．3�
12 ヴィラデステ 牝3鹿 54 C．デムーロ 平田 修氏 田所 秀孝 日高 佐々木 康治 454－ 21：14．2� 109．1�

（伊）

59 サンマルビューティ 牝3黒鹿54 太宰 啓介相馬 勇氏 大根田裕之 浦河 木戸口牧場 436＋ 61：14．51� 96．3�
713 ゴールデンリーフ 牝3鹿 54

51 ▲花田 大昂冨沢 敦子氏 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 412－ 61：14．6� 175．9�
48 サンデーサプライズ 牡3鹿 56

53 ▲森 一馬林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 518 ―1：15．87 65．4�
714 ビコーハエレシス 牡3黒鹿56 佐久間寛志�レジェンド 鹿戸 明 日高 鹿戸 正幸 444－ 21：15．9� 895．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，444，200円 複勝： 42，106，500円 枠連： 12，971，900円
馬連： 45，470，800円 馬単： 35，589，300円 ワイド： 21，924，000円
3連複： 63，827，700円 3連単： 118，317，700円 計： 360，652，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 280円 � 110円 枠 連（2－3） 3，080円

馬 連 �� 3，350円 馬 単 �� 4，510円

ワ イ ド �� 560円 �� 120円 �� 520円

3 連 複 ��� 910円 3 連 単 ��� 9，190円

票 数

単勝票数 計 204442 的中 � 65551（2番人気）
複勝票数 計 421065 的中 � 122444（2番人気）� 15990（6番人気）� 179917（1番人気）
枠連票数 計 129719 的中 （2－3） 3113（9番人気）
馬連票数 計 454708 的中 �� 10024（11番人気）
馬単票数 計 355893 的中 �� 5829（12番人気）
ワイド票数 計 219240 的中 �� 6723（11番人気）�� 72996（1番人気）�� 7364（9番人気）
3連複票数 計 638277 的中 ��� 51872（4番人気）
3連単票数 計1183177 的中 ��� 9508（23番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．7―12．1―11．9―12．8

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キョウワアーサー �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2012．10．28 京都8着

2010．3．30生 牡3栗 母 アサカプティット 母母 プティットイル 8戦1勝 賞金 11，050，000円
〔騎手変更〕 サンデーサプライズ号の騎手丸山元気は，第1回福島競馬第1日第5競走での落馬負傷のため森一馬に変更。
※ゴールデンリーフ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第２回 阪神競馬 第６日



10063 4月7日 曇 不良 （25阪神2）第6日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時00分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

812 メイショウテンシュ 牡3黒鹿56 武 幸四郎松本 好雄氏 岡田 稲男 新ひだか 土田農場 520－ 61：51．1 31．9�
56 エルドリッジ 牡3青鹿56 和田 竜二一村 哲也氏 白井 寿昭 むかわ 桑原牧場 506＋ 21：51．73� 5．6�
710 ダ イ コ ウ キ 牡3青鹿56 浜中 俊橋元 幸平氏 南井 克巳 日高 ナカノファーム 516－ 21：51．91� 2．4�
55 ライフトップガン 牡3鹿 56

54 △菱田 裕二谷岡 正次氏 角田 晃一 新ひだか 谷岡 正次 476± 01：52．21� 8．2�
44 ヴァルティカル 牡3鹿 56 岩田 康誠 �社台レースホース飯田 雄三 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446－ 61：52．41� 4．9�
79 キクノセントロ 牡3栗 56 川須 栄彦菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 松田 憲一 458± 01：52．5� 17．3	
67 ゴーソッキュー 牡3栗 56 幸 英明岡 浩二氏 角田 晃一 えりも エクセルマネジメント B486－ 21：53．03 14．6

22 クレアトーレ 牡3青鹿56 福永 祐一深見 富朗氏 五十嵐忠男 浦河 福岡 光夫 470－ 41：53．31� 7．2�
33 キタサンヤマビコ �3鹿 56 国分 優作�大野商事 鹿戸 明 日高 ファーミングヤナキタ 422± 01：53．51� 232．5�
811 メイキングドラマ 牡3栗 56 三浦 皇成齊藤 直信氏 谷 潔 浦河 冨岡 博一 462－ 81：53．6クビ 50．3
11 ニジノハヤテ 牡3黒鹿56 小坂 忠士杉本千賀子氏 境 直行 新ひだか 三石ファーム 464－ 21：53．91� 174．7�
68 メイショウヒエイ 牡3鹿 56 武 豊松本 好�氏 西浦 勝一 新ひだか 山際 智 494 ―2：01．1大差 88．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 22，270，600円 複勝： 38，490，700円 枠連： 11，380，400円
馬連： 43，219，300円 馬単： 33，609，800円 ワイド： 22，999，200円
3連複： 62，141，800円 3連単： 114，231，700円 計： 348，343，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，190円 複 勝 � 580円 � 200円 � 140円 枠 連（5－8） 3，380円

馬 連 �� 12，560円 馬 単 �� 34，990円

ワ イ ド �� 2，850円 �� 1，630円 �� 300円

3 連 複 ��� 9，070円 3 連 単 ��� 139，580円

票 数

単勝票数 計 222706 的中 � 5505（8番人気）
複勝票数 計 384907 的中 � 11994（8番人気）� 51718（3番人気）� 102874（1番人気）
枠連票数 計 113804 的中 （5－8） 2491（14番人気）
馬連票数 計 432193 的中 �� 2541（27番人気）
馬単票数 計 336098 的中 �� 709（64番人気）
ワイド票数 計 229992 的中 �� 1802（28番人気）�� 3221（20番人気）�� 22105（2番人気）
3連複票数 計 621418 的中 ��� 5058（33番人気）
3連単票数 計1142317 的中 ��� 604（317番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―37．2―49．4―1：01．4―1：13．6―1：26．2―1：38．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウテンシュ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2013．3．17 阪神5着

