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10085 4月20日 曇 良 （26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

510 ブロンクスシルバー 牝3芦 54 国分 恭介 �社台レースホース吉田 直弘 千歳 社台ファーム 468＋ 21：55．9 2．9�
815 ウィアーワン 牝3鹿 54 池添 謙一 �グランデオーナーズ 高橋 康之 浦河 中島牧場 484－ 4 〃 ハナ 4．2�
11 ウインクルミラクル 牝3鹿 54 武 幸四郎塚本 能交氏 高橋 亮 新冠 隆栄牧場 460＋ 21：56．11� 38．4�
713 コウエイテンペスタ 牝3黒鹿54 北村 友一伊東 政清氏 湯窪 幸雄 新冠 オリエント牧場 492＋121：56．31� 25．9�
23 ピアノコンクール 牝3栗 54

51 ▲松若 風馬�ヒダカファーム日吉 正和 浦河 ヒダカフアーム 454＋141：56．72� 27．5	
611 パラディドル 牝3黒鹿54 太宰 啓介 �ローレルレーシング 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 B444－ 4 〃 アタマ 27．0

59 タガノホーネット 牝3鹿 54 藤岡 佑介八木 良司氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 422＋ 2 〃 ハナ 113．5�
24 ララエクレリゼ 牝3黒鹿54 和田 竜二フジイ興産� 今野 貞一 日高 下河辺牧場 446－ 4 〃 アタマ 17．3�
48 メイショウマツシマ 牝3青鹿54 幸 英明松本 好雄氏 武田 博 新冠 新冠橋本牧場 442－ 41：56．8� 69．8
35 シゲルサヌキ 牝3栗 54

51 ▲義 英真森中 蕃氏 藤沢 則雄 むかわ 上水牧場 402－ 2 〃 クビ 12．6�
47 アロハエコモマイ 牝3黒鹿54 松山 弘平名古屋友豊� 高野 友和 新冠 パカパカ

ファーム B472± 01：57．01 3．9�
714 ナガラフライト 牝3黒鹿54 熊沢 重文長良レーシングクラブ 大根田裕之 浦河 大島牧場 468＋121：57．1� 17．6�
816 スナークパール 牝3黒鹿54 小坂 忠士杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 見上牧場 472－ 81：58．05 381．8�
36 スターレット 牝3鹿 54 三浦 皇成�谷川牧場 牧浦 充徳 浦河 谷川牧場 446－ 21：58．1� 24．4�
12 メイショウネフェル 牝3栗 54 小林 徹弥松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 508－ 21：59．37 183．7�
612 イ レ ー ヌ 牝3栗 54 E．ペドロサ �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 438± 02：01．1大差 56．3�

（独）

（16頭）

売 得 金
単勝： 13，517，900円 複勝： 24，720，700円 枠連： 9，127，400円
馬連： 35，727，700円 馬単： 22，768，900円 ワイド： 17，607，800円
3連複： 55，717，200円 3連単： 82，359，600円 計： 261，547，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 190円 � 700円 枠 連（5－8） 590円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 1，270円

ワ イ ド �� 340円 �� 1，210円 �� 2，220円

3 連 複 ��� 6，320円 3 連 単 ��� 24，630円

票 数

単勝票数 計 135179 的中 � 36999（1番人気）
複勝票数 計 247207 的中 � 63620（1番人気）� 35478（3番人気）� 6327（11番人気）
枠連票数 計 91274 的中 （5－8） 11462（1番人気）
馬連票数 計 357277 的中 �� 38484（2番人気）
馬単票数 計 227689 的中 �� 13241（2番人気）
ワイド票数 計 176078 的中 �� 14642（2番人気）�� 3394（17番人気）�� 1794（30番人気）
3連複票数 計 557172 的中 ��� 6507（19番人気）
3連単票数 計 823596 的中 ��� 2468（62番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―14．1―13．4―13．2―12．9―12．5―12．4―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．6―37．7―51．1―1：04．3―1：17．2―1：29．7―1：42．1

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

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

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

ブロンクスシルバー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2013．7．7 中京12着

2011．3．14生 牝3芦 母 ラピッドオレンジ 母母 オレンジピール 8戦1勝 賞金 8，550，000円
〔制裁〕 スナークパール号の調教師川村禎彦は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 イレーヌ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年5月20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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 タマモリド号・ビキニスタイル号・マルクナッテ号
（非抽選馬） 5頭 カウガールブルース号・クリノベンザイテン号・ダテノレスペデーザ号・テイエムサンビカ号・モネノカガヤキ号
※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。

10086 4月20日 曇 良 （26阪神2）第8日 第2競走 ��
��1，200�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
1：08．8
1：08．7

重
重

35 ジャコカッテ 牡3栗 56 川原 正一晴間 初栄氏 高橋 義忠 新冠 カミイスタット 492＋ 21：12．3 29．4�
（兵庫）

815 エ ゴ イ ス ト 牝3鹿 54
51 ▲松若 風馬田端 修氏 加用 正 日高 タバタファーム 474＋ 21：13．04 2．9�

11 ゼンノステルス 牡3芦 56 和田 竜二大迫久美子氏 南井 克巳 新冠 村上 欽哉 456－ 41：13．21� 2．6�
12 カツラッシュ 牡3黒鹿56 三浦 皇成北側 雅勝氏 �島 一歩 新ひだか グランド牧場 500－101：13．41� 5．1�
36 カフジホーク 牡3栗 56 川島 信二加藤 守氏 森田 直行 日高 モリナガファーム 414－ 21：13．61	 41．6�
612 シ ゲ ル イ ヨ 牡3黒鹿56 高田 潤森中 蕃氏 牧田 和弥 新ひだか 鹿嶋牧場 534＋ 81：13．81� 36．3�
59 アサカファルコン 牡3鹿 56 池添 謙一	協和牧場 池添 兼雄 新冠 協和牧場 484＋ 81：14．22	 22．3

510
 サウンドシャカラカ 牡3栗 56 幸 英明増田 雄一氏 佐藤 正雄 米 Edition Farm 472－ 2 〃 クビ 12．8�
23 ディアメドゥーサ 牝3栗 54 藤岡 佑介髙樽さゆり氏 西浦 勝一 新ひだか 片山牧場 450± 01：14．73 25．5�
47 イタダキマス 牡3栗 56 小牧 太山口 正行氏 福島 信晴 日高 長谷川 一男 494 ―1：14．8クビ 99．8
714 セルリアンシュロス 牡3青鹿56 国分 恭介	イクタ 福島 信晴 新冠 村本牧場 484＋ 2 〃 ハナ 102．8�
48 ダ ン ス マ マ 牝3栗 54

