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10085 4月14日 晴 良 （25阪神2）第8日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走9時55分 （ダート・右）

牝，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

712 アトランティード 牝3黒鹿54 岩田 康誠市川 義美氏 吉村 圭司 千歳 社台ファーム 506 ―1：54．0 4．9�
814 シ ナ ー ラ 牝3鹿 54 国分 優作 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 426＋101：55．06 46．2�
59 シュンシャイン 牝3栗 54 太宰 啓介石川 博氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 442± 0 〃 ハナ 5．3�
47 スカイグラフィティ 牝3芦 54 石橋 脩飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 474－ 41：55．21� 8．1�
11 オクターブユニゾン 牝3鹿 54 松山 弘平 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 470＋ 41：55．83� 4．1	
58 タマモアルバ 牝3鹿 54 国分 恭介タマモ� 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 B474＋141：55．9� 15．1

611 カシノソラーレ 牝3栗 54 酒井 学柏木 務氏 日吉 正和 鹿児島 柏木 務 468＋ 61：56．1� 76．9�
610 ル ナ リ ア 牝3黒鹿54 川須 栄彦 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 412＋ 2 〃 アタマ 35．4�
23 ナオミノエガオ 牝3栗 54 北村 友一塩澤 正樹氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 468－ 41：56．2� 3．2
713 フロントタック 牝3芦 54 川島 信二�下河辺牧場 宮本 博 日高 下河辺牧場 406± 01：56．73 117．8�
34 アラタマセット 牝3鹿 54 武 幸四郎荒木 謙次氏 浜田多実雄 日高 槇本牧場 418－ 21：56．8� 56．8�
815 メイショウアキヒメ 牝3鹿 54

51 ▲花田 大昂松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 420－101：57．22� 112．6�
46 クリノマッキンリー 牝3鹿 54 岡田 祥嗣栗本 博晴氏 谷 潔 えりも 能登 浩 448－ 21：57．73 126．9�
22 トゥザルミナス 牝3青鹿 54

51 ▲岩崎 翼 �サンデーレーシング 河内 洋 安平 追分ファーム 446－ 21：57．8� 116．3�
（14頭）

35 スリークスタイル 牝3鹿 54 四位 洋文西山 茂行氏 森 秀行 新ひだか 本桐牧場 464＋ 6 （競走除外）

売 得 金
単勝： 11，608，400円 複勝： 19，744，000円 枠連： 7，997，700円
馬連： 28，943，100円 馬単： 19，724，500円 ワイド： 13，679，200円
3連複： 43，432，500円 3連単： 64，760，900円 計： 209，890，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 260円 � 1，120円 � 200円 枠 連（7－8） 5，060円

馬 連 �� 7，420円 馬 単 �� 11，340円

ワ イ ド �� 3，050円 �� 720円 �� 2，430円

3 連 複 ��� 15，560円 3 連 単 ��� 98，140円

票 数

単勝票数 差引計 116084（返還計 2851） 的中 � 18837（3番人気）
複勝票数 差引計 197440（返還計 3801） 的中 � 21562（4番人気）� 3682（9番人気）� 30444（3番人気）
枠連票数 差引計 79977（返還計 92） 的中 （7－8） 1167（21番人気）
馬連票数 差引計 289431（返還計 14222） 的中 �� 2881（20番人気）
馬単票数 差引計 197245（返還計 8830） 的中 �� 1284（34番人気）
ワイド票数 差引計 136792（返還計 7472） 的中 �� 1073（28番人気）�� 4956（7番人気）�� 1354（23番人気）
3連複票数 差引計 434325（返還計 35906） 的中 ��� 2061（41番人気）
3連単票数 差引計 647609（返還計 50345） 的中 ��� 487（249番人気）

ハロンタイム 13．2―11．1―13．4―12．5―12．6―12．5―12．6―12．9―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．3―37．7―50．2―1：02．8―1：15．3―1：27．9―1：40．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アトランティード �
�
父 Curlin �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2010．4．26生 牝3黒鹿 母 シャイニンルビー 母母 シャイニンレーサー 1戦1勝 賞金 5，000，000円
〔競走除外〕 スリークスタイル号は，馬場入場後に放馬。疲労が著しいため競走除外。発走時刻7分遅延。

10086 4月14日 晴 良 （25阪神2）第8日 第2競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10時20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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

12 エイシンライアン 牡3黒鹿56 岩田 康誠平井 克彦氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 466＋121：25．4 5．0�
23 マコトクオバディス 牝3鹿 54 北村 友一尾田左知子氏 北出 成人 日高 シンボリ牧場 474＋ 21：25．93 122．2�
35 ゼンノコンゴウ 牡3栗 56 松山 弘平大迫久美子氏 石坂 正 新冠 村上 欽哉 478＋ 6 〃 ハナ 1．5�
11 トウショウタイド 牡3鹿 56 国分 優作トウショウ産業� 坪 憲章 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 558－ 21：26．21� 11．4�
36 レニンフェア 牡3鹿 56 秋山真一郎 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 530－ 21：26．3� 55．7	
713 シゲルヘビザ 牡3黒鹿56 国分 恭介森中 蕃氏 鈴木 孝志 新ひだか 沖田 忠幸 492＋ 41：26．83 204．0

612 ナムラシンバ 牡3鹿 56 川島 信二奈村 信重氏 武 宏平 新ひだか 八田ファーム B506＋ 41：27．01� 113．3�
815 ホッコーマグマ 牡3鹿 56 石橋 脩矢部 幸一氏 西浦 勝一 むかわ 上水牧場 478－10 〃 ハナ 23．8�
47 テイエムダイトッパ 牡3鹿 56 太宰 啓介竹園 正繼氏 福島 信晴 新冠 ハクツ牧場 468－ 6 〃 クビ 12．5
48 スマートレバレッジ 牡3栗 56 藤田 伸二大川 徹氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 452－ 21：27．1クビ 25．5�
59 テイエムクロジシ 牡3青 56 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 日高 テイエム牧場日高支場 466＋ 61：27．52� 334．1�
714 ロイヤルレイド 牡3鹿 56 四位 洋文山科 統氏 柴田 政見 浦河 バンダム牧場 462－ 21：28．03 23．8�
510 オンワードマイケル 牡3栗 56 熊沢 重文樫山 章子氏 柴田 政見 浦河 オンワード牧場 422－ 41：28．21� 628．5�
816 ウルトラサウンド 牡3鹿 56 武 幸四郎馬場 幸夫氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 504＋ 21：28．41� 149．7�
611 ハギノサバイバル 牡3青鹿56 川須 栄彦日隈 良江氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 504－ 81：28．5クビ 290．6�
24 カ ピ タ ン 牡3栗 56 岡田 祥嗣畑佐 博氏 牧田 和弥 日高 いとう牧場 510 ―1：30．4大差 163．7�
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売 得 金
単勝： 21，534，600円 複勝： 64，899，100円 枠連： 13，439，100円
馬連： 36，678，200円 馬単： 30，532，100円 ワイド： 21，763，500円
3連複： 56，593，300円 3連単： 103，303，500円 計： 348，743，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 150円 � 1，310円 � 110円 枠 連（1－2） 5，480円