2010．4．22生 牡3黒鹿 母 トゥルーアイズ 母母 オレンジカラー 2戦1勝 賞金 5，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウヒエイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年5月7日まで平地競

走に出走できない。

10064 4月7日 曇 稍重 （25阪神2）第6日 第4競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走11時30分 （芝・右・外）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：32．0
1：30．7

良
良

611 スマートレイアー 牝3芦 54 武 豊大川 徹氏 大久保龍志 新ひだか 岡田スタツド 472 ―1：35．3 5．1�
59 トウカイバイタル 牡3黒鹿56 浜中 俊内村 正則氏 安田 隆行 新冠 長浜牧場 446＋ 21：35．51� 1．7�
816 アンバサダー 牡3栗 56 戸崎 圭太近藤 英子氏 音無 秀孝 浦河 辻 牧場 474 ―1：36．03 37．1�
714 ピエナインパクト 牡3鹿 56 C．デムーロ 本谷 兼三氏 飯田 雄三 浦河 江渡 繁治 426＋ 41：36．1クビ 9．8�

（伊）

817 ビットビバーチェ 牡3芦 56 和田 竜二礒川 正明氏 今野 貞一 新ひだか 西村 和夫 446－ 81：36．31� 192．2�
510 デスティニーシチー 牡3栗 56 秋山真一郎 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 日高 幾千世牧場 468－ 41：36．51� 172．2	
48 アティトラン 牝3鹿 54 藤岡 佑介 
キャロットファーム 清水 出美 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 426± 01：36．6クビ 116．6�
12 カシノロビン 牡3芦 56

53 ▲森 一馬柏木 務氏 境 直行 鹿児島 服部 文明 456＋ 61：36．7� 415．2�
36 オリエンタルリリー 牝3鹿 54 小牧 太近藤 英子氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 484 ― 〃 クビ 61．3
818 エンジェルベイビー 牝3鹿 54 酒井 学薪浦 亨氏 牧田 和弥 厚真 関之尾 高志 434＋ 41：36．8� 35．0�
713 バアゼルザウバー 牝3鹿 54 三浦 皇成市川 義美氏 安達 昭夫 新ひだか フジワラフアーム 472± 01：37．11	 33．2�
35 ソルダテッサ 牝3鹿 54 岩田 康誠 
社台レースホース浅見 秀一 安平 追分ファーム 428＋ 6 〃 クビ 12．8�
23 メイショウヒビキ 牝3鹿 54 武 幸四郎松本 好�氏 飯田 明弘 浦河 三嶋牧場 378－161：37．95 278．8�
715 トップスタート 牡3栗 56 幸 英明
コオロ 坂口 正則 新冠 ムラカミファーム 422 ― 〃 ハナ 393．4�
24 ワールドリーヴァ 牡3鹿 56 川須 栄彦
リーヴァ 矢作 芳人 新冠 パカパカ

ファーム 426＋ 61：38．0� 86．3�
612 ツカサリバティー 牝3鹿 54 川島 信二中務 幸雄氏 田所 秀孝 新ひだか 伊藤 敏明 446± 0 〃 アタマ 254．5�
47 アモールミーオ 牝3芦 54 太宰 啓介堀 祥子氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 494＋101：38．1クビ 32．7�
11 ウンベラータ 牝3鹿 54 福永 祐一 
社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム 492＋121：38．2	 9．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 26，605，100円 複勝： 57，386，300円 枠連： 13，897，000円
馬連： 47，788，900円 馬単： 37，147，200円 ワイド： 24，825，100円
3連複： 66，304，800円 3連単： 120，040，000円 計： 393，994，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 170円 � 110円 � 770円 枠 連（5－6） 540円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 1，230円

ワ イ ド �� 300円 �� 2，700円 �� 850円

3 連 複 ��� 5，140円 3 連 単 ��� 22，040円

票 数

単勝票数 計 266051 的中 � 41662（2番人気）
複勝票数 計 573863 的中 � 64487（2番人気）� 291708（1番人気）� 8799（10番人気）
枠連票数 計 138970 的中 （5－6） 19292（2番人気）
馬連票数 計 477889 的中 �� 64366（1番人気）
馬単票数 計 371472 的中 �� 22349（5番人気）
ワイド票数 計 248251 的中 �� 23598（2番人気）�� 2024（26番人気）�� 6894（9番人気）
3連複票数 計 663048 的中 ��� 9526（13番人気）
3連単票数 計1200400 的中 ��� 4020（63番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．8―35．7―47．9―1：00．1―1：11．8―1：23．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．4―3F35．2
3 2－（4，7，13）（1，5，10，17）（9，11）（8，14）（3，6，16）－（12，18）－15 4 2，4（7，13）17（1，5，10）（9，11）（8，14）（6，16）18，3（12，15）

勝馬の
紹 介

スマートレイアー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ホワイトマズル 初出走

2010．5．15生 牝3芦 母 スノースタイル 母母 シャルムダンサー 1戦1勝 賞金 5，000，000円
〔騎手変更〕 トップスタート号の騎手丸山元気は，第1回福島競馬第1日第5競走での落馬負傷のため幸英明に変更。
※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 テイエムプリンセス号・トーホウスマート号・マイネノンノ号・リュクスエンブレム号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。追 加 記 事（第 2回阪神競馬第 5日第 1競走）

〔その他〕　　ソラ号は，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。



10065 4月7日 曇 重 （25阪神2）第6日 第5競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走12時20分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．7
1：08．7

重
重

48 シゲルオウシザ 牡3栗 56 国分 優作森中 蕃氏 目野 哲也 浦河 中村 雅明 512－ 41：11．4 5．1�
815 グレイスフルリープ 牡3栗 56 小牧 太前田 晋二氏 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 530－10 〃 ハナ 3．2�
36 ミラクルルーマー 牡3芦 56 川須 栄彦阿部 雅英氏 佐山 優 浦河 中村 雅明 516± 01：11．72 21．7�
714 テイクファイア 牡3鹿 56 幸 英明加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 480－ 4 〃 ハナ 7．9�
35 ストゥーディアス 牝3鹿 54 太宰 啓介有限会社シルク中村 均 新ひだか 千代田牧場 494± 01：11．91� 23．9�
713 シゲルホウオウザ 牡3鹿 56

