
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性
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増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

10025 4月4日 晴 重 （27阪神2）第3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）

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

45 メイショウクオン 牡3鹿 56
53 ▲城戸 義政松本 好�氏 角田 晃一 日高 千葉飯田牧場 502＋ 41：53．8 15．6�

33 ク ロ ー ザ ー 牡3栗 56 福永 祐一�ノースヒルズ 松元 茂樹 新冠 株式会社
ノースヒルズ 434± 0 〃 クビ 4．6�

34 テイエムトラネコ 牡3芦 56
55 ☆小崎 綾也竹園 正繼氏 柴田 光陽 日高 豊郷牧場 464－ 21：54．01� 18．3�

58 シゲルホウネンサイ 牡3鹿 56 M．デムーロ森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 佐々木 恵一 554± 01：54．1クビ 3．0�
11 ワールドレジェンド 牡3栗 56 岩田 康誠菅原 広隆氏 松永 昌博 新冠 佐藤 信広 480± 01：54．2� 8．5	
46 デンコウシュク 牡3青 56 池添 謙一田中 康弘氏 庄野 靖志 様似 中脇 一幸 436± 01：54．94 2．5

712 ロードエスペランサ 牡3鹿 56 幸 英明 �ロードホースクラブ 高橋 康之 浦河 高村牧場 B478± 0 〃 ハナ 45．9�
22 ジョーハリス 牡3鹿 56 松田 大作上田けい子氏 松下 武士 新ひだか 斉藤スタッド 436± 01：55．22 67．9�
711 メイショウデコイ 牝3栗 54

51 ▲義 英真松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 赤田牧場 434－ 61：55．62� 262．7
610 ウインオベロン 牡3黒鹿56 熊沢 重文�ウイン 宮本 博 新ひだか 城地 清満 464＋ 21：55．81� 37．1�
814 タマモスマッシュ 牡3鹿 56 水口 優也タマモ� 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 444＋ 4 〃 ハナ 231．0�
57 カネトシエトワール 牡3鹿 56 北村 友一兼松 利男氏 沖 芳夫 青森 長谷地 義正 432－ 21：56．0� 259．8�
69 ビ ッ グ フ ジ 牡3鹿 56 森 一馬�ビッグ 西村 真幸 浦河 村下 清志 490－ 21：57．17 235．5�
813 ティーベレヌス 牡3栗 56 花田 大昂�高橋ファーム 西橋 豊治 新ひだか 三木田 明仁 468± 02：02．2大差 329．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 17，964，100円 複勝： 33，483，000円 枠連： 10，764，900円
馬連： 43，778，700円 馬単： 29，566，800円 ワイド： 26，187，300円
3連複： 66，413，900円 3連単： 121，094，000円 計： 349，252，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，560円 複 勝 � 690円 � 240円 � 520円 枠 連（3－4） 530円

馬 連 �� 3，500円 馬 単 �� 8，910円

ワ イ ド �� 1，130円 �� 2，230円 �� 880円

3 連 複 ��� 11，110円 3 連 単 ��� 71，720円

票 数

単勝票数 計 179641 的中 � 9167（5番人気）
複勝票数 計 334830 的中 � 11544（6番人気）� 42086（3番人気）� 15790（5番人気）
枠連票数 計 107649 的中 （3－4） 15659（3番人気）
馬連票数 計 437787 的中 �� 9670（10番人気）
馬単票数 計 295668 的中 �� 2487（25番人気）
ワイド票数 計 261873 的中 �� 6012（12番人気）�� 2936（18番人気）�� 7846（9番人気）
3連複票数 計 664139 的中 ��� 4481（28番人気）
3連単票数 計1210940 的中 ��� 1224（149番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．0―37．2―50．3―1：02．9―1：15．2―1：27．9―1：40．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウクオン �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 Belong to Me デビュー 2014．9．21 阪神7着

2012．2．15生 牡3鹿 母 ビオジオズベイビー 母母 Fois Gras 9戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ティーベレヌス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年5月4日まで平地競走

に出走できない。
※カネトシエトワール号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

10026 4月4日 晴 重 （27阪神2）第3日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時25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

24 ハクサンフレンチ 牡3鹿 56 岩田 康誠河﨑 五市氏 坂口 正則 新ひだか チャンピオンズファーム 486± 01：12．7 2．6�
714 セイジャッカル 牡3鹿 56 幸 英明金田 成基氏 服部 利之 新ひだか 嶋田牧場 468＋ 4 〃 クビ 3．9�
23 ココロナルハ 牝3黒鹿54 太宰 啓介藤原征士郎氏 福島 信晴 浦河 大西ファーム 434－101：12．91� 39．5�
611 カネトシバリアント 牡3栗 56 中谷 雄太兼松 利男氏 西村 真幸 浦河 高昭牧場 464－ 61：13．22 29．9�
510 ル ビ ロ ー サ 牡3鹿 56 菱田 裕二 H.H．シェイク・モハメド 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 534 ―1：13．41� 84．4�
47 メイショウヒルガオ 牝3鹿 54 武 幸四郎松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 448－ 21：13．5� 95．3�
816 ゴールデンレコード 牝3青鹿54 池添 謙一吉田 照哉氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 476± 01：13．6クビ 6．6	
713 ト ゥ ル ビ ネ 牝3芦 54 川田 将雅 
キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 434－ 2 〃 アタマ 18．0�
12 イチバンクジ �3栗 56 小林 徹弥蛭川 年明氏 安達 昭夫 むかわ 真壁 信一 434＋ 21：13．7� 339．2�
48 マッテンタルト 牝3栗 54

53 ☆小崎 綾也 ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 小崎 憲 むかわ 上水牧場 464－ 21：13．8クビ 52．4�

59 シンプリーレモン 牝3栗 54 川島 信二藤澤眞佐子氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 458 ―1：13．9� 29．2�
612 ウインドレイン 牝3鹿 54 松山 弘平福原 正博氏 鈴木 孝志 平取 雅 牧場 448＋ 2 〃 ハナ 173．1�
36 スズカレグルス 牡3栗 56 古川 吉洋永井商事 西橋 豊治 様似 様似共栄牧場 B454－ 8 〃 ハナ 306．2�
35 ストレーニア 牝3鹿 54