馬 連 �� 16，860円 馬 単 �� 26，330円

ワ イ ド �� 3，720円 �� 170円 �� 1，760円

3 連 複 ��� 7，020円 3 連 単 ��� 78，120円

票 数

単勝票数 計 215346 的中 � 34499（2番人気）
複勝票数 計 648991 的中 � 67720（2番人気）� 3693（10番人気）� 436302（1番人気）
枠連票数 計 134391 的中 （1－2） 1812（13番人気）
馬連票数 計 366782 的中 �� 1606（29番人気）
馬単票数 計 305321 的中 �� 856（48番人気）
ワイド票数 計 217635 的中 �� 1145（29番人気）�� 44745（1番人気）�� 2470（18番人気）
3連複票数 計 565933 的中 ��� 5952（20番人気）
3連単票数 計1033035 的中 ��� 976（178番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．7―12．5―12．8―12．4―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．8―47．3―1：00．1―1：12．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エイシンライアン �
�
父 Smart Strike �

�
母父 Xaar デビュー 2013．1．26 京都2着

2010．3．7生 牡3黒鹿 母 ウェイクアップマギー 母母 Kalagold 3戦1勝 賞金 8，150，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時25分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 タンティヴィー号

第２回 阪神競馬 第８日



10087 4月14日 晴 良 （25阪神2）第8日 第3競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走10時50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

713 ヒルノドンカルロ 牡3青鹿56 藤田 伸二�ヒルノ 昆 貢 新ひだか 酒井 秀紀 516－ 21：55．0 6．9�
48 ウインアルカディア 牡3栗 56 太宰 啓介�ウイン 中村 均 浦河 杵臼牧場 504＋141：55．1� 229．4�
59 ゴッドマウンテン 牡3鹿 56 北村 友一杉山 忠国氏 大久保龍志 新ひだか 明治牧場 542＋ 81：55．2クビ 23．5�
11 エーティータラント 牡3芦 56 熊沢 重文荒木 徹氏 木原 一良 登別 青藍牧場 492＋ 21：55．41� 6．0�
611 バ ジ ン ガ 牡3鹿 56 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 488± 0 〃 クビ 2．5�
815 メイショウジロキチ 牡3芦 56 武 幸四郎松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 吉田 又治 472－ 41：55．71� 44．9	
35 メイショウユニオン 牡3栗 56 川島 信二松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 444－ 81：56．02 29．2

24 レゾンドールシチー 牡3栗 56 小林 徹弥 �友駿ホースクラブ 藤沢 則雄 日高 シンボリ牧場 478＋ 21：56．1	 16．5�
47 ウ ル フ 牡3黒鹿56 秋山真一郎�ターフ・スポート野村 彰彦 浦河 鵜木 唯義 460± 0 〃 クビ 10．4
816 ブルーボリウッド 牡3栗 56 川須 栄彦 �ブルーマネジメント山内 研二 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 478＋ 21：56．41� 25．9�
510 ベ ロ ム 牡3栗 56 酒井 学 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 508－ 61：56．5� 20．2�
612 トモロレジェンド 牡3黒鹿 56

53 ▲岩崎 翼戸賀 智子氏 河内 洋 新冠 川上 悦夫 460＋ 21：56．6クビ 174．8�
12 マイネルゲイナー 牡3栗 56 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新ひだか 久井牧場 436＋ 41：57．23	 5．4�
714 アイファーシャトー 牡3鹿 56 国分 恭介中島 稔氏 坪 憲章 新ひだか 野表 篤夫 394－ 61：57．41� 595．8�
36 
 アスターバリュー 牝3芦 54

51 ▲花田 大昂加藤 久枝氏 武田 博 米 Polo Green
Stable 432± 01：58．78 671．5�

23 パープルシャイン 牡3栗 56
53 ▲森 一馬中野 銀十氏 境 直行 日高 石原牧場 464－ 41：58．91	 382．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，109，600円 複勝： 33，129，900円 枠連： 13，911，900円
馬連： 39，087，500円 馬単： 27，736，300円 ワイド： 20，756，600円
3連複： 52，781，900円 3連単： 84，325，700円 計： 291，839，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 280円 � 3，600円 � 690円 枠 連（4－7） 4，860円

馬 連 �� 59，000円 馬 単 �� 92，210円

ワ イ ド �� 15，980円 �� 2，450円 �� 26，610円

3 連 複 ��� 284，330円 3 連 単 ��� 2，074，420円

票 数

単勝票数 計 201096 的中 � 23127（4番人気）
複勝票数 計 331299 的中 � 36916（4番人気）� 2114（12番人気）� 12093（8番人気）
枠連票数 計 139119 的中 （4－7） 2114（17番人気）
馬連票数 計 390875 的中 �� 489（65番人気）
馬単票数 計 277363 的中 �� 222（124番人気）
ワイド票数 計 207566 的中 �� 317（63番人気）�� 2130（29番人気）�� 190（73番人気）
3連複票数 計 527819 的中 ��� 137（245番人気）
3連単票数 計 843257 的中 ��� 30（1496番人気）

ハロンタイム 12．9―11．2―13．6―13．2―13．2―12．8―12．4―12．5―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．1―37．7―50．9―1：04．1―1：16．9―1：29．3―1：41．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヒルノドンカルロ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2012．10．27 京都3着

2010．3．2生 牡3青鹿 母 ウェルカムフラワー 母母 ブラッシュウィズテキーラ 5戦1勝 賞金 7，550，000円
※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 ゴーソッキュー号

10088 4月14日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （25阪神2）第8日 第4競走 ��2，970�サラブレッド系障害4歳以上

発走11時20分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
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3：15．7良・良

11 ア ル バ ト ン 牡6栗 60 西谷 誠�エーティー 昆 貢 新冠 石田牧場 482－ 43：22．6 2．3�
814 テイエムドンマイ 牡5黒鹿60 北沢 伸也竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 高岸 順一 510± 0 〃 クビ 2．8�
711 メイショウタービン 牡4鹿 59 難波 剛健松本 好雄氏 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 472＋143：23．23� 24．1�
58 テイエムオウショウ 牡4栗 59 白浜 雄造竹園 正繼氏 柴田 政見 日高 長谷川牧場 450＋ 63：23．83� 5．4�
45 � ジョーマダガスカル �4鹿 59 林 満明上田けい子氏 中竹 和也 米 Fred W.