53 ▲森 一馬森中 蕃氏 松永 昌博 日高 加藤牧場 460± 0 〃 アタマ 31．4�
59 サーシスリーフ 牡3鹿 56 A．シュタルケ 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高野 友和 日高 豊洋牧場 478－ 2 〃 ハナ 35．5

（独）

12 シゲルオオカミザ 牡3栗 56
54 △菱田 裕二森中 蕃氏 服部 利之 新冠 浜口牧場 446－ 41：12．43 24．9�

24 コスタアレグレ 牡3栗 56 和田 竜二安原 浩司氏 吉村 圭司 新ひだか 岡田牧場 464＋ 21：12．6� 8．7�
47 セイントデジタル 牝3栗 54 藤田 伸二中西 宏彰氏 山内 研二 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 452＋ 4 〃 クビ 57．9
612 バ ル ザ ッ ク 牡3鹿 56 C．デムーロ 諸江 幸祐氏 加用 正 千歳 社台ファーム 430＋ 41：13．02	 96．5�

（伊）

510 カイシュウヤマト 牡3栗 56 戸崎 圭太飯村 孝男氏 領家 政蔵 新ひだか 稲葉牧場 474－ 81：13．1	 4．7�
611 フェブマルコ 牝3栗 54 小林 徹弥釘田 義広氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 430－ 41：13．42 138．8�
11 グレイトエンブレム 牡3栗 56 藤岡 佑介小川 勲氏 作田 誠二 浦河 信成牧場 438± 01：13．61	 79．5�
23 
 エーシンサミット 牡3黒鹿56 酒井 学	栄進堂 西園 正都 米 Centaur

Farms, Inc. 522－ 41：13．7クビ 33．4�
816 アスターキング 牡3栗 56 三浦 皇成加藤 久枝氏 加藤 敬二 むかわ 新井牧場 464－ 41：14．44 36．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，443，900円 複勝： 39，654，400円 枠連： 15，103，000円
馬連： 50，244，600円 馬単： 31，414，000円 ワイド： 27，607，100円
3連複： 71，741，700円 3連単： 103，766，100円 計： 360，974，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 160円 � 150円 � 390円 枠 連（4－8） 740円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 2，000円

ワ イ ド �� 380円 �� 890円 �� 1，320円

3 連 複 ��� 3，950円 3 連 単 ��� 20，560円

票 数

単勝票数 計 214439 的中 � 33196（3番人気）
複勝票数 計 396544 的中 � 73903（2番人気）� 82330（1番人気）� 19456（6番人気）
枠連票数 計 151030 的中 （4－8） 15144（1番人気）
馬連票数 計 502446 的中 �� 41190（1番人気）
馬単票数 計 314140 的中 �� 11616（4番人気）
ワイド票数 計 276071 的中 �� 20066（1番人気）�� 7424（9番人気）�� 4839（16番人気）
3連複票数 計 717417 的中 ��� 13425（8番人気）
3連単票数 計1037661 的中 ��� 3725（37番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．5―11．9―12．1―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―34．2―46．1―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シゲルオウシザ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2012．6．23 阪神4着

2010．3．14生 牡3栗 母 シゲルウエンセン 母母 ジョイフルステージ 11戦2勝 賞金 20，750，000円
〔その他〕 グレイトエンブレム号は，3コーナーで外側に逃避したことについて平地調教注意。
※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 サンライズバロン号・ストームジャガー号・トウケイムーン号・ノートゥング号・ミヤジエルビス号・レディー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

10066 4月7日 曇 重 （25阪神2）第6日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走12時50分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

68 スマートラファエル 牡4黒鹿57 岩田 康誠大川 徹氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 464＋ 41：51．8 6．7�
22 チェスナットバロン 牡4栗 57 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 村山 明 安平 ノーザンファーム 560＋ 4 〃 アタマ 2．3�
11 スズカルパン 牡4鹿 57 戸崎 圭太永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 460－ 21：52．01� 10．8�
33 メルシーラスカル 牡4鹿 57

55 △菱田 裕二永井 康郎氏 藤岡 範士 様似 様似共栄牧場 474± 0 〃 アタマ 30．6�
56 スペシャルザダイヤ 牡4鹿 57 C．デムーロ 青山 洋一氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 488＋ 2 〃 アタマ 2．4�

（伊）

812 マヤノオントロジー 牡4黒鹿57 浜中 俊田所 英子氏 安達 昭夫 平取 北島牧場 494＋141：52．1クビ 38．5	
710 ディープルマン 牡5鹿 57 和田 竜二深見 敏男氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 512－ 61：52．63 28．4

55 チキリリキオー 牡4黒鹿57 幸 英明ちきり組合 梅田 康雄 新ひだか 高橋フアーム 484＋ 41：52．7� 51．5�
67 シ ュ ラ 牡4鹿 57 川須 栄彦西森 鶴氏 領家 政蔵 新ひだか へいはた牧場 470－ 61：53．97 85．1�
44 メイショウイッシン 牡5黒鹿57 国分 優作松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 昭和牧場 522＋161：54．0� 54．4
79 シューサクオー 	4鹿 57 小牧 太杉田 周作氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 480＋ 21：54．53 206．1�
811 マウシャーレ 牡5栗 57

54 ▲花田 大昂浜RC組合 大橋 勇樹 日高 新井 昭二 456± 01：56．8大差 427．5�
（12頭）

売 得 金
単勝： 28，316，400円 複勝： 46，788，600円 枠連： 12，005，200円
馬連： 51，331，200円 馬単： 39，873，000円 ワイド： 26，073，900円
3連複： 73，934，300円 3連単： 156，225，600円 計： 434，548，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 280円 � 140円 � 290円 枠 連（2－6） 780円