53 ☆松若 風馬ノースヒルズ 矢作 芳人 新冠 株式会社
ノースヒルズ 454＋ 21：14．21� 148．0�

815 ス キ ュ ラ 牝3鹿 54 松田 大作谷口 貞保氏 高橋 康之 新冠 タニグチ牧場 456－ 91：15．810 313．0�
11 ワンラヴワンハート 牡3青鹿56 M．デムーロ山住 勲氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 484＋161：15．9クビ 3．8�
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売 得 金
単勝： 22，775，300円 複勝： 36，475，900円 枠連： 12，835，500円
馬連： 49，519，800円 馬単： 31，165，500円 ワイド： 28，039，200円
3連複： 69，079，700円 3連単： 103，943，400円 計： 353，834，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 140円 � 610円 枠 連（2－7） 370円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 740円

ワ イ ド �� 200円 �� 1，130円 �� 1，490円

3 連 複 ��� 3，610円 3 連 単 ��� 12，360円

票 数

単勝票数 計 227753 的中 � 68052（1番人気）
複勝票数 計 364759 的中 � 110423（1番人気）� 70208（2番人気）� 8709（8番人気）
枠連票数 計 128355 的中 （2－7） 26443（1番人気）
馬連票数 計 495198 的中 �� 87206（1番人気）
馬単票数 計 311655 的中 �� 31474（1番人気）
ワイド票数 計 280392 的中 �� 46007（1番人気）�� 5493（11番人気）�� 4096（15番人気）
3連複票数 計 690797 的中 ��� 14350（9番人気）
3連単票数 計1039434 的中 ��� 6097（33番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．7―11．9―12．1―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．6―35．3―47．2―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハクサンフレンチ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2014．7．12 中京4着

2012．4．3生 牡3鹿 母 リキセレナード 母母 ムーンセレナード 10戦1勝 賞金 16，200，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 トゥルエノ号
（非抽選馬） 2頭 コウエイサムライ号・サマーサラファン号

第２回 阪神競馬 第３日



10027 4月4日 晴 稍重 （27阪神2）第3日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時55分 （芝・右・外）

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
1：44．5
1：43．9

良
良

817 グレースドゥモナコ 牝3鹿 54 森 一馬西田 彰宏氏 松永 昌博 日高 スマイルファーム 464＋121：50．3 5．1�
612 カレンオプシス 牝3青鹿54 松山 弘平鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 490 ― 〃 クビ 5．0�
35 レーヌドブリエ 牝3栗 54 菱田 裕二 �シルクレーシング 矢作 芳人 洞�湖 レイクヴィラファーム 414＋ 81：50．4クビ 9．3�
59 ミッキーポーチ 牝3鹿 54 福永 祐一野田みづき氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 496＋ 41：50．61� 4．0�
23 ゴールドグローリー 牝3栗 54 和田 竜二居城 要氏 友道 康夫 新冠 北勝ファーム 488－ 41：50．7クビ 4．2�
510 オ マ ケ 牝3鹿 54

53 ☆松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 450＋ 6 〃 ハナ 23．4	
816 シャンタルエット 牝3鹿 54 岩田 康誠 �サンデーレーシング 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 470＋10 〃 クビ 30．3

611 メイショウワゴコロ 牝3青鹿 54

52 △岩崎 翼松本 好雄氏 中村 均 浦河 谷川牧場 432＋ 81：51．44 25．8�
818 エイシンシャンプー 牝3黒鹿54 四位 洋文�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 444± 01：51．61� 67．7
48 ピアノコンチェルト 牝3黒鹿54 柴田 未崎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新ひだか 片山牧場 400± 01：51．7� 124．6�
11 ローズカリーナ 牝3栗 54 小牧 太吉田 勝己氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 382－12 〃 ハナ 56．4�
713 ナ ゴ ミ 牝3鹿 54

51 ▲義 英真�イクタ 崎山 博樹 新冠 ムラカミファーム 436－ 61：51．91� 235．7�
715 レッドシェダル 牝3黒鹿 54

53 ☆小崎 綾也 �東京ホースレーシング 橋田 満 千歳 社台ファーム 468 ―1：52．32� 20．1�
12 トウバレリーナ 牝3青 54 藤岡 佑介玉井 宏和氏 谷 潔 千歳 社台ファーム 458 ― 〃 クビ 36．7�
36 ルーセントハート 牝3黒鹿54 水口 優也 �キャロットファーム 浜田多実雄 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446 ― 〃 ハナ 106．3�
24 ホッコーベンヌ 牝3栗 54 国分 優作矢部 道晃氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 424－ 61：52．51� 364．6�
714 ヤマニンラビサン 牝3栗 54 幸 英明土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 472－ 41：52．6クビ 62．3�
47 タカノコーラン 牝3芦 54

51 ▲�島 克駿山口多賀司氏 福島 信晴 浦河 グラストレーニ
ングセンター 412＋ 21：53．02� 341．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 24，343，300円 複勝： 36，815，900円 枠連： 14，024，400円
馬連： 52，506，200円 馬単： 28，811，400円 ワイド： 31，084，100円
3連複： 70，356，500円 3連単： 93，972，800円 計： 351，914，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 200円 � 220円 � 220円 枠 連（6－8） 1，080円

馬 連 �� 1，740円 馬 単 �� 3，440円

ワ イ ド �� 730円 �� 1，090円 �� 620円

3 連 複 ��� 5，020円 3 連 単 ��� 22，900円

票 数

単勝票数 計 243433 的中 � 37498（4番人気）
複勝票数 計 368159 的中 � 50892（3番人気）� 42842（4番人気）� 41798（5番人気）
枠連票数 計 140244 的中 （6－8） 10015（6番人気）
馬連票数 計 525062 的中 �� 23301（7番人気）
馬単票数 計 288114 的中 �� 6264（15番人気）
ワイド票数 計 310841 的中 �� 11054（8番人気）�� 7114（12番人気）�� 13084（6番人気）
3連複票数 計 703565 的中 ��� 10494（11番人気）
3連単票数 計 939728 的中 ��� 2975（53番人気）

ハロンタイム 12．9―11．4―12．5―12．9―13．0―12．6―11．9―11．1―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．3―36．8―49．7―1：02．7―1：15．3―1：27．2―1：38．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．6―3F35．0
3 17，16（13，12）（5，10）（3，14）（7，11）（4，18）（8，9）（1，6，2）－15 4 17，16（13，12）（5，14）10（3，18）11（7，9）（8，2）4，6，1－15

勝馬の
紹 介

グレースドゥモナコ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2015．3．15 中京3着

2012．4．12生 牝3鹿 母 サワノパルファン 母母 サワノプリマベーラ 2戦1勝 賞金 6，300，000円
〔発走状況〕 メイショウワゴコロ号は，枠内駐立不良〔突進〕。
〔調教再審査〕 メイショウワゴコロ号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 アムールサンライズ号
（非抽選馬） 4頭 ウイングタイガー号・ディーバスター号・トワイライトキッス号・ヒトミヲトジテ号