Hertrich III 500－ 63：24．11	 120．5�
69 
 ノンパッサーレ 牡5黒鹿60 石神 深一佐久間崇之氏 佐藤 吉勝 新冠 ムラカミファーム 488＋ 43：25．16 35．2	
610 ワイワイガヤガヤ 牡4栗 59 山本 康志小田切有一氏 粕谷 昌央 日高 大江牧場 530－ 43：27．1大差 100．9

712 アプフェルヴァイン 牝4鹿 57 植野 貴也下河辺隆行氏 村山 明 日高 下河辺牧場 438＋143：29．2大差 157．8�
46 バトルブラーヴォウ 牡4鹿 59 小坂 忠士宮川 秋信氏 武 宏平 新ひだか 飛野牧場 518＋183：29．52 253．8�
33 ユキノサイレンス 牡6鹿 60 中村 将之ロイヤルパーク 浜田多実雄 日高 浜本牧場 452－183：30．35 39．5
57 コ ロ カ ム イ �5栗 60 平沢 健治蛭川 年明氏 目野 哲也 浦河 ひるかわ育

成牧場 460－ 63：32．6大差 23．8�
813
 タビニデヨウ 牡5芦 60 高田 潤小田切有一氏 田中 章博 日高 大江牧場 428－103：32．7� 37．0�
34 
 フォレストリーダー 牡5栗 60 江田 勇亮小野 博郷氏 土田 稔 新冠 赤石 久夫 490－ 6 〃 クビ 96．5�
22 シェーンヴァルト �7黒鹿60 五十嵐雄祐 �サンデーレーシング 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム 474－ 4 （競走中止） 13．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 14，232，000円 複勝： 22，173，800円 枠連： 10，355，300円
馬連： 28，732，500円 馬単： 25，634，200円 ワイド： 14，830，800円
3連複： 45，406，400円 3連単： 88，355，600円 計： 249，720，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 130円 � 270円 枠 連（1－8） 270円

馬 連 �� 250円 馬 単 �� 450円

ワ イ ド �� 160円 �� 700円 �� 710円

3 連 複 ��� 1，470円 3 連 単 ��� 4，080円

票 数

単勝票数 計 142320 的中 � 50459（1番人気）
複勝票数 計 221738 的中 � 103774（1番人気）� 41208（2番人気）� 10291（5番人気）
枠連票数 計 103553 的中 （1－8） 29305（1番人気）
馬連票数 計 287325 的中 �� 86047（1番人気）
馬単票数 計 256342 的中 �� 42091（1番人気）
ワイド票数 計 148308 的中 �� 32257（1番人気）�� 4293（6番人気）�� 4219（7番人気）
3連複票数 計 454064 的中 ��� 22846（3番人気）
3連単票数 計 883556 的中 ��� 16013（7番人気）
上り 1マイル 1：47．8 4F 53．0－3F 40．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ア ル バ ト ン �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Machiavellian デビュー 2009．11．8 京都1着

2007．4．14生 牡6栗 母 ボ ル ジ ア Ⅱ 母母 Cut Ahead 障害：2戦1勝 賞金 9，800，000円
〔競走中止〕 シェーンヴァルト号は，9号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 アルバトン号の騎手西谷誠は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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 アイアンセラヴィ号



10089 4月14日 晴 良 （25阪神2）第8日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時10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
1：44．7
1：44．1

良
良

48 � エーシンエポナ 牝3鹿 54 熊沢 重文�栄進堂 沖 芳夫 米
Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

486＋ 21：47．3 11．2�
59 ゴ ー ス ル ー 牡3鹿 56 藤田 伸二 �静内白井牧場 田中 章博 新ひだか 橋本牧場 450－ 21：47．93� 6．9�
11 ヘヴンリームーン 牝3鹿 54 太宰 啓介安原 浩司氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 474 ―1：48．22 91．4�
714 ルペールノエル 牡3黒鹿56 松山 弘平 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤原 英昭 新ひだか 大典牧場 504 ―1：48．3� 21．8�
12 スリーベラミ 牝3鹿 54 石橋 脩永井商事� 橋田 満 新ひだか グランド牧場 446± 01：48．51	 1．5	
611 ダノンマイティ 牡3栗 56 川須 栄彦�ダノックス 音無 秀孝 新冠 パカパカ

ファーム 482 ―1：48．82 38．4

35 ブライダルドレス 牝3芦 54 北村 友一飯田 正剛氏 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 B466＋141：48．9クビ 35．0�
815 コスミックワンダー 牡3鹿 56 秋山真一郎吉田 勝己氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 484＋ 8 〃 クビ 8．3�
24 ニホンピロオーロラ 牝3黒鹿54 武 幸四郎小林百太郎氏 作田 誠二 新ひだか 友田牧場 446－ 4 〃 ハナ 23．6
510 クリノアンナプルナ 牝3鹿 54 国分 優作栗本 博晴氏 日吉 正和 新冠 柏木 一則 428＋ 21：49．11 496．0�
36 ファインスマッシュ 牝3鹿 54 酒井 学�須野牧場 五十嵐忠男 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 438 ―1：49．2� 68．6�
612 ナリタエックス 牡3栗 56 上村 洋行�オースミ 木原 一良 日高 白井牧場 450± 0 〃 アタマ 90．2�
816 アグネスリズム 牡3栗 56 川島 信二渡辺 孝男氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 468＋121：49．41	 126．7�
23 タガノジャンピン 牝3栗 54 岡田 祥嗣八木 良司氏 笹田 和秀 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 428 ―1：50．67 76．9�
47 トウカイゴージャス 牝3鹿 54 国分 恭介内村 正則氏 中村 均 日高 福満牧場 440 ―1：51．45 280．9�
713 テイエムハエモンド 牝3鹿 54 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 鹿児島 テイエム牧場 440± 01：51．82� 681．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，987，600円 複勝： 58，447，000円 枠連： 11，978，200円
馬連： 42，362，800円 馬単： 36，977，900円 ワイド： 22，797，700円
3連複： 56，724，500円 3連単： 110，265，100円 計： 364，540，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，120円 複 勝 � 420円 � 340円 � 3，650円 枠 連（4－5） 2，280円