51 ▲義 英真聖心台牧場	 森 秀行 新ひだか 大典牧場 426＋ 51：15．01� 26．0�
816 ダノンブレイブ 牡3栗 56 E．ペドロサ�ダノックス 安田 隆行 日高 下河辺牧場 538－ 21：15．74 40．7�

（独）

611 ミレニアムスター 牡3芦 56
53 ▲城戸 義政吉田 正志氏 浅見 秀一 安平 追分ファーム 482－ 2 〃 クビ 353．3�

713 カゼヲアツメテ 牡3黒鹿56 小林 徹弥薪浦 英稔氏 梅田 康雄 新ひだか 秋田育成牧場 444－ 21：16．12	 402．1�
24 シュバインハーベン 牝3栗 54 熊沢 重文長井 純一氏 沖 芳夫 新ひだか 谷岡牧場 426－10 〃 クビ 241．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，348，400円 複勝： 28，063，700円 枠連： 10，657，900円
馬連： 35，393，100円 馬単： 23，438，800円 ワイド： 17，700，600円
3連複： 51，140，900円 3連単： 80，036，600円 計： 263，780，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，940円 複 勝 � 370円 � 130円 � 120円 枠 連（3－8） 2，400円

馬 連 �� 3，040円 馬 単 �� 9，710円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 940円 �� 170円

3 連 複 ��� 2，650円 3 連 単 ��� 33，990円

票 数

単勝票数 計 173484 的中 � 4664（8番人気）
複勝票数 計 280637 的中 � 11973（7番人気）� 64224（2番人気）� 82101（1番人気）
枠連票数 計 106579 的中 （3－8） 3282（10番人気）
馬連票数 計 353931 的中 �� 8618（12番人気）
馬単票数 計 234388 的中 �� 1783（33番人気）
ワイド票数 計 177006 的中 �� 3566（15番人気）�� 3805（13番人気）�� 36488（1番人気）
3連複票数 計 511409 的中 ��� 14270（7番人気）
3連単票数 計 800366 的中 ��� 1738（86番人気）

ハロンタイム 12．2―11．3―11．6―11．8―12．1―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．5―35．1―46．9―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジャコカッテ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 Pulpit デビュー 2013．10．20 京都7着

2011．4．16生 牡3栗 母 イヴニングミスト 母母 Next Fall 3戦1勝 賞金 5，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の11頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ドキドキマドンナ号
（非抽選馬）10頭 シゲルウゴ号・シゲルオウミ号・ハードモンラッシェ号・パープルフレックス号・ヒシイパネマ号・

ファーウエスト号・プレフェリート号・マヤステファニー号・メモリービビッド号・ワンダーバリデス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

第２回 阪神競馬 第８日



10087 4月20日 曇 良 （26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

47 アガスティア 牡3黒鹿56 池添 謙一 �サンデーレーシング 池添 兼雄 安平 追分ファーム 516－ 21：56．0 4．8�
815 オブシディアン �3青鹿56 藤岡 佑介�ノースヒルズ 笹田 和秀 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458－ 8 〃 クビ 310．8�
714 レッドアライヴ 牡3鹿 56 藤田 伸二 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 450－ 21：56．1� 2．4�
611 ス プ ル ス �3栗 56 和田 竜二水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 452－201：56．2クビ 13．6�
12 ゴ ー ワ ン 牡3黒鹿56 川島 信二佐々木政充氏 飯田 祐史 日高 下河辺牧場 496－161：56．3� 42．7	
11 ガ ル グ イ ユ 牡3栗 56

53 ▲松若 風馬杉山 忠国氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 490± 01：56．4クビ 5．7

713 ゴッドエンペラー 牡3鹿 56 三浦 皇成中西 憲治氏 角田 晃一 新冠 森永 聡 452± 01：56．5� 53．4�
35 マルカブラン 牡3芦 56 松山 弘平河長産業� 浜田多実雄 様似 猿倉牧場 492＋ 2 〃 アタマ 82．2�
510 ダイシンロイ 牡3黒鹿56 北村 友一大八木信行氏 吉田 直弘 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464－ 2 〃 ハナ 43．2
59 タマモホルン 牡3鹿 56 幸 英明タマモ� 藤沢 則雄 新ひだか 曾我 博 488－ 61：56．71� 5．7�
24 ショウナンサンタ 牡3鹿 56 国分 恭介�湘南 中村 均 浦河 三嶋牧場 460＋ 21：56．8� 30．9�
48 タ イ マ ツ リ 牡3黒鹿 56

53 ▲義 英真浜RC組合 大橋 勇樹 新ひだか 岡田スタツド 456＋ 21：57．0� 27．8�
612 スリーヴェスタ 牡3青鹿56 酒井 学永井商事� 加藤 敬二 新ひだか グランド牧場 504± 0 〃 クビ 459．4�
23 ハイクタウン 牡3栗 56 小牧 太金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 日高 日高大洋牧場 472 ―1：57．31� 19．6�
816 ロックショー 牝3鹿 54 国分 優作薪浦 亨氏 梅田 康雄 日高 下川 茂広 456± 01：59．3大差 360．3�
36 テイエムヒッカッタ 牝3栗 54 熊沢 重文竹園 正繼氏 日吉 正和 鹿児島 テイエム牧場 446± 02：01．9大差 556．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，674，500円 複勝： 41，613，100円 枠連： 12，192，000円
馬連： 44，446，000円 馬単： 30，200，300円 ワイド： 24，372，100円
3連複： 62，903，500円 3連単： 102，043，900円 計： 340，445，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 190円 � 3，350円 � 120円 枠 連（4－8） 11，410円

馬 連 �� 87，710円 馬 単 �� 85，730円

ワ イ ド �� 16，730円 �� 280円 �� 5，970円

3 連 複 ��� 41，380円 3 連 単 ��� 407，080円

票 数

単勝票数 計 226745 的中 � 37714（2番人気）
複勝票数 計 416131 的中 � 57117（4番人気）� 1867（13番人気）� 137420（1番人気）
枠連票数 計 121920 的中 （4－8） 789（22番人気）
馬連票数 計 444460 的中 �� 374（68番人気）
馬単票数 計 302003 的中 �� 260（106番人気）
ワイド票数 計 243721 的中 �� 320（63番人気）�� 25939（2番人気）�� 905（42番人気）
3連複票数 計 629035 的中 ��� 1122（86番人気）
3連単票数 計1020439 的中 ��� 185（666番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．4―38．6―51．9―1：05．1―1：17．9―1：30．5―1：43．2

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

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

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

アガスティア �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Deputy Minister デビュー 2014．2．8 京都6着

2011．4．14生 牡3黒鹿 母 マンティスハント 母母 ウィッチフルシンキング 5戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムヒッカッタ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年6月20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） 2頭 エーデルグランツ号・テイエムゲッタドン号
（非抽選馬） 2頭 ジョーチャーリー号・フミノスナイパー号