10028 4月4日 晴 稍重 （27阪神2）第3日 第4競走 ��
��2，200�サラブレッド系3歳

発走11時25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

715 トウカイトレジャー 牡3栗 56 藤岡 佑介内村 正則氏 野中 賢二 登別 青藍牧場 506± 02：17．1 13．1�
818 クリノイーソー 牡3鹿 56 古川 吉洋栗本 博晴氏 武田 博 日高 横井 哲 474± 02：17．31� 21．4�
612 レッドサバス 牡3黒鹿56 福永 祐一 �東京ホースレーシング 松田 国英 千歳 社台ファーム 462－ 22：17．51� 3．3�
36 サラトガスピリット 牡3栗 56 和田 竜二平井 裕氏 友道 康夫 日高 白井牧場 514 ― 〃 クビ 4．1�
714 ドンアルフォンス 牡3黒鹿56 小牧 太山田 貢一氏 庄野 靖志 日高 日西牧場 452± 02：17．71� 4．3�
24 グランアトス 牡3栗 56 国分 恭介岡田 牧雄氏 宮 徹 新冠 小泉 学 506－ 22：18．33� 29．9	
611 ペプチドホープフル 牡3鹿 56 藤岡 康太沼川 一彦氏 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 530－122：18．51� 19．8

817 バトルボンネビル 牡3芦 56

53 ▲城戸 義政宮川 秋信氏 森田 直行 浦河 山田 昇史 444－ 2 〃 アタマ 214．4�
48 マニワバイオマス 牡3芦 56

55 ☆松若 風馬�サンライズ 高橋 義忠 新冠 森永 聡 518± 02：18．6	 227．7
23 ミリノカイザー 牡3青鹿56 岩田 康誠榮 義則氏 森 秀行 新ひだか 桜井牧場 460 ― 〃 クビ 39．3�
713 ダンツエイカン 牡3鹿 56 松山 弘平山元 哲二氏 山内 研二 平取 スガタ牧場 536＋ 22：18．7� 142．1�
12 ティーエスバラ 牡3鹿 56 岡田 祥嗣田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 488＋ 4 〃 アタマ 99．0�
59 
 ベ ラ ル デ ィ 牡3鹿 56 M．デムーロ山本 英俊氏 角居 勝彦 米 N.Y. Kitten

Foals, LLC 508± 02：18．8クビ 7．5�
35 ヒルノケルン 牡3鹿 56 �島 良太�ヒルノ 昆 貢 新ひだか 桜井牧場 502＋ 42：18．9� 20．9�
510 オメガレイノワール 牡3青鹿56 浜中 俊原 �子氏 安田 隆行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 430± 0 〃 クビ 49．4�
47 グッドウィーク 牡3青鹿 56

54 △岩崎 翼山本 茂氏 加藤 敬二 新ひだか 元道牧場 510－ 42：20．9大差 424．8�
11 バ ニ ス タ ー 牡3青鹿56 藤田 伸二村上 憲政氏 本田 優 新冠 守矢牧場 500＋ 22：21．0クビ 70．3�
816 ファイヤウィード 牝3鹿 54 国分 優作松田 整二氏 日吉 正和 新ひだか 坂本 春信 484－ 62：21．53 498．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 25，651，200円 複勝： 42，909，800円 枠連： 16，726，400円
馬連： 54，162，400円 馬単： 30，186，100円 ワイド： 31，287，300円
3連複： 73，830，100円 3連単： 100，113，300円 計： 374，866，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，310円 複 勝 � 280円 � 410円 � 130円 枠 連（7－8） 1，950円

馬 連 �� 10，470円 馬 単 �� 24，360円

ワ イ ド �� 2，880円 �� 590円 �� 780円

3 連 複 ��� 7，930円 3 連 単 ��� 73，610円

票 数

単勝票数 計 256512 的中 � 15558（5番人気）
複勝票数 計 429098 的中 � 33818（5番人気）� 20595（7番人気）� 118101（1番人気）
枠連票数 計 167264 的中 （7－8） 6644（7番人気）
馬連票数 計 541624 的中 �� 4006（30番人気）
馬単票数 計 301861 的中 �� 929（64番人気）
ワイド票数 計 312873 的中 �� 2630（29番人気）�� 14221（5番人気）�� 10493（7番人気）
3連複票数 計 738301 的中 ��� 6981（25番人気）
3連単票数 計1001133 的中 ��� 986（211番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―12．1―13．9―13．9―13．5―11．6―12．4―11．9―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．8―24．0―36．1―50．0―1：03．9―1：17．4―1：29．0―1：41．4―1：53．3―2：05．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F35．7
1
3

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

勝馬の
紹 介

トウカイトレジャー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー 2015．2．15 京都5着

2012．4．14生 牡3栗 母 ブリリアントノバ 母母 ブリリアントミスト 3戦1勝 賞金 6，100，000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。
（非当選馬） 1頭 シビックハート号



10029 4月4日 晴 稍重 （27阪神2）第3日 第5競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走12時15分 （ダート・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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

44 リリーウイナー 牡3鹿 56 藤岡 康太土井 孝夫氏 平田 修 日高 下河辺牧場 534± 01：24．3 11．2�
11 ア グ ス タ 牡3鹿 56 福永 祐一寺田 寿男氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 502＋ 41：24．4� 3．9�
57 ミ ツ バ 牡3鹿 56 幸 英明�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 448± 01：24．5� 4．6�
56 タマモワカサマ 牡3鹿 56 岩田 康誠タマモ� 五十嵐忠男 新冠 新冠伊藤牧場 478＋ 2 〃 クビ 8．5�
813 テイケイラピッド 牝3栗 54 M．デムーロ兼松 忠男氏 荒川 義之 洞�湖 レイクヴィラファーム 502－ 21：24．92� 4．5�
33 トーホウレゼルヴ 牝3黒鹿54 浜中 俊東豊物産� 藤原 英昭 浦河 有限会社

吉田ファーム 438＋ 2 〃 ハナ 11．6	
22 ミトノゴールド 牡3栗 56 菱田 裕二ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 新ひだか 千代田牧場 482± 01：25．0クビ 27．9