馬 連 �� 1，250円 馬 単 �� 2，870円

ワ イ ド �� 470円 �� 860円 �� 420円

3 連 複 ��� 2，870円 3 連 単 ��� 13，920円

票 数

単勝票数 計 283164 的中 � 33639（3番人気）
複勝票数 計 467886 的中 � 36007（3番人気）� 127869（2番人気）� 35129（4番人気）
枠連票数 計 120052 的中 （2－6） 11388（2番人気）
馬連票数 計 513312 的中 �� 30408（5番人気）
馬単票数 計 398730 的中 �� 10273（9番人気）
ワイド票数 計 260739 的中 �� 14067（5番人気）�� 7080（9番人気）�� 16130（4番人気）
3連複票数 計 739343 的中 ��� 19044（8番人気）
3連単票数 計1562256 的中 ��� 8287（36番人気）

ハロンタイム 12．9―10．9―13．4―12．0―12．4―12．5―12．3―12．2―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．8―37．2―49．2―1：01．6―1：14．1―1：26．4―1：38．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スマートラファエル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．2．25 阪神7着

2009．5．4生 牡4黒鹿 母 フラッシュウェーブ 母母 プラチナウェーブ 12戦2勝 賞金 18，980，000円
〔その他〕 シューサクオー号は，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。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



10067 4月7日 曇 良 （25阪神2）第6日 第7競走 ��
��2，000�サラブレッド系4歳以上

発走13時20分 （芝・右）
500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

69 ベ ル ニ ー ニ 牡4鹿 57
55 △菱田 裕二 H.H．シェイク・ハムダン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470＋ 42：02．8 3．1�
45 テイエムオペラドン 牡4鹿 57 岩田 康誠竹園 正繼氏 浜田多実雄 浦河 川越ファーム 452－ 22：02．9� 9．1�
710	 ベリーフィールズ 牝5鹿 55 武 豊 Viridian Keiba Club 庄野 靖志 様似 富田 恭司 448± 02：03．43 20．1�
33 ダブルイーグル 牡5鹿 57 秋山真一郎田邉 康子氏 大橋 勇樹 むかわ フラット牧場 478＋ 82：03．5� 19．4�
56 スマッシュスマイル 牡5栃栗57 福永 祐一 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム 498＋ 2 〃 クビ 3．1�
813 レオパルドゥス 牡5栗 57 A．シュタルケ �サンデーレーシング 橋田 満 安平 ノーザンファーム 482－ 42：03．81
 21．5	

（独）

44 レッドシェリフ 牡5栗 57 C．デムーロ 
東京ホースレーシング 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 490－ 42：03．9
 6．5�
（伊）

22 ランフォージン 牡4黒鹿57 藤田 伸二 �社台レースホース清水 出美 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 446－ 2 〃 ハナ 8．6�

57 マイネルイグアス 牡4青鹿57 幸 英明 
サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮本 博 日高 日高大洋牧場 458－ 42：04．11 50．9

812	 アンペラトリス 牝6栗 55 和田 竜二伊達 敏明氏 今野 貞一 日高 サンシャイン
牧場 454－ 82：04．42 35．8�

68 スナークスペイン 牡6青鹿57 三浦 皇成杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 城地 清満 472－ 22：04．82� 40．5�
711 コウエイキング �5鹿 57 浜中 俊西岡 静男氏 川村 禎彦 新ひだか 岡田スタツド 460± 02：05．86 114．8�
11 	 エルマカロン �4鹿 57 小坂 忠士三宅 勝俊氏 境 直行 新ひだか グランド牧場 B436－ 22：07．07 214．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 24，719，800円 複勝： 44，508，400円 枠連： 15，037，000円
馬連： 61，231，100円 馬単： 39，026，300円 ワイド： 28，604，800円
3連複： 79，087，200円 3連単： 134，688，100円 計： 426，902，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 160円 � 240円 � 530円 枠 連（4－6） 570円

馬 連 �� 1，630円 馬 単 �� 2，410円

ワ イ ド �� 740円 �� 1，210円 �� 1，710円

3 連 複 ��� 7，890円 3 連 単 ��� 27，550円

票 数

単勝票数 計 247198 的中 � 62864（2番人気）
複勝票数 計 445084 的中 � 93929（1番人気）� 47340（4番人気）� 17106（8番人気）
枠連票数 計 150370 的中 （4－6） 19480（3番人気）
馬連票数 計 612311 的中 �� 27782（6番人気）
馬単票数 計 390263 的中 �� 11999（8番人気）
ワイド票数 計 286048 的中 �� 9855（7番人気）�� 5809（16番人気）�� 4016（22番人気）
3連複票数 計 790872 的中 ��� 7401（26番人気）
3連単票数 計1346881 的中 ��� 3609（85番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．5―37．3―49．3―1：01．8―1：13．9―1：25．5―1：37．5―1：49．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ベ ル ニ ー ニ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．4．21 京都6着

2009．4．7生 牡4鹿 母 スカルプトレス 母母 シンコウビューティ 12戦2勝 賞金 26，390，000円
〔騎手変更〕 コウエイキング号の騎手丸山元気は，第1回福島競馬第1日第5競走での落馬負傷のため浜中俊に変更。
〔制裁〕 ベルニーニ号の騎手菱田裕二は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて平成25年4月13日から平成25年4月