馬 連 �� 2，010円 馬 単 �� 4，980円

ワ イ ド �� 680円 �� 6，450円 �� 4，050円

3 連 複 ��� 33，680円 3 連 単 ��� 213，030円

票 数

単勝票数 計 249876 的中 � 17697（4番人気）
複勝票数 計 584470 的中 � 37984（4番人気）� 50847（2番人気）� 3661（13番人気）
枠連票数 計 119782 的中 （4－5） 3889（9番人気）
馬連票数 計 423628 的中 �� 15613（7番人気）
馬単票数 計 369779 的中 �� 5490（15番人気）
ワイド票数 計 227977 的中 �� 8896（5番人気）�� 837（43番人気）�� 1344（33番人気）
3連複票数 計 567245 的中 ��� 1243（78番人気）
3連単票数 計1102651 的中 ��� 382（387番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―11．8―12．1―12．4―12．3―12．1―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．4―35．2―47．3―59．7―1：12．0―1：24．1―1：35．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エーシンエポナ �
�
父 Curlin �

�
母父 Forest Wildcat デビュー 2012．10．6 東京12着

2010．1．30生 牝3鹿 母 Wild Gams 母母 Diamonds and Legs 6戦1勝 賞金 6，750，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トウカイゴージャス号・テイエムハエモンド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成25年5月14日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 リリス号（疾病〔右寛跛行〕のため）

10090 4月14日 晴 良 （25阪神2）第8日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走12時40分 （芝・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
1：19．9
1：19．0

良
良

47 ヒシガーネット 牝3青鹿54 酒井 学阿部 雅英氏 佐々木晶三 新冠 カミイスタット 454＋ 41：21．1 13．1�
816 サイモンラムセス 牡3鹿 56 松山 弘平澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 440± 01：21．2� 2．1�
12 グレイスフルデイズ 牡3芦 56 岡田 祥嗣 �グリーンファーム西園 正都 千歳 社台ファーム 478－ 21：21．51� 30．7�
713 エーシンマイェスタ 牡3黒鹿56 北村 友一�栄進堂 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 504＋101：21．6� 15．5�
510 ジェネロシティー 牝3鹿 54 秋山真一郎�髙昭牧場 野村 彰彦 浦河 高昭牧場 476＋ 21：21．91� 7．3	
36 ジェネクラージュ 牡3栗 56 石橋 脩加藤 誠氏 中竹 和也 新ひだか 三木田牧場 438－ 41：22．0� 52．7

48 タガノバスター 牡3栗 56 四位 洋文八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 462－ 41：22．32 61．3�
715 ア ラ ム ナ ス 牡3鹿 56 国分 優作 H.R.H．プリンセス・ハヤ 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 502＋ 6 〃 ハナ 78．6�
11 タマモプラネット 牡3芦 56 川須 栄彦タマモ� 小原伊佐美 新ひだか 前田牧場 466－ 21：22．4クビ 10．4
35 クインスウィーティ 牝3芦 54

51 ▲岩崎 翼田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 410＋ 4 〃 クビ 146．2�
59 ライブリシュネル 牡3鹿 56 熊沢 重文加藤 哲郎氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド 482＋ 8 〃 ハナ 90．8�
818 マルシゲサムライ 牡3栗 56 水口 優也坂東島繁藤氏 湯窪 幸雄 日高 ナカノファーム 442＋101：22．5� 389．2�
23 ビーマイラブ 牝3鹿 54 上村 洋行�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム 488＋ 2 〃 アタマ 12．8�
714 スイートドーナッツ 牡3黒鹿56 国分 恭介岡 浩二氏 鈴木 孝志 日高 シンボリ牧場 458± 0 〃 アタマ 16．0�
24 マコトタンホイザー 牡3青鹿56 川島 信二尾田左知子氏 中村 均 様似 出口 繁夫 486＋ 21：22．6クビ 66．4�
817 ジェネシスロック 牡3鹿 56 岩田 康誠前田 幸治氏 安田 隆行 新ひだか 岡田スタツド 484＋10 〃 アタマ 8．8�
611 マジカルビアンカ 牝3芦 54 太宰 啓介村上 憲政氏 本田 優 新冠 村上 雅規 428－ 41：22．81	 65．3�
612 ダンツレパード 牡3鹿 56 藤田 伸二山元 哲二氏 谷 潔 熊本 村山 光弘 480－ 31：26．8大差 134．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 24，445，200円 複勝： 41，484，800円 枠連： 15，953，400円
馬連： 48，529，400円 馬単： 33，317，000円 ワイド： 27，110，900円
3連複： 70，873，600円 3連単： 116，313，800円 計： 378，028，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，310円 複 勝 � 330円 � 130円 � 770円 枠 連（4－8） 860円

馬 連 �� 1，280円 馬 単 �� 4，010円

ワ イ ド �� 600円 �� 4，370円 �� 1，620円

3 連 複 ��� 11，920円 3 連 単 ��� 65，880円

票 数

単勝票数 計 244452 的中 � 14816（6番人気）
複勝票数 計 414848 的中 � 26765（7番人気）� 131102（1番人気）� 9754（9番人気）
枠連票数 計 159534 的中 （4－8） 13789（5番人気）
馬連票数 計 485294 的中 �� 28200（6番人気）
馬単票数 計 333170 的中 �� 6138（13番人気）
ワイド票数 計 271109 的中 �� 11996（6番人気）�� 1453（41番人気）�� 4037（16番人気）
3連複票数 計 708736 的中 ��� 4389（28番人気）
3連単票数 計1163138 的中 ��� 1303（181番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．2―11．7―11．7―11．9―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．7―33．9―45．6―57．3―1：09．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒシガーネット �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Saint Ballado デビュー 2013．1．27 中京1着

2010．2．27生 牝3青鹿 母 ヒシバラード 母母 Hishi Amazon 4戦2勝 賞金 15，500，000円
〔制裁〕 ジェネロシティー号の騎手秋山真一郎は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：9

番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダンツレパード号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年5月14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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ビリオネア号



10091 4月14日 晴 良 （25阪神2）第8日 第7競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走13時10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

22 � ヒルノマドリード 牡4黒鹿57 四位 洋文�ヒルノ 昆 貢 浦河 鮫川 啓一 516－141：52．7 26．0�
68 オーシャンドライブ 牡4黒鹿57 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 534－101：52．8	 2．6�
57 
 フ ィ オ リ ア 牡5鹿 57 秋山真一郎藤田 孟司氏 吉村 圭司 米 F. K. N.