10088 4月20日 曇 良 （26阪神2）第8日 第4競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走11時20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

11 デンコウセキトバ 牡3黒鹿56 太宰 啓介田中 康弘氏 本田 優 新ひだか 服部 牧場 504＋ 81：35．3 8．5�
713 ハイベストバイオ 牡3黒鹿56 酒井 学バイオ� 梅田 智之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 530＋ 4 〃 クビ 5．1�
715 ファイアーシチー 牡3青鹿 56

53 ▲岩崎 翼 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 458－ 41：35．72� 10．9�
24 マイネルサルト 牡3黒鹿56 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新ひだか タイヘイ牧場 468＋ 21：35．91� 34．4�
816 キネオソレイユ 牝3鹿 54 三浦 皇成吉田 千津氏 清水 久詞 日高 下河辺牧場 442＋ 21：36．0クビ 21．4�
47 フォルシャー 牡3栗 56 小牧 太 	社台レースホース高野 友和 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 468－ 21：36．1� 4．7

59 モウイイデショウ 牡3鹿 56

53 ▲松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 新ひだか 築紫 洋 464＋ 81：36．2� 85．5�
510 アズマムーン 牡3鹿 56 北村 友一東 哲次氏 河内 洋 日高 日高大洋牧場 472－ 6 〃 ハナ 22．1�
36 ユウキファイター 牡3鹿 56 秋山真一郎ちきり組合 服部 利之 新ひだか 高橋フアーム 438－ 2 〃 アタマ 18．8
714 エイシンツバメ 牡3栗 56 藤田 伸二�栄進堂 小崎 憲 浦河 高野牧場 476 ―1：36．3� 5．2�
817 フランキーバローズ 牡3鹿 56 松山 弘平猪熊 広次氏 清水 久詞 新ひだか タイヘイ牧場 524－ 41：36．51� 56．8�
12 サイコーロブロイ 牝3栗 54 川島 信二	髙昭牧場 高橋 亮 浦河 高昭牧場 470 ―1：36．71� 98．8�
23 アユメライトアップ 牡3黒鹿56 �島 良太江口雄一郎氏 梅内 忍 浦河 杵臼牧場 452－12 〃 アタマ 388．6�
48 アメイジングゲイル 牡3黒鹿 56

53 ▲城戸 義政	ターフ・スポート坂口 正則 浦河 笹地牧場 B438＋101：36．91� 158．4�
818 ティーエスネオ 牡3芦 56 幸 英明田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 506－ 21：37．0� 6．5�
611 モ ッ シ ュ 牡3芦 56 国分 恭介小嶋 將則氏 浜田多実雄 浦河 小島牧場 498± 01：37．1� 51．3�
612 コウユーユメノホシ 牡3鹿 56

53 ▲義 英真加治屋貞光氏 森 秀行 宮崎 田上 勝雄 452－14 〃 クビ 125．3�
35 レッドジュベール 牡3鹿 56 川原 正一 �東京ホースレーシング 松田 国英 千歳 社台ファーム 490－ 81：37．52� 21．2�

（兵庫）

（18頭）

売 得 金
単勝： 18，245，900円 複勝： 33，818，400円 枠連： 16，604，300円
馬連： 43，721，200円 馬単： 24，221，800円 ワイド： 20，945，700円
3連複： 59，861，600円 3連単： 81，673，400円 計： 299，092，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 220円 � 220円 � 280円 枠 連（1－7） 980円

馬 連 �� 2，100円 馬 単 �� 4，850円

ワ イ ド �� 690円 �� 1，210円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 7，320円 3 連 単 ��� 43，430円

票 数

単勝票数 計 182459 的中 � 17049（5番人気）
複勝票数 計 338184 的中 � 42695（2番人気）� 42584（3番人気）� 30202（6番人気）
枠連票数 計 166043 的中 （1－7） 12626（5番人気）
馬連票数 計 437212 的中 �� 15378（7番人気）
馬単票数 計 242218 的中 �� 3691（18番人気）
ワイド票数 計 209457 的中 �� 7773（4番人気）�� 4170（14番人気）�� 4922（11番人気）
3連複票数 計 598616 的中 ��� 6041（21番人気）
3連単票数 計 816734 的中 ��� 1388（123番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―12．2―12．3―12．4―11．6―11．2―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．8―36．0―48．3―1：00．7―1：12．3―1：23．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F34．6
3 1，13，12，4，6（9，14）18，16，8（2，10）11－（7，15）－17（3，5） 4 1，13，12，4（6，14，18）9（16，10，11）（8，7，15）－（2，17）－3，5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

デンコウセキトバ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2013．11．10 京都3着

2011．3．7生 牡3黒鹿 母 チャチャリーノ 母母 パ ー レ イ 7戦1勝 賞金 9，100，000円
〔発走状況〕 フランキーバローズ号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
〔制裁〕 コウユーユメノホシ号の騎手義英真は，向正面での御法（内側に逃避されバランスをくずした）について過怠金50，000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） 2頭 サンレイロッキー号・メイショウホタル号
（非抽選馬） 1頭 メイショウダッシュ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



10089 4月20日 曇 良 （26阪神2）第8日 第5競走 ��
��2，200�サラブレッド系3歳

発走12時10分 （芝・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
2：10．1
2：10．0

良
良

23 キュールエラピス 牡3芦 56 小牧 太岡本 良三氏 中尾 秀正 安平 追分ファーム 484－ 42：14．3 3．6�
510 コパノミクス 牡3青 56 国分 恭介小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 460＋ 22：14．62 42．6�
35 エクストレミティー 牡3鹿 56 E．ペドロサ P.G．ファッジ氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 498± 02：14．7� 2．1�

（独）

611 スペシャルフォース 牡3鹿 56 松山 弘平 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 B492± 02：14．91� 16．0�

11 サンタンドレ 牡3芦 56 藤岡 佑介金子真人ホール
ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 504＋ 22：15．21	 6．6�

47 マイネルレヴェイユ 牡3栗 56 酒井 学 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム 496＋ 2 〃 クビ 149．8	

714 ヒロノアドバンス 牡3鹿 56
53 ▲義 英真サンエイ開発� 福島 信晴 浦河 グラストレーニ

ングセンター 450＋ 62：15．3	 237．4

12 ドゥベルテックス 牡3黒鹿56 和田 竜二加藤 誠氏 中竹 和也 日高 合資会社カ

ネツ牧場 470－ 22：15．4	 26．7�
713 ク リ ノ オ ー 牡3栗 56 川原 正一栗本 守氏 森田 直行 浦河 笹地牧場 408＋ 4 〃 ハナ 311．4�

（兵庫）

24 オールビーファイン 牡3鹿 56 国分 優作�ノースヒルズ 松元 茂樹 新冠 村上 雅規 468－ 82：15．5� 72．8
816 マコトアラバルダ 牡3黒鹿56 秋山真一郎�ディアマント 
島 一歩 日高 碧雲牧場 472＋ 22：15．6クビ 9．0�
48 ドリームノート 牝3鹿 54 
島 良太飯田 良枝氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 B462－ 62：15．92 267．3�
59 オペラバスティーユ 牡3鹿 56 幸 英明 �サンデーレーシング 岡田 稲男 安平 追分ファーム 500－ 22：16．0クビ 22．6�
612 クリノフクロクジュ 牡3黒鹿 56

53 ▲松若 風馬栗本 博晴氏 谷 潔 様似 様似渡辺牧場 442－ 6 〃 ハナ 64．3�
36 ラヴクレージー 牝3青鹿54 三浦 皇成橋元 勇氣氏 吉村 圭司 浦河 富田牧場 446＋ 22：16．63� 55．4�
815 マイネルフンケルン 牡3鹿 56 川島 信二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 432± 02：17．34 145．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 21，810，400円 複勝： 31，233，000円 枠連： 12，553，300円
馬連： 41，024，700円 馬単： 29，205，900円 ワイド： 22，260，400円
3連複： 57，053，600円 3連単： 100，219，200円 計： 315，360，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 150円 � 460円 � 120円 枠 連（2－5） 2，300円

馬 連 �� 6，580円 馬 単 �� 9，670円

ワ イ ド �� 1，580円 �� 170円 �� 860円

3 連 複 ��� 2，700円 3 連 単 ��� 28，420円

票 数

単勝票数 計 218104 的中 � 47906（2番人気）
複勝票数 計 312330 的中 � 62103（2番人気）� 10944（8番人気）� 92658（1番人気）
枠連票数 計 125533 的中 （2－5） 4032（10番人気）
馬連票数 計 410247 的中 �� 4606（21番人気）
馬単票数 計 292059 的中 �� 2229（30番人気）
ワイド票数 計 222604 的中 �� 2803（20番人気）�� 43808（1番人気）�� 5393（10番人気）
3連複票数 計 570536 的中 ��� 15627（7番人気）
3連単票数 計1002192 的中 ��� 2603（75番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．0―12．9―13．4―12．7―12．8―12．4―12．2―11．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．2―22．9―33．9―46．8―1：00．2―1：12．9―1：25．7―1：38．1―1：50．3―2：02．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キュールエラピス �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．1．26 京都2着

2011．3．5生 牡3芦 母 ミスティーダンス 母母 タイムトゥダンス 4戦1勝 賞金 9，400，000円
〔制裁〕 ヒロノアドバンス号の騎手義英真は，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10，000円。（被害馬：13番）
※出走取消馬 アレクサンドル号（疾病〔左前肢フレグモーネ〕のため）・フェイトセンス号（疾病〔右肩跛行〕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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 スリーケーザル号・タカノワールド号・テイエムスピリタス号
（非抽選馬） 3頭 ピエナダイヤ号・プリムヴェール号・メイケイハリケーン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

10090 4月20日 曇 良 （26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 7，200，000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

611 ノボリレジェンド 牝3鹿 54 小牧 太原田 豊氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 422－ 41：21．6 27．3�
36 タイセイララバイ 牝3青鹿54 藤岡 佑介田中 成奉氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 468－ 41：21．7� 4．8�
818 ウインレーベン 牡3青鹿 56

53 ▲義 英真�ウイン 中村 均 日高 モリナガファーム 448＋ 61：21．8� 8．0�
24 ナムラマサシゲ 牡3栗 56 酒井 学奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 484＋141：22．01 34．7�
23 ナムラアッパー 牡3鹿 56

53 ▲岩崎 翼奈村 信重氏 福島 信晴 浦河 谷川牧場 406± 0 〃 ハナ 12．5�
713 マイネルフォルス 牡3鹿 56 E．ペドロサ �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 478＋ 21：22．1� 19．8	
（独）

35 マダムリシェス 牝3栗 54 北村 友一原 	子氏 安田 隆行 新ひだか 岡田スタツド 438＋ 41：22．2� 36．9

510 オベーション 牝3鹿 54 松山 弘平岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 新ひだか 坂本牧場 420－ 81：22．3クビ 45．5�
612 ロードフォワード 牡3青鹿56 幸 英明 �ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 434－ 2 〃 クビ 45．9�
59 スナークマスカラス 牡3栗 56 太宰 啓介杉本 豊氏 川村 禎彦 日高 藤本ファーム 462＋ 41：22．4クビ 17．4
48 
 エイシンキサナドゥ 牡3栗 56 秋山真一郎�栄進堂 野中 賢二 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

530＋ 41：22．82� 3．6�
714 フェイトカラー 牝3黒鹿54 池添 謙一吉田 和美氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 484－ 21：22．9� 4．9�
715 カシノタロン 牝3栗 54 国分 優作柏木 務氏 梅内 忍 鹿児島 柏木 務 424＋ 2 〃 アタマ 273．7�
817 クレイジージョー 牡3黒鹿56 三浦 皇成河内 孝夫氏 藤岡 健一 新冠 中地 康弘 484－ 41：23．0� 10．8�
47 ビービーブレイン 牡3鹿 56 武 幸四郎�坂東牧場 千田 輝彦 平取 坂東牧場 498＋181：23．21� 66．3�
11 � ミスデンジャラス 牝3鹿 54 川原 正一�新生ファーム 大塚 信次 日高 新生ファーム 448－ 21：23．62� 238．8�

（兵庫） （兵庫）

12 ショウナンバスター 牡3黒鹿56 川島 信二国本 哲秀氏 西浦 勝一 新ひだか 西村 和夫 418－ 21：24．13 324．3�
816 ウィットウォーター 牝3黒鹿54 藤田 伸二鈴木 康弘氏 高橋 康之 むかわ 上水牧場 432－ 2 〃 アタマ 215．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 25，389，600円 複勝： 45，447，400円 枠連： 16，654，100円
馬連： 55，981，700円 馬単： 31，388，700円 ワイド： 27，232，500円
3連複： 74，449，500円 3連単： 108，476，800円 計： 385，020，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，730円 複 勝 � 820円 � 180円 � 290円 枠 連（3－6） 3，230円