21日まで騎乗停止。（被害馬：5番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

10068 4月7日 曇 重 （25阪神2）第6日 第8競走 ��1，400�
て ん の う じ

天 王 寺 特 別
発走13時50分 （ダート・右）

牝，4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，55�
賞 品

本 賞 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

714 ケ イ ト 牝5黒鹿55 菱田 裕二吉田 和子氏 岡田 稲男 新冠 ハシモトフアーム 464＋ 41：23．7 5．1�
12 スノーレガーロ 牝4鹿 55 福永 祐一島川 利子氏 松田 国英 千歳 社台ファーム 458＋10 〃 クビ 29．3�
24 マイユクール 牝5黒鹿55 酒井 学�日進牧場 田中 章博 浦河 日進牧場 448－ 41：23．8クビ 2．7�
816 プ リ ュ ム 牝4栗 55 三浦 皇成 �キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム B444－ 2 〃 クビ 9．9�
611 ワイキキブリーズ 牝6栗 55 川島 信二折手 邦雄氏 田島 良保 新ひだか 折手牧場 504± 01：24．0� 70．6�
35 トップオブザヘヴン 牝6黒鹿55 太宰 啓介�グランド牧場 本田 優 新ひだか グランド牧場 480＋ 41：24．1� 13．8	
48 ガールズストーリー 牝5黒鹿55 藤岡 佑介吉永 清美氏 藤岡 範士 新冠 中村農場 438＋ 21：24．2クビ 82．0

59 � セ イ ラ 牝4栗 55 川田 将雅萩 英男氏 田島 良保 日高 中川 哲也 436＋ 2 〃 クビ 13．2�
713 ラ パ ヌ イ 牝5鹿 55 小牧 太青山 洋一氏 笹田 和秀 日高 下河辺牧場 B484－ 21：24．41� 11．3�
510 ツルマルワンピース 牝5鹿 55 C．デムーロ 鶴田 鈴子氏 橋口弘次郎 浦河 市川牧場 490＋ 61：24．5クビ 9．2

（伊）

11 � シャイニイチカ 牝6鹿 55 田中 勝春冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 浦河小林牧場 430－ 41：24．6	 145．9�
23 パールブロッサム 牝4鹿 55 秋山真一郎中野 義一氏 中尾 秀正 日高 福満牧場 430－ 2 〃 アタマ 9．8�
47 パーティブロッサム 牝4黒鹿55 M．デムーロ飯田 良枝氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 470－ 21：24．7� 35．9�

（仏）

815 キクノレジーナ 牝5青 55 幸 英明菊池 五郎氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 454＋ 41：24．8クビ 375．8�
36 ブ ロ ッ ケ ン 牝4鹿 55 戸崎 圭太本間 茂氏 山内 研二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 446－ 6 〃 クビ 26．8�
612 ピュアマリーン 牝7栗 55 佐久間寛志小島 將之氏 鹿戸 明 浦河 山本牧場 446＋ 4 〃 アタマ 629．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，614，700円 複勝： 64，575，000円 枠連： 23，619，700円
馬連： 84，288，900円 馬単： 48，109，100円 ワイド： 37，459，800円
3連複： 114，832，600円 3連単： 172，961，300円 計： 577，461，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 170円 � 740円 � 130円 枠 連（1－7） 5，940円

馬 連 �� 8，570円 馬 単 �� 15，940円

ワ イ ド �� 2，920円 �� 310円 �� 2，020円

3 連 複 ��� 7，530円 3 連 単 ��� 64，470円

票 数

単勝票数 計 316147 的中 � 49345（2番人気）
複勝票数 計 645750 的中 � 97177（2番人気）� 14123（10番人気）� 200641（1番人気）
枠連票数 計 236197 的中 （1－7） 2936（18番人気）
馬連票数 計 842889 的中 �� 7265（31番人気）
馬単票数 計 481091 的中 �� 2228（62番人気）
ワイド票数 計 374598 的中 �� 2884（36番人気）�� 34701（1番人気）�� 4213（27番人気）
3連複票数 計1148326 的中 ��� 11257（26番人気）
3連単票数 計1729613 的中 ��� 1980（216番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．8―11．9―11．8―11．9―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．3―35．1―47．0―58．8―1：10．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケ イ ト �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2011．1．22 京都4着

2008．2．20生 牝5黒鹿 母 ハリウッドドリーム 母母 オリンピアデュカキス 15戦4勝 賞金 44，218，000円
※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 アルディートプリエ号・アートオブビーン号・サンマルリジイ号・シニスタークイーン号・ナムラアピア号・

ピンクデージー号・ラヴィーズバード号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



10069 4月7日 曇 良 （25阪神2）第6日 第9競走 ��
��2，000�

わす ぐさ

忘 れ な 草 賞
発走14時25分 （芝・右）
牝，3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量，収得賞金1，150万円毎
1�増

賞 品
本 賞 19，000，000円 7，600，000円 4，800，000円 2，900，000円 1，900，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

816 セレブリティモデル 牝3黒鹿54 C．デムーロ �社台レースホース牧田 和弥 千歳 社台ファーム 478＋ 22：03．7 23．4�
（伊）

47 ナンヨーユナ 牝3芦 54 藤田 伸二中村 德也氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 450－ 22：03．8� 30．5�
36 オーキッドレイ 牝3鹿 54 藤岡 佑介金子真人ホール

ディングス� 村山 明 安平 ノーザンファーム 446＋ 22：03．9� 11．2�
815 ヴィルジニア 牝3鹿 54 川田 将雅�G1レーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 422－ 4 〃 クビ 2．2�
713 センティナリー 牝3鹿 54 A．シュタルケ �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 434－ 4 〃 アタマ 13．6	

（独）

11 ゴッドフロアー 牝3鹿 54 浜中 俊広尾レース� 松永 幹夫 大樹 大樹ファーム 482± 02：04．11	 42．6

23 
 タンスチョキン 牝3鹿 54 三浦 皇成栗本 博晴氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 460＋ 82：04．2� 28．0�
12 カラフルブラッサム 牝3鹿 54 M．デムーロ吉田 勝己氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 446＋ 42：04．3クビ 3．1�

（仏）

510 タガノハピネス 牝3鹿 54 幸 英明八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 442＋ 22：04．4� 67．2