Partners 474－ 21：53．11� 36．2�
45 ロゼッタストーン 牡4鹿 57 国分 恭介太田 美實氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 460－ 21：53．31	 8．2�
813 ハンドインハンド 牡5青鹿57 酒井 学�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 ノースヒルズマネジメント 552＋ 41：53．83 8．2�
711 ナリタムーンライト 牡5栗 57 松山 弘平�オースミ 南井 克巳 日高 天羽牧場 526± 01：53．9	 4．5	
812 ボストンリョウマ 牡5青鹿 57

54 ▲岩崎 翼ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 484＋ 21：54．0クビ 54．3

44 ドリームチャージ 牡4鹿 57 北村 友一青山 洋一氏 村山 明 日高 野島牧場 462＋ 21：54．1� 56．3�
69 ヤマニンメダイユ 牡4鹿 57 国分 優作土井 薫氏 浅見 秀一 新ひだか 中田 浩美 488± 01：54．2クビ 83．7�
11 � マイネルボンド 牡4青鹿57 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム B498＋ 4 〃 ハナ 25．5
56 スリーロブロイ 牡4鹿 57 太宰 啓介永井商事� 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 442＋ 61：54．3	 46．3�
33 キ ク タ ロ ウ 牡4鹿 57 川須 栄彦国田 正忠氏 牧田 和弥 浦河 杵臼牧場 448－ 2 〃 クビ 4．5�
710 プルーフポジティブ 牡4黒鹿 57

54 ▲森 一馬山本 茂氏 松永 昌博 浦河 中村 雅明 466＋101：54．5� 114．8�
（13頭）

売 得 金
単勝： 23，425，000円 複勝： 37，899，600円 枠連： 12，026，000円
馬連： 53，063，400円 馬単： 33，588，900円 ワイド： 24，668，800円
3連複： 70，704，200円 3連単： 116，342，900円 計： 371，718，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，600円 複 勝 � 920円 � 170円 � 900円 枠 連（2－6） 3，550円

馬 連 �� 4，460円 馬 単 �� 9，980円

ワ イ ド �� 1，600円 �� 6，810円 �� 1，350円

3 連 複 ��� 29，250円 3 連 単 ��� 174，870円

票 数

単勝票数 計 234250 的中 � 7120（7番人気）
複勝票数 計 378996 的中 � 8947（9番人気）� 79471（1番人気）� 9196（8番人気）
枠連票数 計 120260 的中 （2－6） 2501（14番人気）
馬連票数 計 530634 的中 �� 8786（15番人気）
馬単票数 計 335889 的中 �� 2485（33番人気）
ワイド票数 計 246688 的中 �� 3842（19番人気）�� 867（52番人気）�� 4588（14番人気）
3連複票数 計 707042 的中 ��� 1784（77番人気）
3連単票数 計1163429 的中 ��� 491（427番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―13．0―12．7―12．9―12．4―12．6―12．3―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．6―36．6―49．3―1：02．2―1：14．6―1：27．2―1：39．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ヒルノマドリード �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 エ リ シ オ

2009．4．25生 牡4黒鹿 母 ゴールドグレース 母母 グレースウーマン 2戦1勝 賞金 7，200，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 ナリタムーンライト号の騎手松山弘平は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

10092 4月14日 晴 良 （25阪神2）第8日 第8競走 ��
��1，400�サラブレッド系4歳以上

発走13時40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
1：19．9
1：19．0

良
良

817 ルナフォンターナ 牝4栗 55 川須 栄彦 H.H．シェイク・モハメド 池江 泰寿 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 464＋ 41：22．0 10．6�

715 タガノリバレンス 牡4鹿 57 秋山真一郎八木 良司氏 中尾 秀正 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 480＋ 61：22．1� 2．6�

12 マコトサンパギータ 牝5栗 55 岩田 康誠眞壁 宏寧氏 松田 国英 浦河 大成牧場 472± 01：22．52� 3．5�
713 ミサソレムニス 牝4栗 55 太宰 啓介吉田 和美氏 高野 友和 洞爺湖 メジロ牧場 428－ 2 〃 アタマ 91．1�
36 エメラルドヴァレー 牝5青鹿55 藤田 伸二吉田 照哉氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 418－ 41：22．6� 14．2�
35 パワフルキリシマ 牡5鹿 57 水口 優也西村新一郎氏 湯窪 幸雄 新ひだか 城地 清満 440± 01：22．7クビ 38．2�
11 ニシノカチヅクシ 牡4黒鹿57 酒井 学西山 茂行氏 田所 秀孝 新冠 川上牧場 496± 0 〃 ハナ 35．8	
47 オリーブジュエル 牝4青鹿55 上村 洋行 
社台レースホース岡田 稲男 千歳 社台ファーム 444＋ 2 〃 ハナ 61．8�
510	 アドマイヤアロング 牝5黒鹿55 国分 優作近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 472－ 81：22．91� 17．1�
612
 クルージンミジー 牝4芦 55 武 幸四郎吉田 和美氏 安田 隆行 米

Brian O’Rourke
& Derry Meet-
ing Farm

500＋ 41：23．0クビ 23．5
23 サトノフォワード 牝5栗 55 川島 信二里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 474＋ 8 〃 クビ 28．8�
48 ナオミノユメ 牝4鹿 55 北村 友一塩澤 正樹氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 432－ 21：23．1クビ 11．6�
59 マイティースコール 牡5栗 57 国分 恭介小川 勲氏 宮 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458＋ 2 〃 アタマ 12．3�
24 	 ヒミノミズキ 牝5栗 55 大下 智佐々木八郎氏 坪 憲章 日高 福満牧場 472＋ 21：23．2クビ 422．5�
816 テイエムアモーレ 牝5鹿 55

52 ▲岩崎 翼竹園 正繼氏 柴田 政見 浦河 信成牧場 480－ 21：23．3� 180．2�
611	 エスタンシア 牡5栗 57 松山 弘平橋元 勇氣氏 浜田多実雄 浦河 谷川牧場 492－221：23．93� 99．1�
714	 ヤ マ ノ ラ ヴ 牝5鹿 55 熊沢 重文山住れい子氏 飯田 雄三 日高 竹島 幸治 476－ 41：24．22 81．6�
818
	 ム ニ ン 牝4鹿 54 小林 徹弥一村 哲也氏 森 秀行 豪 Mr C An-

derson 434＋131：24．62� 209．5�
（18頭）

売 得 金
単勝： 26，160，100円 複勝： 38，758，600円 枠連： 17，962，100円
馬連： 60，310，300円 馬単： 38，135，400円 ワイド： 28，905，700円
3連複： 80，817，800円 3連単： 124，561，000円 計： 415，611，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，060円 複 勝 � 280円 � 120円 � 160円 枠 連（7－8） 1，280円