45 ナムラカモン 牡3栗 56

53 ▲三津谷隼人奈村 信重氏 目野 哲也 様似 林 時春 454＋ 41：25．63� 37．0�
710 メイショウヒマワリ 牝3栗 54 和田 竜二松本 好�氏 荒川 義之 浦河 富田牧場 488± 01：25．81� 24．4
711 ビ ス カ リ ア 牝3鹿 54 小牧 太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 436± 01：25．9� 43．4�
68 カジノプレイヤー 牡3栗 56 武 豊吉田 照哉氏 本田 優 千歳 社台ファーム 462－ 61：26．0� 8．0�
69 ナムラオウテ 牡3黒鹿56 国分 恭介奈村 信重氏 福島 信晴 日高 ナカノファーム 444－ 41：26．1� 117．5�
812 サンセットビーチ 牡3鹿 56 国分 優作 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム 430＋ 31：26．3� 123．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 30，271，700円 複勝： 52，594，400円 枠連： 16，540，300円
馬連： 65，323，900円 馬単： 34，632，200円 ワイド： 36，244，500円
3連複： 89，157，600円 3連単： 126，574，100円 計： 451，338，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，120円 複 勝 � 280円 � 160円 � 180円 枠 連（1－4） 2，620円

馬 連 �� 2，850円 馬 単 �� 6，860円

ワ イ ド �� 1，180円 �� 850円 �� 530円

3 連 複 ��� 4，120円 3 連 単 ��� 34，780円

票 数

単勝票数 計 302717 的中 � 21481（6番人気）
複勝票数 計 525944 的中 � 40763（6番人気）� 93805（1番人気）� 79283（3番人気）
枠連票数 計 165403 的中 （1－4） 4877（13番人気）
馬連票数 計 653239 的中 �� 17730（14番人気）
馬単票数 計 346322 的中 �� 3785（34番人気）
ワイド票数 計 362445 的中 �� 7598（18番人気）�� 10758（11番人気）�� 18307（4番人気）
3連複票数 計 891576 的中 ��� 16195（13番人気）
3連単票数 計1265741 的中 ��� 2638（124番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―35．0―47．0―59．0―1：11．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リリーウイナー �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 Halo デビュー 2014．10．12 東京2着

2012．4．8生 牡3鹿 母 スリーソウツ 母母 Three Secrets 5戦2勝 賞金 17，750，000円

10030 4月4日 晴 良 （27阪神2）第3日 第6競走 ��1，600�サラブレッド系4歳以上
発走12時45分 （芝・右・外）

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
1：32．0
1：30．7

良
良

23 ドラゴンストリート 牡4鹿 57 福永 祐一窪田 芳郎氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 476－ 41：34．9 4．1�
12 フェイブルネージュ 牝4鹿 55 M．デムーロ �社台レースホース加用 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450± 01：35．22 3．2�
47 ワクワクカンヲ 牡4鹿 57

56 ☆松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 B476＋ 41：35．3� 28．7�
510 メイショウヤマホコ 牡5黒鹿57 小牧 太松本 好雄氏 藤沢 則雄 日高 天羽牧場 476＋ 41：35．4� 16．4�
35 ベッラレジーナ 牝4鹿 55 藤岡 康太 �シルクレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 436－ 41：35．5� 10．1�
11 サンマルホーム 牡5栗 57 松山 弘平相馬 勇氏 山内 研二 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 B436＋ 21：35．82 62．2	
59 サチノリーダース 牡5青鹿57 国分 優作佐藤 勝士氏 服部 利之 新冠 競優牧場 454＋ 21：35．9� 22．7

24 ヤマニンバステト 牝4鹿 55 武 豊土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 456± 0 〃 アタマ 28．7�
612 トップアート 牡4鹿 57 浜中 俊青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム B440－ 21：36．0クビ 4．0�
714 アグネスミニッツ 牡4栗 57

55 △岩崎 翼渡辺公美子氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 504－ 2 〃 アタマ 72．9
715 サンレイロッキー 牡4鹿 57 和田 竜二永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 466± 0 〃 ハナ 370．9�
818 テイエムナデューラ 牝4栗 55

52 ▲加藤 祥太竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 タニグチ牧場 448－ 41：36．1� 137．7�
611 ティーエスネオ 牡4芦 57 菱田 裕二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 516－ 21：36．2� 65．4�
36 マイネマレフィカ 牝4栗 55 柴田 未崎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 コスモヴューファーム 442＋ 41：36．41� 83．4�
713 ホッコータフネス 牡4鹿 57 幸 英明矢部 道晃氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 466＋101：36．5クビ 43．1�
817� ダノンサイクロン 牝4青鹿 55

54 ☆小崎 綾也�ダノックス 千田 輝彦 安平 ノーザンファーム 466＋101：36．71 22．1�
816 ニホンピロマイティ 牡5黒鹿57 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 474＋181：37．12� 170．0�
48 ルヴァンカー 牡4鹿 57 四位 洋文 �キャロットファーム 小崎 憲 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466－101：37．31� 25．8�
（18頭）

売 得 金
単勝： 29，119，300円 複勝： 46，011，600円 枠連： 17，405，300円
馬連： 66，655，600円 馬単： 33，836，000円 ワイド： 37，300，100円
3連複： 85，559，400円 3連単： 115，353，900円 計： 431，241，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 150円 � 150円 � 490円 枠 連（1－2） 630円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，620円

ワ イ ド �� 310円 �� 1，430円 �� 1，350円

3 連 複 ��� 4，570円 3 連 単 ��� 17，810円

票 数

単勝票数 計 291193 的中 � 55640（3番人気）
複勝票数 計 460116 的中 � 89332（2番人気）� 96208（1番人気）� 16526（8番人気）
枠連票数 計 174053 的中 （1－2） 21126（2番人気）
馬連票数 計 666556 的中 �� 71090（2番人気）
馬単票数 計 338360 的中 �� 15636（5番人気）
ワイド票数 計 373001 的中 �� 34807（2番人気）�� 6186（16番人気）�� 6592（12番人気）
3連複票数 計 855594 的中 ��� 14021（9番人気）
3連単票数 計1153539 的中 ��� 4694（35番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―12．3―12．1―11．9―11．6―11．0―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．1―36．4―48．5―1：00．4―1：12．0―1：23．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドラゴンストリート �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Cozzene デビュー 2013．9．28 阪神5着

2011．5．1生 牡4鹿 母 フィラストリート 母母 Phydilla 10戦2勝 賞金 22，800，000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。
（非当選馬） 1頭 スリーカーニバル号



10031 4月4日 晴 稍重 （27阪神2）第3日 第7競走 ��
��1，400�サラブレッド系4歳以上

発走13時15分 （ダート・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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