611 オースミミズホ 牝3鹿 54 太宰 啓介�オースミ 荒川 義之 浦河 鮫川 啓一 436－ 82：04．5クビ 64．4�
48 ミノディエール 牝3黒鹿54 大野 拓弥�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 442－ 42：04．71	 335．8�
714 マコトブリジャール 牝3鹿 54 戸崎 圭太尾田左知子氏 鮫島 一歩 様似 出口 繁夫 406± 0 〃 クビ 14．3�
612 コスモコルデス 牝3黒鹿54 川須 栄彦 �ビッグレッドファーム 五十嵐忠男 日高 道見牧場 436－ 62：05．33� 204．9�
24 チャームドヴェール 牝3鹿 54 岩田 康誠 �サンデーレーシング 橋田 満 安平 ノーザンファーム 440＋ 22：05．4� 17．6�
35 ロ ゼ ラ ニ 牝3鹿 54 和田 竜二宮田 守氏 崎山 博樹 新冠 平山牧場 448± 02：06．89 116．4�
59 メイショウブリエ 牝3鹿 54 武 幸四郎松本 好雄氏 本田 優 浦河 松栄牧場 424＋122：07．43� 104．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，203，300円 複勝： 66，901，600円 枠連： 30，622，700円
馬連： 118，196，300円 馬単： 72，995，700円 ワイド： 46，504，600円
3連複： 146，610，700円 3連単： 272，588，300円 計： 799，623，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，340円 複 勝 � 600円 � 670円 � 270円 枠 連（4－8） 3，450円

馬 連 �� 21，280円 馬 単 �� 55，890円

ワ イ ド �� 5，350円 �� 1，850円 �� 2，210円

3 連 複 ��� 41，160円 3 連 単 ��� 418，240円

票 数

単勝票数 計 452033 的中 � 15254（7番人気）
複勝票数 計 669016 的中 � 27807（7番人気）� 24490（8番人気）� 73832（3番人気）
枠連票数 計 306227 的中 （4－8） 6554（12番人気）
馬連票数 計1181963 的中 �� 4100（49番人気）
馬単票数 計 729957 的中 �� 964（98番人気）
ワイド票数 計 465046 的中 �� 2107（46番人気）�� 6276（20番人気）�� 5206（23番人気）
3連複票数 計1466107 的中 ��� 2629（101番人気）
3連単票数 計2725883 的中 ��� 481（732番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―12．6―12．3―12．3―12．4―12．3―12．2―11．9―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．2―36．8―49．1―1：01．4―1：13．8―1：26．1―1：38．3―1：50．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

セレブリティモデル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．8．18 札幌7着

2010．1．26生 牝3黒鹿 母 マンハッタンセレブ 母母 サトルチェンジ 7戦2勝 賞金 27，657，000円
〔騎手変更〕 コスモコルデス号の騎手丸山元気は，第1回福島競馬第1日第5競走での落馬負傷のため川須栄彦に変更。
〔制裁〕 セレブリティモデル号の騎手C．デムーロは，3コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：7番）
※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 インカンデセンス号・グッドレインボー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

10070 4月7日 曇 良 （25阪神2）第6日 第10競走 ��
��2，400�大阪―ハンブルクカップ

発走15時00分 （芝・右・外）
4歳以上，24．4．7以降25．3．31まで1回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ

ハンブルク競馬場賞（1着）
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 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．2
2：22．1

良
良

69 レッドデイヴィス �5鹿 57 浜中 俊 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 476－ 62：28．6 10．7�
33 カ フ ナ 牡5黒鹿55 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 486＋ 2 〃 クビ 4．6�

（仏）

45 トップゾーン 牡7鹿 54 大野 拓弥�コオロ 境 直行 浦河 木戸口牧場 472－ 22：28．8� 245．9�
57 ユウキソルジャー 牡4鹿 55 秋山真一郎ちきり組合 服部 利之 新ひだか 高橋フアーム 440＋ 6 〃 ハナ 12．8�
56 メイショウカドマツ 牡4栗 56 武 豊松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 526－ 6 〃 アタマ 2．0	
68 マイネルマーク 牡5青鹿54 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム B462－ 22：29．22	 8．2

813 ケイアイドウソジン 牡7鹿 56 戸崎 圭太亀田 和弘氏 田村 康仁 新冠 村田牧場 502－ 4 〃 ハナ 26．6�
710 ト リ ッ プ 牡4芦 56 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 502± 02：29．3クビ 16．4�
812 マッキーバッハ 牡8鹿 51 酒井 学薪浦 亨氏 牧田 和弥 門別 浜本牧場 482＋ 22：29．51 34．6
44 モンテクリスエス 牡8鹿 55 幸 英明毛利 喜昭氏 松田 国英 門別 下河辺牧場 B560＋ 22：30．24 104．5�
11 ユニバーサルバンク 牡5黒鹿57 A．シュタルケ �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 482＋26 〃 ハナ 10．5�

（独）

711 ビッグウィーク 牡6青鹿57 四位 洋文谷水 雄三氏 長浜 博之 新ひだか カントリー牧場 468＋102：30．62	 62．2�
22 ブルースターキング 牡7黒鹿48 水口 優也 �ブルーマネジメント山内 研二 新ひだか ダイイチ牧場 480＋ 62：32．19 290．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 60，816，800円 複勝： 82，797，200円 枠連： 31，057，400円
馬連： 151，629，200円 馬単： 85，622，800円 ワイド： 57，088，600円
3連複： 183，049，300円 3連単： 360，476，000円 計： 1，012，537，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，070円 複 勝 � 390円 � 180円 � 3，160円 枠 連（3－6） 1，080円

馬 連 �� 2，630円 馬 単 �� 6，180円

ワ イ ド �� 990円 �� 19，020円 �� 7，970円

3 連 複 ��� 137，290円 3 連 単 ��� 671，800円

票 数

単勝票数 計 608168 的中 � 44838（5番人気）
複勝票数 計 827972 的中 � 52436（6番人気）� 158743（2番人気）� 5333（12番人気）
枠連票数 計 310574 的中 （3－6） 21411（4番人気）
馬連票数 計1516292 的中 �� 42596（10番人気）
馬単票数 計 856228 的中 �� 10231（23番人気）
ワイド票数 計 570886 的中 �� 14934（10番人気）�� 719（64番人気）�� 1726（49番人気）
3連複票数 計1830493 的中 ��� 984（157番人気）
3連単票数 計3604760 的中 ��� 396（784番人気）