馬 連 �� 1，400円 馬 単 �� 3，450円

ワ イ ド �� 570円 �� 1，050円 �� 250円

3 連 複 ��� 2，270円 3 連 単 ��� 18，190円

票 数

単勝票数 計 261601 的中 � 19551（3番人気）
複勝票数 計 387586 的中 � 25934（7番人気）� 111970（1番人気）� 66308（2番人気）
枠連票数 計 179621 的中 （7－8） 10375（5番人気）
馬連票数 計 603103 的中 �� 31842（5番人気）
馬単票数 計 381354 的中 �� 8171（9番人気）
ワイド票数 計 289057 的中 �� 11751（5番人気）�� 5970（12番人気）�� 34538（1番人気）
3連複票数 計 808178 的中 ��� 26366（5番人気）
3連単票数 計1245610 的中 ��� 5056（35番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．7―11．9―11．7―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．5―35．2―47．1―58．8―1：10．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ルナフォンターナ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Mr. Prospector デビュー 2011．10．9 京都2着

2009．4．22生 牝4栗 母 フ ァ ー ザ 母母 Baya 9戦2勝 賞金 15，720，000円
〔制裁〕 オリーブジュエル号の騎手上村洋行は，向正面で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番）
※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） 3頭 タニノマイルストン号・マカハ号・マヤステッラ号



10093 4月14日 晴 良 （25阪神2）第8日 第9競走 ��
��1，800�

ほ う ら い き ょ う

� � 峡 特 別
発走14時15分 （芝・右・外）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．7
1：44．1

良
良

55 トーホウストロング 牡5黒鹿57 岩田 康誠東豊物産� 藤原 英昭 日高 竹島 幸治 498－ 21：48．1 3．6�
78 タニノシュヴァリエ 牡4青 57 秋山真一郎谷水 雄三氏 岡田 稲男 新ひだか カントリー牧場 482－ 2 〃 クビ 13．3�
810 マ イ ネ マ オ 牝5鹿 55 川須 栄彦 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 須崎牧場 502± 01：48．2� 4．9�
33 ウィザーズポケット 牡4鹿 57 四位 洋文�ターフ・スポート昆 貢 新冠 村田牧場 452－ 8 〃 ハナ 7．2�
77 サカジロオー 牡4栗 57 太宰 啓介ロイヤルパーク 大根田裕之 日高 千葉飯田牧場 456＋ 61：48．3クビ 7．1	
11 ゴーイングストーン 牡4栗 57 酒井 学林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 478± 01：48．4	 66．1

44 トウカイソニック 牡7黒鹿57 北村 友一内村 正則氏 的場 均 新冠 的場牧場 484－ 4 〃 クビ 9．0�
66 グランプリブラッド 牡4鹿 57 岡田 祥嗣北側 雅司氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B442－ 21：48．5クビ 8．9�
22 ヤマニンガーゴイル 牡6鹿 57 松山 弘平土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 500± 01：48．92	 6．2
89 メイショウイチバン 牡9鹿 57 川島 信二松本 和子氏 飯田 明弘 浦河 磯野牧場 518＋ 41：51．3大差 48．8�

（10頭）

売 得 金
単勝： 27，546，300円 複勝： 49，758，800円 枠連： 16，375，900円
馬連： 82，454，900円 馬単： 51，032，000円 ワイド： 30，500，100円
3連複： 98，815，600円 3連単： 201，038，400円 計： 557，522，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 160円 � 280円 � 180円 枠 連（5－7） 1，020円

馬 連 �� 2，270円 馬 単 �� 3，460円

ワ イ ド �� 660円 �� 370円 �� 990円

3 連 複 ��� 4，170円 3 連 単 ��� 23，060円

票 数

単勝票数 計 275463 的中 � 61069（1番人気）
複勝票数 計 497588 的中 � 97829（1番人気）� 38744（8番人気）� 79868（2番人気）
枠連票数 計 163759 的中 （5－7） 11918（3番人気）
馬連票数 計 824549 的中 �� 26907（13番人気）
馬単票数 計 510320 的中 �� 10908（14番人気）
ワイド票数 計 305001 的中 �� 11135（10番人気）�� 22591（1番人気）�� 7148（20番人気）
3連複票数 計 988156 的中 ��� 17506（17番人気）
3連単票数 計2010384 的中 ��� 6436（92番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．7―36．7―49．2―1：01．8―1：14．2―1：25．4―1：36．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．3―3F33．9
3 6，8（5，10）（2，7，9）4－3，1 4 ・（6，8）10，5（4，9）（2，7）（3，1）

勝馬の
紹 介

トーホウストロング �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Meadowlake デビュー 2011．7．2 京都8着

2008．3．24生 牡5黒鹿 母 トーホウメドゥーサ 母母 Cool Number 12戦3勝 賞金 35，958，000円
〔発走状況〕 ゴーイングストーン号は，発走地点で右前肢落鉄。発走時刻4分遅延。

10094 4月14日 晴 良 （25阪神2）第8日 第10競走 ��
��1，200�

ようしゅん

陽春ステークス
発走14時50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 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．7
1：08．7

重
重

713� エスケープマジック 牡5鹿 57 小坂 忠士 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 490－ 21：12．0 23．5�
48 エチゴイチエ 牡5鹿 57 川須 栄彦齊藤四方司氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム 474－ 61：12．1	 7．4�
36 サザンブレイズ 牡5栗 57 川島 信二南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 484± 0 〃 ハナ 77．1�
815 クランチタイム 牡5鹿 57 高田 潤加藤 千豊氏 木原 一良 様似 山本 和彦 512－ 4 〃 アタマ 14．6�
510 マ ル コ フ ジ 牡5栗 57 太宰 啓介岡田 宏二氏 坂口 正則 浦河 市川牧場 478± 0 〃 クビ 37．6�
612 カシノインカローズ 牝4鹿 55 酒井 学柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 450＋ 21：12．2クビ 29．9	
47 ネオヴァンクル 牡4栗 57 秋山真一郎小林 仁幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 518＋ 8 〃 クビ 15．0