馬 連 �� 5，160円 馬 単 �� 11，530円

ワ イ ド �� 1，970円 �� 4，450円 �� 960円

3 連 複 ��� 19，820円 3 連 単 ��� 161，730円

票 数

単勝票数 計 253896 的中 � 7344（9番人気）
複勝票数 計 454474 的中 � 11694（11番人気）� 81872（2番人気）� 40667（4番人気）
枠連票数 計 166541 的中 （3－6） 3809（16番人気）
馬連票数 計 559817 的中 �� 8014（19番人気）
馬単票数 計 313887 的中 �� 2010（46番人気）
ワイド票数 計 272325 的中 �� 3391（21番人気）�� 1466（50番人気）�� 7225（9番人気）
3連複票数 計 744495 的中 ��� 2773（67番人気）
3連単票数 計1084768 的中 ��� 495（502番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．3―11．6―11．6―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．2―34．5―46．1―57．7―1：09．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノボリレジェンド �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Polish Precedent デビュー 2013．10．19 京都1着

2011．4．26生 牝3鹿 母 ミルグレイン 母母 Mill Line 5戦2勝 賞金 14，200，000円
※クレイジージョー号・タイセイララバイ号・マダムリシェス号は，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または施行団体名を表示している。



10091 4月20日 曇 良 （26阪神2）第8日 第7競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走13時10分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，55�
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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

816� ネオアレクサンドラ 牝5鹿 55 秋山真一郎小林 仁幸氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 476－ 61：25．5 25．6�
612 キングベイビー 牝4黒鹿 55

52 ▲松若 風馬前田 葉子氏 安田 隆行 新冠 株式会社
ノースヒルズ 448± 01：25．6� 5．0�

23 ビ リ オ ネ ア 牝4鹿 55 太宰 啓介間野 隆司氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 438± 01：25．81� 13．7�
35 メイショウヒメユリ 牝5青鹿55 武 幸四郎松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 432－ 41：26．12 30．6�
714 セトノミッシー 牝4鹿 55 幸 英明難波 経雄氏 鈴木 孝志 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 426＋ 41：26．2クビ 3．5�
36 ウインドクラスト 牝4鹿 55 三浦 皇成 �社台レースホース松元 茂樹 千歳 社台ファーム 466＋241：26．3� 14．4	
47 � アルティメイト 牝5青鹿55 �島 良太アルツト組合 境 直行 新ひだか 飛野牧場 460＋ 2 〃 クビ 72．5

611� テイエムオデッセイ 牝4鹿 55 国分 優作竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 高岸 順一 440＋ 51：26．4� 295．1�
24 オリエンタルリリー 牝4鹿 55 小牧 太近藤 英子氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 490－ 61：26．71	 31．9�
510 ディレットリーチェ 牝4栗 55 松山 弘平飯田 正剛氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 508＋ 6 〃 ハナ 32．6
713� スリーアメニティー 牝5鹿 55 酒井 学永井商事� 加藤 敬二 新ひだか 武 牧場 460± 0 〃 ハナ 366．2�
815 ウインドストリーム 牝4鹿 55 北村 友一�G1レーシング 音無 秀孝 安平 追分ファーム B470－ 21：26．91� 2．4�
11 トゥルーカラーズ 牝4鹿 55

52 ▲岩崎 翼畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 434＋ 8 〃 ハナ 179．4�
12 スマートロデム 牝4鹿 55

52 ▲義 英真大川 徹氏 森 秀行 浦河 有限会社
松田牧場 448± 01：27．0� 30．1�

59 アポロパレス 牝5鹿 55
52 ▲城戸 義政小林 量氏 白井 寿昭 浦河 笹島 政信 500＋181：28．59 188．7�

48 � アカネチャン 牝5鹿 55
52 ▲原田 敬伍泉 一郎氏 西橋 豊治 新ひだか 坂本牧場 460＋101：29．45 133．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，301，900円 複勝： 41，080，900円 枠連： 15，554，200円
馬連： 58，851，300円 馬単： 37，734，900円 ワイド： 28，484，600円
3連複： 79，379，700円 3連単： 133，710，200円 計： 419，097，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，560円 複 勝 � 650円 � 250円 � 350円 枠 連（6－8） 780円

馬 連 �� 5，100円 馬 単 �� 13，540円

ワ イ ド �� 1，660円 �� 3，840円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 20，250円 3 連 単 ��� 163，110円

票 数

単勝票数 計 243019 的中 � 7508（6番人気）
複勝票数 計 410809 的中 � 14773（9番人気）� 49725（3番人気）� 30890（5番人気）
枠連票数 計 155542 的中 （6－8） 14752（2番人気）
馬連票数 計 588513 的中 �� 8529（18番人気）
馬単票数 計 377349 的中 �� 2058（41番人気）
ワイド票数 計 284846 的中 �� 4218（19番人気）�� 1777（35番人気）�� 7286（8番人気）
3連複票数 計 793797 的中 ��� 2894（56番人気）
3連単票数 計1337102 的中 ��� 605（368番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．8―47．1―59．8―1：12．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ネオアレクサンドラ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 エンドスウィープ

2009．3．17生 牝5鹿 母 ピンクリップス 母母 マリスターⅡ 10戦2勝 賞金 15，200，000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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 エイユーラピス号

10092 4月20日 曇 良 （26阪神2）第8日 第8競走 ��2，000�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 7，500，000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
1：57．8
1：56．1

良
良

68 トーホウスマート 牡4栗 57 藤岡 佑介東豊物産� 藤原 英昭 浦河 有限会社
吉田ファーム 464－ 62：00．6 4．9�

56 ダブルイーグル 牡6鹿 57 和田 竜二田邉 康子氏 大橋 勇樹 むかわ フラット牧場 472－ 42：00．81� 14．2�
45 ミッキータイガー 牡4鹿 57 小牧 太野田みづき氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 488－ 4 〃 クビ 12．8�
711 テイエムオペラドン 牡5鹿 57 幸 英明竹園 正繼氏 浜田多実雄 浦河 川越ファーム 466－ 22：00．9クビ 7．5�
22 ト ル ス ト イ 牡4鹿 57 E．ペドロサ 近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 492± 02：01．0� 1．9�

（独）

33 � スリーヴェローチェ 牡5鹿 57 武 幸四郎永井商事� 石橋 守 新ひだか 武 牧場 466＋ 4 〃 クビ 62．1	
44 � クリールハヤテ 牡5栗 57 松山 弘平横山 修二氏 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 490＋ 62：01．1クビ 61．3