814 ダテノハクトラ 牡4芦 57
56 ☆松若 風馬河内 孝夫氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 484± 01：24．6 2．4�

611 ア バ ン サ ル 牡4栗 57 小牧 太今西 和雄氏 中村 均 新冠 石田牧場 502＋ 21：24．7� 6．7�
22 	 コズミックショア 牝5鹿 55 松山 弘平吉田 和美氏 今野 貞一 米 Alpha Delta

Stables, LLC 474－12 〃 クビ 12．9�
58 ヴェアデイロス 牡6鹿 57 藤岡 佑介�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 450－ 2 〃 ハナ 5．7�
713 ゴットロブロイ 牡4栗 57 古川 吉洋後藤 進氏 木原 一良 浦河 富田牧場 520＋ 21：24．91
 10．0�
610 サ ン シ カ ゴ 牡4栗 57 松田 大作加藤 信之氏 田所 秀孝 日高 加藤ステーブル 482－ 41：25．22 17．0	
46 テイエムゴージャス 牝4鹿 55 藤田 伸二竹園 正繼氏 柴田 政見 平取 北島牧場 490＋ 21：25．3クビ 194．4

23 	 レアヴェントゥーレ 牡5芦 57 岩田 康誠小田 吉男氏 森 秀行 米 SyBon Racing

Stable LLC 532＋ 6 〃 クビ 5．1�
47 マ チ ル ダ 牝4栗 55 中井 裕二萩 英男氏 飯田 雄三 日高 中川 哲也 468－ 21：25．51
 20．1�
815� メイショウマツシマ 牝4青鹿55 �島 良太松本 好雄氏 武田 博 新冠 新冠橋本牧場 450－ 41：25．71
 105．5
712 クリノプリムラ 牝4栗 55 幸 英明栗本 博晴氏 奥村 豊 日高 日西牧場 436＋ 21：26．12 109．3�
34 ポ ロ タ ン 牝5鹿 55

52 ▲義 英真小田切有一氏 田中 章博 浦河 木村牧場 440＋ 61：26．31 210．2�
59 � ワンダーフロレゾン 牝5鹿 55

52 ▲加藤 祥太山本 信行氏 羽月 友彦 新ひだか フクダファーム 442＋161：26．51
 169．8�
35 コパノハリー 牡4栗 57 柴田 未崎小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか 佐竹 学 454± 01：27．13 165．9�
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11 モズニントク 牡4黒鹿 57

55 △岩崎 翼 �キャピタル・システム 南井 克巳 新ひだか 山野牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 27，467，900円 複勝： 41，966，800円 枠連： 17，647，700円
馬連： 66，601，200円 馬単： 35，191，800円 ワイド： 31，855，300円
3連複： 79，022，400円 3連単： 121，043，600円 計： 420，796，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 190円 � 260円 枠 連（6－8） 600円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 1，280円

ワ イ ド �� 340円 �� 590円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 3，060円 3 連 単 ��� 10，380円

票 数

単勝票数 差引計 274679（返還計 171） 的中 � 89597（1番人気）
複勝票数 差引計 419668（返還計 162） 的中 � 113148（1番人気）� 52897（4番人気）� 31318（6番人気）
枠連票数 差引計 176477（返還計 79） 的中 （6－8） 22734（2番人気）
馬連票数 差引計 666012（返還計 401） 的中 �� 63532（2番人気）
馬単票数 差引計 351918（返還計 199） 的中 �� 20547（2番人気）
ワイド票数 差引計 318553（返還計 172） 的中 �� 26451（2番人気）�� 13651（6番人気）�� 7156（15番人気）
3連複票数 差引計 790224（返還計 1241） 的中 ��� 19321（11番人気）
3連単票数 差引計1210436（返還計 2103） 的中 ��� 8451（28番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．8―12．5―12．3―12．0―12．5

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．3―3F36．8
3 ・（6，10）13（3，12，14）（2，4，11）7（8，9）（15，5） 4 ・（6，10）13，14（3，12）11，2（8，4，7）（15，9）5

勝馬の
紹 介

ダテノハクトラ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．10．27 京都6着

2011．4．19生 牡4芦 母 ゴールデンページ 母母 ゴールデンリッカ 12戦2勝 賞金 22，600，000円
〔出走取消〕 モズニントク号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。

10032 4月4日 曇 良 （27阪神2）第3日 第8競走 ��3，140�三木ホースランドパークジャンプステークス
発走13時50分 （ 芝 ）

4歳以上；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金700万円毎1�増
（公財）三木山人と馬とのふれあいの森協会理事長賞（1着）

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード3：24．8良

45 ウォンテッド 牡5黒鹿61 高田 潤谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 498± 03：30．9 3．5�
69 マイネルフィエスタ 牡5芦 61 佐久間寛志 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 タニグチ牧場 508＋ 83：31．0� 36．8�
711 アルティシムス 牡7鹿 60 熊沢 重文 �社台レースホース高橋 康之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466＋ 63：31．21 5．8�
57 アルトゥバン 牡7栗 60 黒岩 悠�ターフ・スポート清水 久詞 新ひだか 三石川上牧場 492± 03：31．41� 7．5�
814 ラ ス テ ラ 牝4鹿 57 浜野谷憲尚岡田 牧雄氏 尾形 和幸 えりも 能登 浩 470－ 4 〃 クビ 51．5	
33 アラタマユニバース 牡6青鹿61 中村 将之荒木 謙次氏 浜田多実雄 日高 槇本牧場 488＋ 83：32．14 24．9

58 カ ゼ カ オ ル 牡6鹿 60 北沢 伸也荻野 猛夫氏 橋田 満 平取 稲原牧場 494＋203：32．52� 41．7�
11 ダンツミュータント 牡6青鹿61 森 一馬山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 野坂牧場 440－ 43：32．82 3．1�
46 ミヤコデラックス 牡6鹿 60 五十嵐雄祐吉田喜代司氏 菅原 泰夫 新冠 ハクツ牧場 B474－143：32．9クビ 73．9
22 スリーマーゴーン 牡5芦 60 白浜 雄造永井商事� 中内田充正 浦河 辻 牧場 460＋ 43：33．64 128．6�
34 	 リバータイキ 牡6栗 60 植野 貴也河越 武治氏 作田 誠二 平取 稲原牧場 526＋ 43：33．7� 20．9�
813 リアルブラック 
6青鹿60 林 満明大迫 基弘氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 504－ 63：33．91� 109．6�
610 ホッコーゼニト 牡6鹿 60 難波 剛健矢部 道晃氏 西浦 勝一 新ひだか 藤沢牧場 474＋ 83：34．43 13．3�
712 レッドアーヴィング 
6栗 61 西谷 誠 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 482± 03：35．03� 12．7�
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売 得 金
単勝： 24，033，500円 複勝： 36，171，800円 枠連： 18，985，300円
馬連： 64，533，400円 馬単： 35，568，500円 ワイド： 31，662，400円
3連複： 90，465，200円 3連単： 139，639，900円 計： 441，060，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 830円 � 210円 枠 連（4－6） 1，650円