11 タマブラックホール 牡4黒鹿57 石橋 脩玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 500－ 41：12．3クビ 2．4�
12 � ズ ン ダ モ チ 牡7芦 57 藤田 伸二吉田 哲哉氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 542－ 4 〃 クビ 11．1�
24 カフェシュプリーム 牡4鹿 57 武 幸四郎西川 光一氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 496－ 41：12．4クビ 8．8
59 ケイアイダイオウ 牡7鹿 57 上村 洋行亀田 和弘氏 尾形 充弘 新ひだか グランド牧場 544± 01：12．5
 8．5�
611 エイコオウイング 牝5鹿 55 北村 友一木村 直樹氏 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 472－161：12．6
 28．5�
816 トーセンナスクラ 牡5黒鹿57 熊沢 重文島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム 480－ 2 〃 クビ 20．0�
23 メトロノース 牡7芦 57 国分 恭介 �キャロットファーム 黒岩 陽一 早来 ノーザンファーム B482－ 61：12．91	 189．5�
35 スピルオーバー 牡6栗 57 小林 徹弥村上 稔氏 大橋 勇樹 新冠 新冠橋本牧場 552－ 61：13．43 54．7�
714 トップフライアー 牡4青鹿57 水口 優也井上 一郎氏 杉浦 宏昭 様似 中脇 一幸 496± 01：13．71	 53．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，455，700円 複勝： 58，874，400円 枠連： 33，019，100円
馬連： 122，442，200円 馬単： 67，100，100円 ワイド： 46，629，100円
3連複： 154，902，300円 3連単： 256，873，500円 計： 774，296，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，350円 複 勝 � 750円 � 270円 � 1，720円 枠 連（4－7） 3，340円

馬 連 �� 6，190円 馬 単 �� 19，500円

ワ イ ド �� 2，620円 �� 18，620円 �� 8，410円

3 連 複 ��� 195，090円 3 連 単 ��� 938，480円

票 数

単勝票数 計 344557 的中 � 11587（9番人気）
複勝票数 計 588744 的中 � 19589（10番人気）� 68655（2番人気）� 8003（15番人気）
枠連票数 計 330191 的中 （4－7） 7299（15番人気）
馬連票数 計1224422 的中 �� 14602（23番人気）
馬単票数 計 671001 的中 �� 2540（67番人気）
ワイド票数 計 466291 的中 �� 4460（32番人気）�� 610（97番人気）�� 1358（82番人気）
3連複票数 計1549023 的中 ��� 586（327番人気）
3連単票数 計2568735 的中 ��� 202（1700番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．8―12．2―11．9―12．7

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エスケープマジック �
�
父 Maria’s Mon �

�
母父 Storm Cat

2008．5．7生 牡5鹿 母 マジックストーム 母母 Foppy Dancer 11戦3勝 賞金 41，251，000円
初出走 JRA

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）10頭 オーラレガーレ号・キクノフレヴァン号・ケージーハヤブサ号・コウエイフラッシュ号・サウンドガガ号・

シゲルソウサイ号・トーホウプリンセス号・ビナスイート号・モエレジュンキン号・ワンダースピンドル号

１レース目



10095 4月14日 晴 良 （25阪神2）第8日 第11競走 ��
��1，200�

よどやばし

淀屋橋ステークス
発走15時30分 （芝・右）
4歳以上，1，600万円以下，24．4．14以降25．4．7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 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000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
1：07．1
1：06．5

良
良

611 テイエムタイホー 牡4栗 55 松山 弘平竹園 正繼氏 鈴木 孝志 日高 若林 武雄 476＋ 61：08．7 6．7�
816 アグネスウイッシュ 牡5黒鹿57 藤田 伸二渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 500± 0 〃 ハナ 4．2�
23 � シゲルアセロラ 牡4黒鹿56 国分 優作森中 蕃氏 目野 哲也 米

Mr. & Mrs. Don K
Love &
Briggs/Cromartie

488± 01：08．8クビ 16．3�
714 ダノンフェアリー 牡5鹿 57 上村 洋行�ダノックス 角居 勝彦 安平 追分ファーム 510－ 41：08．9� 7．6�
815 コンサートレディ 牝4鹿 53 川島 信二平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 462－ 6 〃 ハナ 13．6�
36 サイレントソニック 牝5黒鹿53 石橋 脩細谷 典幸氏 国枝 栄 新ひだか 桜井牧場 452－ 4 〃 アタマ 5．0	
612 ブルームーンピサ 牝6芦 54 川須 栄彦市川 義美氏 鹿戸 雄一 新ひだか フジワラフアーム B474－ 61：09．21� 13．2

59 ケンブリッジエル 牡7黒鹿54 小坂 忠士中西 宏彰氏 山内 研二 新冠 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 520＋ 2 〃 クビ 117．1�
47 ターニングポイント 	8青鹿53 難波 剛健山上 和良氏 和田 正道 新冠 泉渕瀬牧場 B460－101：09．3
 116．6�
48 ビ ス カ ヤ 牝7黒鹿52 水口 優也山内 邦一氏 木原 一良 新冠 森永 正志 422＋ 2 〃 クビ 221．5
24 ビラゴーティアラ 牝6鹿 52 国分 恭介三浦 一泰氏 松山 将樹 新ひだか 山野牧場 420－14 〃 アタマ 23．6�
713 ヤマニングルノイユ 牝6鹿 53 酒井 学土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 490－ 81：09．51� 20．0�
510 ラディアーレ 牡5鹿 54 太宰 啓介吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム 460± 01：09．6クビ 14．4�
12 バクシンカーリー 牝6鹿 54 北村 友一杉山 美惠氏 古賀 史生 新ひだか 明治牧場 494－12 〃 クビ 7．3�
35 トウショウフォアゴ 牡6黒鹿54 石神 深一トウショウ産業� 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 468－ 21：09．7� 146．6�
11 レイクエルフ 牡8黒鹿50 畑端 省吾�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 456± 01：10．65 258．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，185，800円 複勝： 53，656，800円 枠連： 48，677，800円
馬連： 200，725，500円 馬単： 104，663，500円 ワイド： 58，427，000円
3連複： 254，855，600円 3連単： 456，189，900円 計： 1，214，381，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 260円 � 180円 � 500円 枠 連（6－8） 850円