710 カ ー バ 牡5青鹿 57

54 ▲城戸 義政�ターフ・スポート白井 寿昭 浦河 市川フアーム 504＋ 2 〃 クビ 22．6�
57 ヤマニンプードレ 牝4芦 55

52 ▲岩崎 翼土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 470＋ 62：01．2クビ 13．0
11 ビ ッ ク ケ ン 牡5鹿 57 小坂 忠士小野 建氏 境 直行 浦河 三好牧場 476± 0 〃 クビ 284．0�
813 タカノハーバー 牡4青鹿57 三浦 皇成山口多賀司氏 昆 貢 新冠 ハシモトフアーム 478－ 22：01．3クビ 102．6�
812� ダンツフォワード 牡5栗 57 太宰 啓介山元 哲二氏 本田 優 日高 豊洋牧場 446＋ 22：02．57 28．8�
69 デビルズハーツ 牡4鹿 57 藤田 伸二安原 浩司氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 482± 02：02．81	 32．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 33，547，200円 複勝： 54，230，700円 枠連： 17，446，500円
馬連： 63，144，300円 馬単： 47，486，000円 ワイド： 33，883，000円
3連複： 86，307，400円 3連単： 188，881，700円 計： 524，926，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 190円 � 290円 � 300円 枠 連（5－6） 1，330円

馬 連 �� 2，340円 馬 単 �� 4，510円

ワ イ ド �� 820円 �� 760円 �� 1，320円

3 連 複 ��� 6，540円 3 連 単 ��� 31，870円

票 数

単勝票数 計 335472 的中 � 54071（2番人気）
複勝票数 計 542307 的中 � 91531（2番人気）� 46242（4番人気）� 43443（5番人気）
枠連票数 計 174465 的中 （5－6） 9707（6番人気）
馬連票数 計 631443 的中 �� 19991（10番人気）
馬単票数 計 474860 的中 �� 7782（16番人気）
ワイド票数 計 338830 的中 �� 10303（11番人気）�� 11289（8番人気）�� 6151（14番人気）
3連複票数 計 863074 的中 ��� 9753（21番人気）
3連単票数 計1888817 的中 ��� 4374（87番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―12．2―12．5―12．7―12．4―11．9―11．4―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．4―35．6―48．1―1：00．8―1：13．2―1：25．1―1：36．5―1：48．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トーホウスマート �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 チーフベアハート デビュー 2013．2．24 小倉3着

2010．2．26生 牡4栗 母 トーホウアスカ 母母 カガミアスカ 9戦2勝 賞金 19，200，000円
※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。



10093 4月20日 曇 良 （26阪神2）第8日 第9競走 ��
��1，200�

ち ぐ さ が わ

千 種 川 特 別
発走14時15分 （芝・右）
4歳以上，1，000万円以下，25．4．13以降26．4．13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 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000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
1：07．1
1：06．5

良
良

59 ケイアイウィルゴー 牝4鹿 54 和田 竜二亀田 和弘氏 山内 研二 新ひだか 佐竹 学 476± 01：08．6 5．8�
12 ワ ー ル ン ガ 牡4栗 56 池添 謙一 H.H．シェイク・モハメド 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 438± 0 〃 クビ 2．1�
48 ケイアイヴァーゲ 牡4鹿 54 藤田 伸二亀田 和弘氏 白井 寿昭 浦河 日進牧場 446＋ 41：08．81� 5．8�
11 パープルタイヨー 牡8鹿 52 義 英真中野 銀十氏 境 直行 日高 宝寄山 忠則 448－ 21：08．9クビ 94．1�
36 メ ロ ー ト 牡6黒鹿53 太宰 啓介小林 茂行氏 湯窪 幸雄 新ひだか 田中 裕之 472± 0 〃 クビ 8．9�
713 カシノエルフ 牡5栗 52 松若 風馬柏木 務氏 日吉 正和 鹿児島 柏木 務 490－101：09．0� 103．0�
510 アイビーフォールド 牡7鹿 53 北村 友一 	キャロットファーム 吉田 直弘 新ひだか 広田牧場 474＋ 61：09．1クビ 59．4

612 オビーディエント 牡5黒鹿55 秋山真一郎�ノースヒルズ 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント 458＋ 2 〃 同着 12．1�
47 キークッキー 牝4鹿 50 酒井 学北前孔一郎氏 宮 徹 日高 田中 元寿 476＋ 4 〃 アタマ 199．1
23 エランドール 牝6鹿 51 岩崎 翼	辻牧場 坪 憲章 浦河 辻 牧場 448＋ 2 〃 クビ 51．3�
35 スリーアルテミス 牝6鹿 52 国分 恭介永井商事� 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 472－ 21：09．2クビ 24．8�
24 マイティースコール 牡6栗 54 �島 良太小川 勲氏 宮 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464± 01：09．3	 79．2�
816 マストバイアイテム 牝7黒鹿53 川島 信二	下河辺牧場 宮本 博 日高 下河辺牧場 470＋ 61：09．51
 13．9�
815 ビップイシマツ 牡4青 54 三浦 皇成鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 482－ 61：09．6� 63．5�
611 ドリームフォワード 牡7栗 55 松山 弘平セゾンレースホース� 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 468＋ 61：09．7� 42．3�
714 カシノランナウェイ �4栗 55 国分 優作柏木 務氏 梅内 忍 鹿児島 柏木 務 490± 01：09．8� 60．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，961，400円 複勝： 55，541，100円 枠連： 21，443，300円
馬連： 92，438，100円 馬単： 54，158，100円 ワイド： 39，241，100円
3連複： 121，544，000円 3連単： 211，868，500円 計： 628，195，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 160円 � 130円 � 170円 枠 連（1－5） 600円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，730円

ワ イ ド �� 280円 �� 410円 �� 350円

3 連 複 ��� 1，100円 3 連 単 ��� 6，330円

票 数

単勝票数 計 319614 的中 � 43466（3番人気）
複勝票数 計 555411 的中 � 88727（2番人気）� 144027（1番人気）� 77151（3番人気）
枠連票数 計 214433 的中 （1－5） 26481（1番人気）
馬連票数 計 924381 的中 �� 98269（1番人気）
馬単票数 計 541581 的中 �� 23188（3番人気）
ワイド票数 計 392411 的中 �� 36995（1番人気）�� 22391（3番人気）�� 27562（2番人気）
3連複票数 計1215440 的中 ��� 81597（1番人気）
3連単票数 計2118685 的中 ��� 24724（5番人気）

ハロンタイム 12．1―11．1―11．3―11．2―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．2―34．5―45．7―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケイアイウィルゴー �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ウォーニング デビュー 2012．8．11 小倉1着

2010．2．10生 牝4鹿 母 ケイアイギャラリー 母母 サラトガワールド 16戦3勝 賞金 41，339，000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。
（非当選馬） 2頭 アドマイヤクーガー号・ウエスタンムサシ号

10094 4月20日 曇 良 （26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 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000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
1：08．8
1：08．7