馬 連 �� 6，570円 馬 単 �� 10，570円

ワ イ ド �� 1，820円 �� 410円 �� 3，900円

3 連 複 ��� 13，000円 3 連 単 ��� 86，970円

票 数

単勝票数 計 240335 的中 � 54216（2番人気）
複勝票数 計 361718 的中 � 83681（1番人気）� 8001（9番人気）� 43616（4番人気）
枠連票数 計 189853 的中 （4－6） 8909（7番人気）
馬連票数 計 645334 的中 �� 7603（18番人気）
馬単票数 計 355685 的中 �� 2523（33番人気）
ワイド票数 計 316624 的中 �� 4273（18番人気）�� 22028（2番人気）�� 1944（38番人気）
3連複票数 計 904652 的中 ��� 5218（36番人気）
3連単票数 計1396399 的中 ��� 1164（228番人気）
上り 1マイル 1：47．8 4F 54．6－3F 41．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウォンテッド �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2012．11．18 京都6着

2010．5．1生 牡5黒鹿 母 タニノホロホロ 母母 タニノターゲット 障害：13戦3勝 賞金 50，393，000円
〔制裁〕 マイネルフィエスタ号の騎手佐久間寛志は，2周目4コーナーで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて過

怠金50，000円。（被害馬：12番）
※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） 4頭 エリタージュ号・チョイワルグランパ号・ファイヤー号・ミルクディッパー号
（非抽選馬） 4頭 アドマイヤサイモン号・タマモショパン号・テイエムオペラドン号・テイエムセイリュウ号



10033 4月4日 曇 良 （27阪神2）第3日 第9競走 ��
��2，400�ア ザ レ ア 賞

発走14時25分 （芝・右・外）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 168，000円 48，000円 24，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．2
2：22．1

良
良

33 レーヴミストラル 牡3鹿 56 岩田 康誠 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 476＋ 42：29．2 2．4�
11 サンライズセンス 牡3栗 56 川田 将雅松岡 隆雄氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 492－ 42：29．41 5．3�
77 ミ コ ラ ソ ン 牡3鹿 56 武 豊松島 正昭氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 466－ 62：30．03� 23．3�
44 オールマンリバー 牡3黒鹿56 M．デムーロ三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 484＋ 4 〃 ハナ 4．8�
55 ヴァーサトル 牡3黒鹿56 浜中 俊水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 480－ 62：30．32 3．2�
66 ドラゴンマジック 牡3栗 56 幸 英明窪田 康志氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 512＋ 2 〃 ハナ 14．0	
22 シゲルヤブサメ 牡3黒鹿56 藤岡 康太森中 蕃氏 中村 均 新ひだか グランド牧場 468－ 82：30．51� 42．9


（7頭）

売 得 金
単勝： 40，671，200円 複勝： 44，064，200円 枠連： 発売なし
馬連： 88，737，400円 馬単： 55，120，700円 ワイド： 35，415，500円
3連複： 92，371，900円 3連単： 280，411，800円 計： 636，792，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 150円 � 230円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，100円

ワ イ ド �� 280円 �� 940円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 3，380円 3 連 単 ��� 11，850円

票 数

単勝票数 計 406712 的中 � 133793（1番人気）
複勝票数 計 440642 的中 � 134407（1番人気）� 63305（4番人気）
馬連票数 計 887374 的中 �� 98066（3番人気）
馬単票数 計 551207 的中 �� 37536（4番人気）
ワイド票数 計 354155 的中 �� 36920（4番人気）�� 8924（12番人気）�� 7485（14番人気）
3連複票数 計 923719 的中 ��� 20477（13番人気）
3連単票数 計2804118 的中 ��� 17155（41番人気）

ハロンタイム 12．9―11．7―12．6―12．4―12．8―13．0―13．0―12．9―12．8―11．9―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．9―24．6―37．2―49．6―1：02．4―1：15．4―1：28．4―1：41．3―1：54．1―2：06．0―2：17．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．9―3F35．1
1
3
2－7－1，5，6，4，3
2＝7，1（4，5）6－3

2
4
2＝7－1，5（4，6）－3
2－（7，1）（5，6）4，3

勝馬の
紹 介

レーヴミストラル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Highest Honor デビュー 2014．12．6 阪神4着

2012．5．8生 牡3鹿 母 レーヴドスカー 母母 Numidie 4戦2勝 賞金 18，268，000円

10034 4月4日 曇 良 （27阪神2）第3日 第10競走 ��
��1，400�

ちゅうしゅん

ラジオ関西賞仲春特別
発走15時00分 （芝・右）
4歳以上，1，000万円以下，26．4．5以降27．3．29まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

ラジオ関西賞（1着）
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 413，000円 118，000円 59，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．9
1：19．0

良
良

59 ダイナミックガイ 牡5栗 56 福永 祐一小川 勲氏 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 490－ 21：21．6 12．6�
12 ステイウェル 牡5黒鹿55 M．デムーロ �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 高村牧場 494－10 〃 クビ 5．7�
24 ナオミノユメ 牝6鹿 51 小崎 綾也塩澤 正樹氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 444－ 21：21．7クビ 35．9�
611 ケイリンボス 牡4栗 54 武 豊山田 裕仁氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 512－131：21．8� 23．5�
818 タガノスカイ 牝4鹿 53 浜中 俊八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 460－ 2 〃 クビ 5．8�
23 タガノバラード 牝4黒鹿52 菱田 裕二八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 418－ 21：21．9� 18．6	
817 カシノピカチュウ 牡5鹿 56 川田 将雅柏木 務氏 牧田 和弥 浦河 丸幸小林牧場 492＋ 41：22．0� 5．6

36 ラーストチカ 牝5黒鹿53 藤岡 康太岡田 牧雄氏 宮 徹 浦河 村下農場 B450＋ 21：22．1� 11．3�
510 オーキッドレイ 牝5鹿 53 酒井 学金子真人ホール