馬 連 �� 2，180円 馬 単 �� 4，450円

ワ イ ド �� 950円 �� 2，330円 �� 2，000円

3 連 複 ��� 14，120円 3 連 単 ��� 70，730円

票 数

単勝票数 計 371858 的中 � 44377（3番人気）
複勝票数 計 536568 的中 � 53658（4番人気）� 99118（1番人気）� 23001（10番人気）
枠連票数 計 486778 的中 （6－8） 42292（1番人気）
馬連票数 計2007255 的中 �� 68099（8番人気）
馬単票数 計1046635 的中 �� 17379（15番人気）
ワイド票数 計 584270 的中 �� 15666（9番人気）�� 6077（41番人気）�� 7115（34番人気）
3連複票数 計2548556 的中 ��� 13321（57番人気）
3連単票数 計4561899 的中 ��� 4760（242番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―10．9―11．2―11．5―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―33．5―44．7―56．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F35．2
3 3（9，11）13－（2，10）7，14（1，4，12）16（6，15）（5，8） 4 3－9，11，13，10（2，7）14（4，12，16）1（6，15）（5，8）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

テイエムタイホー �
�
父 ニューイングランド �

�
母父 Lord At War デビュー 2011．7．2 京都4着

2009．4．29生 牡4栗 母 マンダリンママ 母母 Stani River 17戦4勝 賞金 52，298，000円
〔発走状況〕 ブルームーンピサ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）10頭 ウエストエンド号・エスカーダ号・エトピリカ号・オールブランニュー号・ゴーイングパワー号・

ミッドナイトクロス号・メイショウハガクレ号・メイショウヒデタダ号・リトルゲルダ号・リュンヌ号

10096 4月14日 晴 良 （25阪神2）第8日 第12競走 ��
��2，000�サラブレッド系4歳以上

発走16時10分 （ダート・右）
1000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円� コースレコード

中央レコード
2：01．0
2：01．0

不良
不良

35 ハ ス ラ ー 牡5黒鹿57 松山 弘平水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 522－ 82：04．8 9．0�
816 ノボリドリーム 牡4鹿 57 秋山真一郎原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 452＋ 2 〃 クビ 5．5�
36 タイガーシード 牡4黒鹿57 熊沢 重文伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 浦河 桑田 正己 506＋ 82：05．86 5．1�
23 カシュカシュ 牝4鹿 55 岡田 祥嗣松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 428－102：05．9� 36．5�
47 スリータイタン 牡4黒鹿57 国分 恭介永井商事� 村山 明 新ひだか グランド牧場 482＋222：06．11 23．8�
713 シルクラングレー 牡4栗 57 岩田 康誠有限会社シルク友道 康夫 日高 ファニーヒルファーム 494± 0 〃 クビ 2．8	
611 ボーカリスト 牡7鹿 57 川島 信二増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 466－ 82：06．52� 60．9

48 ピンウィール 牝4栗 55 石橋 脩�ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント 452＋ 82：06．6	 6．1�
612
 バンブーリバプール 牡5青鹿57 太宰 啓介�バンブー牧場 佐藤 正雄 浦河 バンブー牧場 478＋ 22：06．81 12．1
24 ドリームマジシャン 牡6青鹿 57

54 ▲岩崎 翼セゾンレースホース� 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 492± 02：07．11	 44．0�
59 シゲルアーモンド 牡4青 57 国分 優作森中 蕃氏 目野 哲也 浦河 中村 雅明 536－ 82：08．16 365．7�
12 サンマルリジイ 牝4黒鹿 55

52 ▲森 一馬相馬 勇氏 山内 研二 浦河 アイオイファーム 488－ 62：08．52� 310．6�
815
 ピンクデージー 牝6黒鹿 55

52 ▲花田 大昂野島 春男氏 田島 良保 日高 野島牧場 494－ 22：08．6クビ 245．2�
510 ワンダースキー 牝6栗 55 上村 洋行山本 信行氏 吉村 圭司 新ひだか 米田牧場 486＋122：09．66 24．1�
714 ホワイトショウフク 牡8芦 57 酒井 学山本 浩一氏 村山 明 静内 静内白井牧場 442－182：10．45 385．7�
11 マイネルプリマス 牡7芦 57 川須 栄彦 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム 518－ 62：11．46 195．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 46，351，900円 複勝： 69，029，800円 枠連： 38，105，000円
馬連： 154，447，000円 馬単： 86，787，100円 ワイド： 52，609，900円
3連複： 202，113，900円 3連単： 371，607，700円 計： 1，021，052，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 260円 � 200円 � 180円 枠 連（3－8） 780円

馬 連 �� 1，800円 馬 単 �� 3，790円

ワ イ ド �� 700円 �� 650円 �� 560円

3 連 複 ��� 3，000円 3 連 単 ��� 19，520円

票 数

単勝票数 計 463519 的中 � 40730（5番人気）
複勝票数 計 690298 的中 � 63692（5番人気）� 92023（4番人気）� 112236（2番人気）
枠連票数 計 381050 的中 （3－8） 36239（3番人気）
馬連票数 計1544470 的中 �� 63500（8番人気）
馬単票数 計 867871 的中 �� 16900（15番人気）
ワイド票数 計 526099 的中 �� 18439（8番人気）�� 20013（7番人気）�� 23545（5番人気）
3連複票数 計2021139 的中 ��� 49881（8番人気）
3連単票数 計3716077 的中 ��� 14053（55番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．8―35．2―47．9―1：00．1―1：13．1―1：26．2―1：39．1―1：51．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．7―3F38．6
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ハ ス ラ ー �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2010．12．26 阪神11着

2008．4．25生 牡5黒鹿 母 プレシャスフラワー 母母 プレシャスキール 19戦4勝 賞金 42，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マイネルプリマス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年5月14日まで平地

競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 エイコーンパス号・エクセルフラッグ号

４レース目



（25阪神2）第8日 4月14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 183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

205，050，000円
4，660，000円
1，370，000円
18，520，000円
67，705，500円
5，432，800円
1，756，800円

勝馬投票券売得金
312，042，200円
547，856，600円
239，801，500円
897，776，800円
555，229，000円
362，679，300円
1，188，021，600円
2，093，938，000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
計 6，197，345，000円

総入場人員 20，582名 （有料入場人員 19，510名）



平成25年度 第2回阪神競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，422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 手 当

2，024，870，000円
4，160，000円
41，870，000円
54，770，000円
185，250，000円
532，796，000円
41，844，400円
13，651，200円

勝馬投票券売得金
3，623，769，700円
6，602，945，500円
2，542，089，900円
10，208，841，100円
6，384，633，100円
4，141，068，500円
13，768，928，900円
27，860，352，500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 75，962，341，200円

総入場延人員 165，653名 （有料入場延人員 156，838名）
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