ハロンタイム 13．0―12．2―13．2―12．6―12．9―12．4―12．2―11．9―12．0―11．9―11．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．0―25．2―38．4―51．0―1：03．9―1：16．3―1：28．5―1：40．4―1：52．4―2：04．3―2：15．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドデイヴィス �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2010．9．19 阪神2着

2008．2．22生 �5鹿 母 ディクシージャズ 母母 ディクシースプラッシュ 19戦5勝 賞金 160，717，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

２レース目



10071 4月7日 曇 良 （25阪神2）第6日 第11競走 ��
��1，600�第73回桜 花 賞（ＧⅠ）

発走15時40分 （芝・右・外）
牝，3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，55�

内閣総理大臣賞・日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 89，000，000円 36，000，000円 22，000，000円 13，000，000円 8，900，000円
付 加 賞 27，979，000円 7，994，000円 3，997，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

1：32．0
1：30．7
1：33．3

良
良
良

47 ア ユ サ ン 牝3鹿 55 C．デムーロ 星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 484－121：35．0 18．0�
（伊）

714 レッドオーヴァル 牝3鹿 55 M．デムーロ �東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム 430＋ 4 〃 クビ 4．5�
（仏）

59 プリンセスジャック 牝3栗 55 福永 祐一�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 464－ 21：35．42� 87．4�
713 クロフネサプライズ 牝3芦 55 武 豊畑 清介氏 田所 秀孝 新ひだか 上村 清志 458－ 8 〃 クビ 2．8�
36 ローブティサージュ 牝3青 55 秋山真一郎有限会社シルク須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 436－121：35．61� 20．8�
24 サンブルエミューズ 牝3栗 55 岩田 康誠 	キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 426± 01：35．7クビ 53．3

612 トーセンソレイユ 牝3鹿 55 A．シュタルケ 島川 �哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 416－ 41：35．8� 7．0�

（独）

715 ナンシーシャイン 牝3鹿 55 大野 拓弥三ツ矢組合 岩戸 孝樹 新ひだか 下村 繁正 414－ 6 〃 アタマ 105．6
611 サウンドリアーナ 牝3黒鹿55 戸崎 圭太増田 雄一氏 佐藤 正雄 新ひだか 水上 習孝 478＋ 21：35．9� 86．1�
818 メイショウマンボ 牝3鹿 55 武 幸四郎松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 468－ 2 〃 ハナ 8．7�
35 ウインプリメーラ 牝3黒鹿55 和田 竜二�ウイン 大久保龍志 新冠 ビッグレッドファーム 430－ 41：36．11	 39．2�
510 シーブリーズライフ 牝3栗 55 田中 勝春飯田 正剛氏 菊川 正達 新ひだか 千代田牧場 440± 01：36．2� 175．6�
48 
 ティズトレメンダス 牝3鹿 55 川須 栄彦岡田 牧雄氏 佐山 優 米 Morgan’s

Ford Farm 482－ 21：36．3� 58．2�
816 ジーニマジック 牝3鹿 55 川田 将雅田所 英子氏 小笠 倫弘 日高 天羽牧場 468－ 21：36．4� 83．9�
817 コレクターアイテム 牝3黒鹿55 浜中 俊�G1レーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 468± 01：36．61	 12．3�
23 クラウンロゼ 牝3鹿 55 三浦 皇成矢野 恭裕氏 天間 昭一 新冠 カミイスタット 448－ 21：36．7クビ 9．5�
11 ストークアンドレイ 牝3芦 55 藤田 伸二本間 茂氏 山内 研二 新冠 オリエント牧場 464－ 21：38．29 204．7�
12 サ マ リ ー ズ 牝3鹿 55 藤岡 佑介 H.R.H．プリンセス・ハヤ 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 486－ 21：43．7大差 138．6�
（18頭）

売 得 金
単勝： 485，755，200円 複勝： 509，031，400円 枠連： 542，695，700円 馬連： 2，205，535，000円 馬単： 1，102，439，200円
ワイド： 577，188，900円 3連複： 2，866，354，800円 3連単： 5，804，424，700円 5重勝： 829，712，000円 計： 14，923，136，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，800円 複 勝 � 460円 � 200円 � 1，860円 枠 連（4－7） 1，120円

馬 連 �� 3，300円 馬 単 �� 9，350円

ワ イ ド �� 1，100円 �� 12，830円 �� 7，100円

3 連 複 ��� 102，860円 3 連 単 ��� 679，300円

5 重 勝
対象競走：中山10R／阪神10R／福島11R／中山11R／阪神11R

キャリーオーバー なし����� 76，540，940円

票 数

単勝票数 計4857552 的中 � 213418（7番人気）
複勝票数 計5090314 的中 � 270802（7番人気）� 855867（2番人気）� 58667（15番人気）
枠連票数 計5426957 的中 （4－7） 360651（6番人気）
馬連票数 計22055350 的中 �� 494631（14番人気）
馬単票数 計11024392 的中 �� 87083（33番人気）
ワイド票数 計5771889 的中 �� 135611（11番人気）�� 10819（88番人気）�� 19653（57番人気）
3連複票数 計28663548 的中 ��� 20567（195番人気）
3連単票数 計58044247 的中 ��� 6306（1128番人気）
5重勝票数 計8297120 的中 ����� 8

ハロンタイム 12．4―11．0―11．4―12．1―12．0―11．9―11．5―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．4―34．8―46．9―58．9―1：10．8―1：22．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．1―3F36．1
3 ・（2，13）（3，5，11，16）（6，17）（1，7，18）10（9，12）－14，8，15－4 4 13，2（5，16）（3，17）（6，11，18）（1，7）（10，12）（9，14）（8，15）－4

