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10085 4月19日 小雨 良 （27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

714 ティンバレス 牝3青鹿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 466＋ 21：54．3 1．3�
612 マッカナバラ 牝3芦 54 松山 弘平�協栄 北出 成人 日高 タバタファーム 460－ 61：54．4� 40．7�
59 タイセイマリーン 牝3芦 54 北村 友一田中 成奉氏 羽月 友彦 新冠 新冠橋本牧場 B442± 01：55．35 35．2�
47 パヴェダイヤモンド 牝3栗 54 藤岡 康太大塚 亮一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 440－ 21：55．4クビ 144．7�
510 メイショウセセラギ 牝3鹿 54 太宰 啓介松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 富田牧場 456＋141：55．72 30．1	
815 ユウキエナージー 牝3黒鹿54 岡田 祥嗣ちきり組合 服部 利之 日高 日西牧場 456＋ 4 〃 ハナ 6．0

12 エナジャイズ 牝3栗 54 国分 優作鈴木 照雄氏 坂口 正則 新冠 松浦牧場 472＋ 21：55．91 52．9�
611 トウカイヒロイン 牝3黒鹿54 高倉 稜内村 正則氏 松元 茂樹 平取 二風谷ファーム 466± 01：56．11� 43．7�
35 モンドリュミエール 牝3鹿 54

51 ▲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 440＋ 61：56．84 21．5

48 ア サ バ ス カ 牝3黒鹿54 秋山真一郎 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 494 ―1：57．22� 25．6�

11 ナンゴクミチカ 牝3鹿 54 藤岡 佑介渡 義光氏 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 450＋ 61：57．51� 31．2�
23 スノーライン 牝3芦 54 幸 英明八尾 博氏 吉村 圭司 安平 追分ファーム 448 ―1：57．71� 58．0�
24 エネルリリー 牝3鹿 54

52 △岩崎 翼鈴木 康弘氏 牧田 和弥 新ひだか 武 牧場 476－ 21：58．97 130．8�
816 メイショウユウヒ 牝3黒鹿54 武 幸四郎松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 B490± 01：59．32� 12．9�
36 ワンダードクトレス 牝3黒鹿 54

51 ▲三津谷隼人山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 436＋ 21：59．5� 383．8�
713 メイケイエンジェル 牝3鹿 54 国分 恭介名古屋競馬� 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 468－ 42：00．56 301．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，569，700円 複勝： 77，190，700円 枠連： 15，581，900円
馬連： 40，668，500円 馬単： 27，607，700円 ワイド： 22，838，100円
3連複： 58，145，300円 3連単： 97，178，600円 計： 357，780，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 100円 � 580円 � 430円 枠 連（6－7） 1，430円

馬 連 �� 2，820円 馬 単 �� 3，760円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 680円 �� 5，620円

3 連 複 ��� 9，990円 3 連 単 ��� 34，110円

票 数

単勝票数 計 185697 的中 � 107797（1番人気）
複勝票数 計 771907 的中 � 631473（1番人気）� 6607（9番人気）� 9381（5番人気）
枠連票数 計 155819 的中 （6－7） 8419（4番人気）
馬連票数 計 406685 的中 �� 11152（10番人気）
馬単票数 計 276077 的中 �� 5498（12番人気）
ワイド票数 計 228381 的中 �� 5806（10番人気）�� 9101（4番人気）�� 989（41番人気）
3連複票数 計 581453 的中 ��� 4362（30番人気）
3連単票数 計 971786 的中 ��� 2065（97番人気）

ハロンタイム 12．8―10．6―12．5―13．0―13．5―13．3―13．1―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．4―35．9―48．9―1：02．4―1：15．7―1：28．8―1：41．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．9―3F38．6
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ティンバレス �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 Kingmambo デビュー 2014．7．6 中京11着

2012．2．24生 牝3青鹿 母 ティエッチマンボ 母母 Brought to Mind 7戦1勝 賞金 11，500，000円
〔制裁〕 ユウキエナージー号の騎手岡田祥嗣は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ワンダードクトレス号・メイケイエンジェル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成27年5月19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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 エレディータ号・エンパイアライン号・キトラ号・ジンダバイン号・ソニック号・パープルオンリー号・

メイショウソウソウ号

10086 4月19日 小雨 良 （27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

12 ナムラヒューマン 牡3芦 56 小牧 太奈村 信重氏 浜田多実雄 新ひだか 伊藤 和明 464＋ 21：12．9 5．5�
713 サンビショップ �3栗 56 吉田 豊加藤 信之氏 谷 潔 浦河 吉田 又治 456± 01：13．22 11．6�
510 トップリバティ 牡3黒鹿56 松山 弘平�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 508＋12 〃 クビ 2．5�
36 マートンパーク 牝3鹿 54 北村 友一�下河辺牧場 安田 隆行 日高 下河辺牧場 508 ―1：13．41� 8．2�
48 グレートブレス 牡3栗 56

53 ▲城戸 義政 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 504± 01：13．5� 14．4	

816 リミットレス 牡3栗 56
53 ▲�島 克駿�ノースヒルズ 武田 博 新冠 有限会社 大

作ステーブル 482－ 21：13．92� 19．0

59 カネトシバリアント 牡3栗 56 川田 将雅兼松 利男氏 西村 真幸 浦河 高昭牧場 460－ 41：14．21	 18．3�
23 エンデヴァー 牡3黒鹿56 国分 恭介 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 528＋ 21：14．52 26．4�
815 ダンツラッシュ 牡3鹿 56 幸 英明山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 三石橋本牧場 492－ 6 〃 ハナ 21．2
47 アサケカペラ 牡3鹿 56