ディングス� 村山 明 安平 ノーザンファーム 472± 0 〃 クビ 37．4�
715� コスモグラウベ 牡4黒鹿54 和田 竜二 ビッグレッドファーム 西園 正都 米 Ron

McCauley 452－ 8 〃 アタマ 20．6�
48 	 ウエスタンムサシ 牡6芦 54 小牧 太西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 522± 01：22．2クビ 8．9�
35 スターマイン 牡6青 54 幸 英明�ノースヒルズ 荒川 義之 新冠 ノースヒルズマネジメント 496＋ 4 〃 アタマ 80．3�
47 	 エルフショット 
5青鹿54 古川 吉洋 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 日高 槇本牧場 466－ 41：22．3� 20．2�
816 キ ク タ ロ ウ 牡6鹿 53 池添 謙一国田 正忠氏 森田 直行 浦河 杵臼牧場 456－ 61：22．51 110．4�
714 タガノリバレンス 牡6鹿 54 松山 弘平八木 秀之氏 中尾 秀正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 480－ 21：22．71� 6．8�
612 ダブルファンタジー 牝5栗 51 中谷 雄太安原 浩司氏 高橋 文雅 浦河 辻 牧場 508－141：22．91 73．7�
11 マイネノンノ 牝5栗 52 柴田 未崎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 千歳 社台ファーム 430－ 41：23．0� 64．1�
（17頭）

713 アルティマプリンス 牡4黒鹿55 岩田 康誠 社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 42，749，800円 複勝： 73，512，700円 枠連： 47，010，200円
馬連： 155，453，200円 馬単： 65，923，800円 ワイド： 73，218，400円
3連複： 209，070，800円 3連単： 279，890，200円 計： 946，829，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，260円 複 勝 � 460円 � 250円 � 850円 枠 連（1－5） 2，990円

馬 連 �� 3，550円 馬 単 �� 8，260円

ワ イ ド �� 1，240円 �� 5，160円 �� 3，260円

3 連 複 ��� 38，630円 3 連 単 ��� 187，360円

票 数

単勝票数 計 427498 的中 � 27090（7番人気）
複勝票数 計 735127 的中 � 41011（7番人気）� 88886（3番人気）� 20012（12番人気）
枠連票数 計 470102 的中 （1－5） 12147（13番人気）
馬連票数 計1554532 的中 �� 33867（12番人気）
馬単票数 計 659238 的中 �� 5982（33番人気）
ワイド票数 計 732184 的中 �� 15668（12番人気）�� 3589（59番人気）�� 5736（41番人気）
3連複票数 計2090708 的中 ��� 4059（127番人気）
3連単票数 計2798902 的中 ��� 1083（635番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．5―34．7―46．4―58．1―1：09．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F35．2
3 1，15（2，18）（3，5，8）（9，12）6，10（4，7，16）（17，14）11 4 ・（1，15）（2，18）（3，5，8）（6，9，12）10，4（7，16）14（11，17）

勝馬の
紹 介

ダイナミックガイ �
�
父 オレハマッテルゼ �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2012．6．30 中京1着

2010．4．6生 牡5栗 母 スリースキム 母母 ブレイベストスキム 30戦4勝 賞金 74，645，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔出走取消〕 アルティマプリンス号は，疾病〔左肩跛行〕のため出走取消。
※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 サウンドバラッド号・サチノクイーン号



10035 4月4日 曇 稍重 （27阪神2）第3日 第11競走 ��
��1，400�コーラルステークス

発走15時35分 （ダート・右）
4歳以上；負担重量は，日本馬：56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過
額1，200万円毎1�増，�：56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�
増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 21，000，000円 8，400，000円 5，300，000円 3，200，000円 2，100，000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 コーリンベリー 牝4栗 55 松山 弘平伊藤 恵子氏 柴田 政見 日高 今井牧場 478－ 21：22．5 3．2�
48 	 ニシケンモノノフ 牡4栗 57 中谷 雄太西森 鶴氏 庄野 靖志 新冠 八木 常郎 498＋ 21：23．03 4．7�
816 エ ア ウ ル フ 牡8栗 57 M．デムーロ �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム B490－ 41：23．1
 5．7�
36 サンライズブレット 牡7栗 56 幸 英明松岡 隆雄氏 平田 修 千歳 社台ファーム 488＋ 21：23．41
 144．8�
612 スズカセクレターボ 牡7栗 56 菱田 裕二永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 486－ 4 〃 クビ 53．1�
35 フリートストリート 牡6芦 58 岩田 康誠 H.H．シェイク・モハメド 角居 勝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 516＋ 21：23．5クビ 62．0	
11 ローブデソワ 牝4栗 54 福永 祐一 
シルクレーシング 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 516－ 4 〃 クビ 6．0�
24 グレイスフルリープ 牡5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 550－ 21：23．92� 7．8�
47 エーシンビートロン 牡9黒鹿58 武 幸四郎�栄進堂 西園 正都 静内 服部 牧場 488＋ 6 〃 ハナ 18．7
59 セイカプリコーン 牡7鹿 56 川須 栄彦金田 成基氏 服部 利之 新ひだか 三石橋本牧場 490－ 8 〃 ハナ 147．4�
815 デザートオアシス 牡7鹿 56 川田 将雅 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 542－ 81：24．11 72．7�
510 ロ ン グ ロ ウ 牡8芦 56 和田 竜二吉田 和子氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 550＋ 81：24．84 139．2�
12 ベ ル カ ン ト 牝4栗 56 武 豊前田 幸治氏 角田 晃一 新ひだか 土居 忠吉 476－ 81：24．9� 12．3�
713 アスコットシチー 牡6栗 56 藤岡 康太 �友駿ホースクラブ 作田 誠二 日高 幾千世牧場 478± 01：25．0� 79．5�
611	 ポアゾンブラック 牡6青鹿58 藤田 伸二村上 憲政氏 本田 優 日高 出口牧場 524－ 41：25．32 26．0�
23 ニホンピロアンバー 牝4青鹿54 藤岡 佑介小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 友田牧場 452－101：25．83 96．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 83，925，700円 複勝： 140，541，600円 枠連： 71，247，200円
馬連： 328，279，200円 馬単： 141，085，900円 ワイド： 134，232，800円
3連複： 432，233，700円 3連単： 696，454，600円 計： 2，028，000，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 150円 � 150円 枠 連（4－7） 690円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 1，340円

ワ イ ド �� 340円 �� 390円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，450円 3 連 単 ��� 5，640円