勝馬の
紹 介

ア ユ サ ン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー 2012．10．6 東京1着

2010．2．21生 牝3鹿 母 バイザキャット 母母 Buy the Firm 5戦2勝 賞金 143，745，000円
〔騎手変更〕 アユサン号の騎手丸山元気は，第1回福島競馬第1日第5競走での落馬負傷のためC．デムーロに変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 9頭 インカンデセンス号・ヴィルジニア号・エクスパーシヴ号・エバーブロッサム号・オーキッドレイ号・

サクラディソール号・タガノハピネス号・タンスチョキン号・ノーブルコロネット号
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりアユサン号・レッドオーヴァル号・プリンセスジャック号・クロフネサプライズ号は，優駿牝馬（GⅠ）競走に
優先出走できる。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

10072 4月7日 曇 重 （25阪神2）第6日 第12競走 ��
��2，000�

う め だ

梅田ステークス
発走16時25分 （ダート・右）
4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
2：01．0
2：01．0

不良
不良

510 トウショウクラウン 牡5栗 57 戸崎 圭太トウショウ産業� 浅野洋一郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 514－ 22：02．8 3．1�
59 ヴァンヌーヴォー 牡4鹿 57 大野 拓弥 H.H．シェイク・ハムダン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B496＋ 2 〃 クビ 11．0�
12 エーシンリボルバー 牡5栗 57 幸 英明�栄進堂 松永 昌博 浦河 有限会社

吉田ファーム 524－ 22：03．01� 5．4�
48 マ ス ト ハ ブ 牡6鹿 57 福永 祐一青山 洋一氏 笹田 和秀 日高 三城牧場 528－ 22：03．21� 4．5�
24 サクラブライアンス 牡6黒鹿57 小牧 太�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 谷岡牧場 494－ 62：03．3	 38．2�
23 マイネルバイカ 牡4鹿 57 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 白井 寿昭 新ひだか 乾 皆雄 482＋ 4 〃 アタマ 30．7	
36 ジ ャ ン ナ 牡5鹿 57 三浦 皇成前田 幸治氏 小笠 倫弘 新冠 ノースヒルズマネジメント 484－122：03．4クビ 45．6

713 チュウワブロッサム 牝6鹿 55 浜中 俊中西 忍氏 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482＋ 22：03．61� 90．6�
714 ミッキーバラード 牡6鹿 57 川須 栄彦野田みづき氏 高野 友和 新ひだか 下屋敷牧場 526－22 〃 クビ 247．6�
11 コウユーヒーロー 牡6青 57 国分 優作加治屋貞光氏 大根田裕之 熊本 村山 光弘 530－ 82：03．7クビ 170．7
815 ステキナシャチョウ 牡6鹿 57 大下 智池田 實氏 野中 賢二 浦河 辻 牧場 458± 0 〃 クビ 93．3�
816 フ ァ イ ヤ ー 牡5青鹿57 太宰 啓介深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 寺越 政幸 524± 0 〃 アタマ 22．0�
612 メイショウコンカー 牡4栗 57 川田 将雅松本 好雄氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 448－ 42：04．12
 19．5�
611 レックスパレード 牡5栗 57 M．デムーロ �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 追分ファーム 520－ 22：04．41	 20．8�

（仏）

35 ダイヴァーダウン 牡4栗 57 武 豊吉岡 泰治氏 松永 昌博 新ひだか 桑嶋 峰雄 454± 02：04．5クビ 66．0�
47 ワイルドフラッパー 牝4黒鹿55 C．デムーロ 吉田 照哉氏 松田 国英 千歳 社台ファーム 506＋ 22：04．6
 6．3�

（伊）

（16頭）

売 得 金
単勝： 80，107，400円 複勝： 117，059，400円 枠連： 67，951，800円
馬連： 217，737，300円 馬単： 119，781，800円 ワイド： 89，626，500円
3連複： 281，314，900円 3連単： 523，529，100円 計： 1，497，108，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 150円 � 240円 � 180円 枠 連（5－5） 1，750円

馬 連 �� 1，600円 馬 単 �� 2，370円

ワ イ ド �� 590円 �� 370円 �� 780円

3 連 複 ��� 2，600円 3 連 単 ��� 12，700円

票 数

単勝票数 計 801074 的中 � 209485（1番人気）
複勝票数 計1170594 的中 � 253360（1番人気）� 106325（5番人気）� 176957（3番人気）
枠連票数 計 679518 的中 （5－5） 28738（7番人気）
馬連票数 計2177373 的中 �� 100683（5番人気）
馬単票数 計1197818 的中 �� 37447（8番人気）
ワイド票数 計 896265 的中 �� 37150（6番人気）�� 64559（2番人気）�� 27045（9番人気）
3連複票数 計2813149 的中 ��� 80144（5番人気）
3連単票数 計5235291 的中 ��� 30431（22番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．8―35．3―48．6―1：00．7―1：12．7―1：24．7―1：36．8―1：49．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トウショウクラウン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 マ イ ニ ン グ デビュー 2010．8．22 新潟14着

2008．2．6生 牡5栗 母 レトロトウショウ 母母 メルヘントウショウ 20戦5勝 賞金 68，930，000円
［他本会外：1戦0勝］

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

５レース目



（25阪神2）第6日 4月7日（日曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 182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 手 当

386，520，000円
5，660，000円
41，960，000円
35，960，000円
69，433，000円
5，372，000円
1，747，200円

勝馬投票券売得金
868，449，500円
1，151，490，600円
790，361，000円
3，118，060，900円
1，676，865，100円
981，089，700円
4，073，538，900円
7，985，824，000円
829，712，000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
5 重 勝
計 21，475，391，700円

総入場人員 45，236名 （有料入場人員 43，224名）
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