重
重

12 メイショウノーベル 牡5栗 57 幸 英明松本 好雄氏 武田 博 浦河 富田牧場 502± 01：11．5 7．6�
612 ドリームコンサート 牡5栗 57 小牧 太松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 B512＋ 2 〃 アタマ 5．9�
36 フルヒロボーイ 牡5鹿 57 藤岡 佑介古岡 宏仁氏 田中 清隆 日高 木村牧場 530－ 21：11．6� 2．5�
47 アマノレインジャー 牡6栗 57 国分 優作中村 孝氏 湯窪 幸雄 浦河 浦河土肥牧場 496－ 81：12．13 152．0�
59 クランチタイム 牡6鹿 57 高田 潤加藤 千豊氏 木原 一良 様似 山本 和彦 506－ 6 〃 クビ 143．2�
23 レ ギ ス 牡4栗 57 松山 弘平杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 ムラカミファーム 464＋ 21：12．2� 6．2�
713 ヤマノサファイア 牡6栗 57 義 英真澤村 敏雄氏 崎山 博樹 新ひだか 服部 牧場 438＋ 41：12．3クビ 58．3	
35 アルベルティ 牡6鹿 57 田中 健 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 516＋ 2 〃 アタマ 88．0

510 メイショウロフウ 牡4黒鹿57 武 幸四郎松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 浦河日成牧場 472－ 2 〃 クビ 6．8�
611 ミッキーホワイト 牡6黒鹿57 北村 友一野田みづき氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 484－101：12．4クビ 37．0�
11 トップフライアー 牡5青鹿57 	島 良太井上 一郎氏 杉浦 宏昭 様似 中脇 一幸 B498－ 4 〃 クビ 91．6
48 オースミイージー 牡6鹿 57 川島 信二�オースミ 沖 芳夫 日高 広富牧場 500－ 6 〃 ハナ 122．6�
816 キクノフレヴァン 牡8鹿 57 熊沢 重文菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム 486－ 21：12．5� 49．6�
815 アクションバイオ 牡4黒鹿57 池添 謙一バイオ� 西浦 勝一 平取 坂東牧場 498＋ 21：13．24 22．8�
24 ゲンパチメジャー 牡5栗 57 和田 竜二平野 武志氏 萱野 浩二 浦河 林 孝輝 498＋ 41：13．3クビ 24．3�
714 ケージーヨシツネ 牡6鹿 57 酒井 学川井 五郎氏 飯田 雄三 新冠 イワミ牧場 468＋ 21：13．61
 17．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，375，300円 複勝： 75，056，200円 枠連： 27，525，600円
馬連： 130，378，400円 馬単： 68，602，100円 ワイド： 49，732，700円
3連複： 169，799，600円 3連単： 296，863，800円 計： 859，333，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 200円 � 200円 � 140円 枠 連（1－6） 1，940円

馬 連 �� 1，980円 馬 単 �� 4，340円

ワ イ ド �� 790円 �� 390円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，870円 3 連 単 ��� 16，240円

票 数

単勝票数 計 413753 的中 � 43169（5番人気）
複勝票数 計 750562 的中 � 87190（4番人気）� 92053（3番人気）� 178152（1番人気）
枠連票数 計 275256 的中 （1－6） 10506（9番人気）
馬連票数 計1303784 的中 �� 48596（7番人気）
馬単票数 計 686021 的中 �� 11674（16番人気）
ワイド票数 計 497327 的中 �� 14483（7番人気）�� 33552（2番人気）�� 30026（3番人気）
3連複票数 計1697996 的中 ��� 67060（3番人気）
3連単票数 計2968638 的中 ��� 13496（35番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．8―11．7―12．1―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．7―46．4―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウノーベル �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Miswaki デビュー 2012．5．26 京都1着

2009．3．31生 牡5栗 母 ミ ス キ 母母 Alvernia 10戦4勝 賞金 48，443，000円
※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 アメージングタクト号・グローリールピナス号・サウスビクトル号・サザンブレイズ号・シゲルスダチ号・

セイラ号・ミッドナイトクロス号・ミヤジエルビス号・リッカアリュール号・レッドヴァンクール号

１レース目



10095 4月20日 小雨 良 （26阪神2）第8日 第11競走 ��
��1，800�

な ん ば

難波ステークス
発走15時30分 （芝・右・外）
4歳以上，1，600万円以下，25．4．13以降26．4．13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 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：44．1

良
良

24 マコトブリジャール 牝4鹿 53 秋山真一郎�ディアマント �島 一歩 様似 出口 繁夫 400＋ 61：45．7 16．1�
48 デウスウルト �6黒鹿55 E．ペドロサ 吉田 勝己氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 468＋141：45．91	 5．2�

（独）

36 ドリームトレイン 牡5黒鹿54 幸 英明前田 幸治氏 谷 潔 新冠 村上牧場 506＋ 41：46．0
 26．0�
12 カ ノ ン 牝4鹿 52 義 英真 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 470＋ 61：46．1
 23．9�
11 ミルドリーム 牡5青鹿57．5 池添 謙一平井 裕氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 446－ 4 〃 クビ 4．8�
59 � タ ー フ ェ ル 牡6栗 54 松山 弘平伊達 敏明氏 今野 貞一 日高 サンシャイン

牧場 B502－ 21：46．31	 45．7	
816 クッカーニャ 牝5青鹿52 酒井 学 
サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 462－ 6 〃 クビ 52．0�
713 ローゼンケーニッヒ 牡5黒鹿56 小牧 太 
サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 470＋ 21：46．51 11．6�
35 リヴェレンテ 牡6青鹿57 三浦 皇成 
社台レースホース浅見 秀一 安平 追分ファーム 504－ 81：46．6
 4．2
23 ローレルブレット 牡5黒鹿55 藤岡 佑介 �ローレルレーシング 今野 貞一 新冠 川島牧場 448± 0 〃 クビ 6．4�
611 オールアズワン 牡6黒鹿55 国分 恭介宮川 純造氏 加用 正 新冠 オリエント牧場 488＋ 21：46．7クビ 35．1�
612� タマモマーブル �6栗 55 小林 徹弥タマモ� 南井 克巳 新ひだか 前田牧場 480＋ 81：47．33
 14．8�
510 ゼンノルジェロ 牡6青 54 川原 正一大迫久美子氏 飯田 祐史 安平 ノーザンファーム 504＋ 21：47．51 44．7�

（兵庫）

815 メイショウドンタク 牡8黒鹿54 太宰 啓介松本 好雄氏 本田 優 浦河 太陽牧場 504＋ 8 〃 クビ 78．4�
47 トウカイオーロラ 牡7黒鹿54 和田 竜二内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 474－ 61：47．71	 66．6�
714� ロードロックスター 牡8鹿 53 藤田 伸二 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 愛 K.I. Farm 502＋ 21：48．97 19．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，896，500円 複勝： 73，610，000円 枠連： 45，433，700円
馬連： 209，905，700円 馬単： 101，543，600円 ワイド： 66，487，800円
3連複： 279，232，300円 3連単： 497，911，000円 計： 1，318，020，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，610円 複 勝 � 500円 � 230円 � 690円 枠 連（2－4） 1，250円