票 数

単勝票数 計 839257 的中 � 206829（1番人気）
複勝票数 計1405416 的中 � 262700（1番人気）� 233730（3番人気）� 239293（2番人気）
枠連票数 計 712472 的中 （4－7） 79743（1番人気）
馬連票数 計3282792 的中 �� 308350（1番人気）
馬単票数 計1410859 的中 �� 78670（1番人気）
ワイド票数 計1342328 的中 �� 101590（1番人気）�� 86906（3番人気）�� 87223（2番人気）
3連複票数 計4322337 的中 ��� 223463（1番人気）
3連単票数 計6964546 的中 ��� 89523（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．8―34．0―45．8―57．9―1：09．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コーリンベリー �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ミシックトライブ デビュー 2013．8．3 小倉11着

2011．4．13生 牝4栗 母 コーリンラヴィアン 母母 コーリンビビアン 11戦5勝 賞金 93，761，000円
［他本会外：1戦0勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の35頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）35頭 アイラブリリ号・ウイングザムーン号・ウインドジャズ号・エスメラルディーナ号・カフェシュプリーム号・

キクノストーム号・キョウエイアシュラ号・スマートオリオン号・タイセイファントム号・タガノグーフォ号・
タガノトネール号・ダコール号・ダッシャーワン号・ドレッドノート号・ナガラオリオン号・ナンチンノン号・
ニンジャ号・ハギノハイブリッド号・ヒュウマ号・ヒラボクディープ号・フギン号・フルアクセル号・
ブルーストーン号・ベストルーラー号・ペルーサ号・マイネルディーン号・マイネルフロスト号・マイネルミラノ号・
ミヤジエルビス号・ムーンリットレイク号・メイショウウズシオ号・メイショウノーベル号・メイショウヤタロウ号・
ラヴィアンクレール号・レーザーバレット号

10036 4月4日 曇 稍重 （27阪神2）第3日 第12競走 ��
��1，800�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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

11 タガノビリーヴィン 牡5黒鹿 57
55 △岩崎 翼八木 昌司氏 河内 洋 新冠 八木牧場 498－ 21：50．8 3．7�

35 マ ノ ワ ー ル 牡5鹿 57 武 豊�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社
ノースヒルズ 450－ 21：51．01� 2．2�

815 オウケンゴールド 牡4栃栗 57
56 ☆松若 風馬福井 明氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 B480－ 61：52．06 133．0�

510 カ ト ラ ス 	5芦 57 熊沢 重文村上 稔氏 大橋 勇樹 小清水 千島北斗牧場 466± 01：52．1クビ 32．8�
59 ナンヨーカノン 牝5青鹿55 岩田 康誠中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 456－ 21：52．31
 9．0�
47 セルリアンサーロス 牡5栗 57

56 ☆小崎 綾也	イクタ 谷 潔 新冠 村本牧場 520＋101：52．4
 65．8

48 ジャマイカジョー 牡7黒鹿57 菱田 裕二薪浦 英稔氏 西村 真幸 新ひだか 秋田育成牧場 454－14 〃 クビ 71．5�
23 キングブレイク 牡6栗 57 藤岡 康太宮田 守氏 崎山 博樹 浦河 バンブー牧場 512－ 2 〃 アタマ 7．8�
12 パフュームボム 牝4鹿 55 川田 将雅飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 454－ 61：52．5クビ 42．6
611� メイショウクロシオ 牡7鹿 57 小林 徹弥松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 462－ 81：52．82 187．6�
714 ヴ レ ク ー ル 牡4栗 57 M．デムーロ 	キャロットファーム 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 514－ 21：53．22
 6．1�
816� タ イ マ ツ リ 牡4黒鹿 57

54 ▲義 英真浜RC組合 大橋 勇樹 新ひだか 岡田スタツド 450－ 3 〃 ハナ 163．0�
713 サンライズベーダー 	5黒鹿57 池添 謙一松岡 隆雄氏 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 492＋141：53．4� 57．1�
36 ニチドウリュンヌ 牡4青鹿57 和田 竜二山田 伸氏 高橋 義忠 新ひだか 大平牧場 466－ 61：53．5
 48．0�
24 � ベニノアロー 牡6鹿 57

54 ▲城戸 義政�紅谷 粕谷 昌央 新冠 安達 洋生 466－101：54．13
 368．9�
612 マイネルガネーシャ 牡7栗 57 柴田 未崎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌和 日高 今井牧場 494＋ 81：54．31
 246．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 52，247，200円 複勝： 73，734，600円 枠連： 34，954，500円
馬連： 193，571，700円 馬単： 84，242，000円 ワイド： 75，285，600円
3連複： 196，626，800円 3連単： 354，002，800円 計： 1，064，665，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 130円 � 1，620円 枠 連（1－3） 480円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 1，050円

ワ イ ド �� 220円 �� 6，020円 �� 3，280円

3 連 複 ��� 15，000円 3 連 単 ��� 58，030円

票 数

単勝票数 計 522472 的中 � 110344（2番人気）
複勝票数 計 737346 的中 � 145736（2番人気）� 196538（1番人気）� 6716（12番人気）
枠連票数 計 349545 的中 （1－3） 55299（1番人気）
馬連票数 計1935717 的中 �� 313630（1番人気）
馬単票数 計 842420 的中 �� 59857（2番人気）
ワイド票数 計 752856 的中 �� 109543（1番人気）�� 2762（44番人気）�� 5121（31番人気）
3連複票数 計1966268 的中 ��� 9826（42番人気）
3連単票数 計3540028 的中 ��� 4422（147番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―13．2―12．5―12．5―12．8―12．4―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．4―36．6―49．1―1：01．6―1：14．4―1：26．8―1：38．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．2―3F36．4
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

タガノビリーヴィン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 タバスコキャット デビュー 2012．7．7 中京中止

2010．2．20生 牡5黒鹿 母 タバスコムスメ 母母 ビンジンスキー 26戦4勝 賞金 75，916，000円
※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） 1頭 アスカクイン号
（非抽選馬） 3頭 コスモマイギフト号・スズカウラノス号・マイネルマルシェ号



（27阪神2）第3日 4月4日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 181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

216，570，000円
6，080，000円
1，820，000円
19，390，000円
72，869，000円
5，520，800円
1，737，600円

勝馬投票券売得金
421，220，200円
658，282，300円
278，141，700円
1，229，122，700円
605，330，700円
571，812，500円
1，554，188，000円
2，532，494，400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 7，850，592，500円

総入場人員 13，693名 （有料入場人員 12，884名）
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