馬 連 �� 3，580円 馬 単 �� 8，560円

ワ イ ド �� 1，630円 �� 5，130円 �� 1，820円

3 連 複 ��� 29，540円 3 連 単 ��� 201，570円

票 数

単勝票数 計 438965 的中 � 21572（7番人気）
複勝票数 計 736100 的中 � 36083（7番人気）� 101225（3番人気）� 25245（9番人気）
枠連票数 計 454337 的中 （2－4） 26868（6番人気）
馬連票数 計2099057 的中 �� 43274（13番人気）
馬単票数 計1015436 的中 �� 8756（33番人気）
ワイド票数 計 664878 的中 �� 10202（20番人気）�� 3132（58番人気）�� 9054（21番人気）
3連複票数 計2792323 的中 ��� 6978（89番人気）
3連単票数 計4979110 的中 ��� 1823（546番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．7―35．1―47．3―59．4―1：11．3―1：22．4―1：33．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マコトブリジャール �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2013．3．10 阪神1着

2010．3．23生 牝4鹿 母 マコトコーラン 母母 ビットオブフェイス 12戦4勝 賞金 50，560，000円
〔その他〕 ロードロックスター号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ロードロックスター号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成26年5月20日まで出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

10096 4月20日 曇 良 （26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 10，200，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，020，000円� コースレコード

中央レコード
2：01．0
2：01．0

不良
不良

711 クラージュドール 牡4鹿 57 北村 友一 �社台レースホース池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 512＋142：05．4 7．2�

44 リーゼントブルース 牡5芦 57 藤田 伸二三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 井高牧場 B476－ 22：05．5� 3．4�
812 エアラギオール 牡6黒鹿57 藤岡 佑介 �ラッキーフィールド藤原 英昭 千歳 社台ファーム 498－ 2 〃 クビ 5．0�
56 アーバンレジェンド 牝4栗 55 松山 弘平吉田 照哉氏 松田 博資 千歳 社台ファーム 458＋ 8 〃 ハナ 11．0�
57 エアラーテル 牡5栗 57 池添 謙一 �ラッキーフィールド笹田 和秀 むかわ 上水牧場 466－ 82：06．03 13．8	
710 メイショウドゥーマ 牡4黒鹿57 太宰 啓介松本 好
氏 本田 優 新冠 ビッグレッドファーム 486－ 22：06．1	 82．1�
33 コスモメルハバ 牡5鹿 57 E．ペドロサ �ビッグレッドファーム 清水 英克 新ひだか 田上 稔 504－ 82：06．2クビ 20．6�

（独）

69 ケイティバローズ 牝4鹿 55
52 ▲岩崎 翼猪熊 広次氏 角田 晃一 新冠 石郷岡 雅樹 486± 02：06．62� 16．5

68 デジタルハーツ 牡5鹿 57 小牧 太林 正道氏 大久保龍志 浦河 高村牧場 478－ 22：07．02� 3．7�
11 ハッピーストーリー 牡5黒鹿 57

54 ▲城戸 義政小川 勲氏 宮 徹 新ひだか へいはた牧場 528＋ 6 〃 ハナ 83．6�
22 ケイジータイタン 
4青鹿57 川島 信二鹿倉 勝�氏 萱野 浩二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B516± 02：08．06 87．1�
45 ウインベルカント 牡7黒鹿57 川原 正一�ウイン 奥村 武 新ひだか 原口牧場 478－ 42：08．31	 170．8�

（兵庫）

813 ダイワデッセー 牝5栗 55 和田 竜二大城 敬三氏 松田 国英 新ひだか フジワラフアーム 486± 02：08．4� 26．1�
（13頭）

売 得 金
単勝： 50，219，200円 複勝： 74，134，900円 枠連： 32，658，500円
馬連： 149，245，300円 馬単： 76，644，800円 ワイド： 53，654，000円
3連複： 186，918，600円 3連単： 363，918，300円 計： 987，393，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 210円 � 150円 � 180円 枠 連（4－7） 1，290円

馬 連 �� 1，560円 馬 単 �� 3，220円

ワ イ ド �� 550円 �� 590円 �� 370円

3 連 複 ��� 2，030円 3 連 単 ��� 13，880円

票 数

単勝票数 計 502192 的中 � 55550（4番人気）
複勝票数 計 741349 的中 � 85996（4番人気）� 152371（1番人気）� 109965（3番人気）
枠連票数 計 326585 的中 （4－7） 18710（8番人気）
馬連票数 計1492453 的中 �� 70631（4番人気）
馬単票数 計 766448 的中 �� 17591（10番人気）
ワイド票数 計 536540 的中 �� 23438（4番人気）�� 21742（5番人気）�� 38815（2番人気）
3連複票数 計1869186 的中 ��� 68277（3番人気）
3連単票数 計3639183 的中 ��� 19362（30番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．9―13．6―13．1―13．2―12．9―12．5―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．3―35．2―48．8―1：01．9―1：15．1―1：28．0―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4F50．3―3F37．4
1
3
4（8，9）3，12，13，1，6，7，5－11（2，10）
4，8（3，9）（12，13，5）（1，6，7）2（11，10）

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

勝馬の
紹 介

クラージュドール �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．12．24 阪神7着

2010．1．27生 牡4鹿 母 レクレドール 母母 ゴールデンサッシュ 9戦3勝 賞金 26，690，000円
〔制裁〕 メイショウドゥーマ号の調教師本田優は，装鞍所集合時刻に遅れたことについて戒告。

アーバンレジェンド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）について過怠金30，000円。
※ハッピーストーリー号・メイショウドゥーマ号は，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または施行団体名を表示している。

４レース目



（26阪神2）第8日 4月20日（日曜日） 曇一時雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 190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

205，650，000円
6，700，000円
1，480，000円
18，700，000円
73，379，000円
4，940，000円
1，824，000円

勝馬投票券売得金
344，288，200円
578，550，100円
237，850，800円
960，257，500円
547，393，900円
401，602，300円
1，284，307，900円
2，247，963，000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 6，602，213，700円

総入場人員 18，002名 （有料入場人員 16，895名）



平成26年度 第2回阪神競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，413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

2，069，360，000円
4，160，000円
47，450，000円
54，922，000円
190，520，000円
550，771，000円
39，033，800円
13，564，800円

勝馬投票券売得金
4，120，903，600円
7，600，971，400円
2，326，536，000円
9，648，910，300円
6，231，749，900円
4，181，370，900円
13，216，757，600円
28，521，040，300円
789，211，700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 76，637，451，700円

総入場延人員 165，740名 （有料入場延人員 156，121名）
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