54 △岩崎 翼大橋 堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 432± 01：14．6	 5．7�
612 コウエイサムライ 牡3芦 56 高倉 稜西岡 静男氏 松元 茂樹 浦河 �川 啓一 458± 01：15．13 180．9�
24 ワンダーユナニーム 牡3鹿 56

53 ▲義 英真山本 信行氏 中竹 和也 新ひだか 米田牧場 456± 01：15．41	 119．1�
714 マヤノパーチェム 牡3栗 56 秋山真一郎田所 英子氏 安達 昭夫 平取 北島牧場 486 ―1：15．61� 225．8�
611 プリンセステンダリ 牝3芦 54 国分 優作田畑 利彦氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 424＋ 21：15．81� 378．7�
11 サマーサティ 牝3栗 54 岡田 祥嗣セゾンレースホース� 鈴木 孝志 日高 Shall Farm 418＋14 〃 クビ 235．0�
35 クリノコクシムソウ 牡3芦 56 太宰 啓介栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 中前牧場 B484－ 61：17．5大差 240．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，833，000円 複勝： 33，107，500円 枠連： 13，919，400円
馬連： 50，338，000円 馬単： 28，518，900円 ワイド： 29，010，900円
3連複： 63，662，200円 3連単： 87，182，000円 計： 326，571，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 160円 � 270円 � 130円 枠 連（1－7） 3，390円

馬 連 �� 3，790円 馬 単 �� 6，770円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 250円 �� 430円

3 連 複 ��� 2，100円 3 連 単 ��� 19，660円

票 数

単勝票数 計 208330 的中 � 29966（2番人気）
複勝票数 計 331075 的中 � 55139（2番人気）� 22501（5番人気）� 87490（1番人気）
枠連票数 計 139194 的中 （1－7） 3178（14番人気）
馬連票数 計 503380 的中 �� 10285（14番人気）
馬単票数 計 285189 的中 �� 3155（24番人気）
ワイド票数 計 290109 的中 �� 6364（13番人気）�� 33710（1番人気）�� 16928（3番人気）
3連複票数 計 636622 的中 ��� 22695（4番人気）
3連単票数 計 871820 的中 ��� 3214（55番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―12．1―12．5―12．1―12．5

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナムラヒューマン �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 アドマイヤコジーン デビュー 2014．12．20 阪神3着

2012．3．31生 牡3芦 母 ナムラアミューズ 母母 ナムラローマン 6戦1勝 賞金 8，850，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリノコクシムソウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年6月19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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 エンドオブデイズ号・シュンイキ号・ノウゼンハレン号

第２回 阪神競馬 第８日



10087 4月19日 曇 良 （27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

36 アセイラント 牡3鹿 56 国分 優作山上 和良氏 福島 信晴 新ひだか 前谷 武志 530－ 21：54．7 5．5�
24 ロウアンドロウ 牡3栗 56

54 △岩崎 翼谷掛 龍夫氏 加用 正 千歳 社台ファーム B478－ 41：55．23 39．5�
713 カ ペ ナ 牡3芦 56 小牧 太金子真人ホール

ディングス� 村山 明 千歳 社台ファーム 534＋ 2 〃 ハナ 6．8�
23 ビービーボヌール 牡3青鹿56 藤岡 佑介�坂東牧場 中内田充正 浦河 中神牧場 478－ 61：55．51� 4．6�
714 オイルタウン 牡3栗 56 水口 優也山上 和良氏 池添 学 日高 沖田牧場 442＋ 21：55．71� 6．9	
48 サンライズステラ 牡3鹿 56 松山 弘平松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 430－ 61：55．91� 43．2

611 タマモアタック 牡3鹿 56 国分 恭介タマモ� 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 480± 01：56．0	 3．2�
510 キングサムソン 牡3鹿 56 太宰 啓介伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 コスモヴューファーム 472± 0 〃 クビ 34．9�
612 ビップハテンコウ 牡3鹿 56 幸 英明鈴木 邦英氏 松下 武士 新冠 村上 雅規 492－101：56．1� 102．0
47 テイエムカンベエ 牡3鹿 56

53 ▲義 英真竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 パカパカ
ファーム 480－ 61：56．31 204．7�

35 トウカイパイロ 牡3黒鹿56 藤岡 康太内村 正則氏 野中 賢二 日高 福満牧場 458 ― 〃 クビ 18．0�
11 セイセイセイ 牡3鹿 56

53 ▲城戸 義政薪浦 亨氏 西村 真幸 安平 吉田 三郎 422－ 8 〃 アタマ 58．7�
816 シゲルオカメマツリ 牝3黒鹿54 藤田 伸二森中 蕃氏 高橋 康之 浦河 丸幸小林牧場 528＋ 61：56．83 26．3�
12 グロビュール 牡3栗 56 小坂 忠士高山 直樹氏 奥村 豊 日高 日西牧場 470± 01：56．9� 166．8�
59 メイショウヤマザト 牡3黒鹿56 武 幸四郎松本 好雄氏 本田 優 浦河 松栄牧場 470－ 81：57．0クビ 24．0�
815 サンライズライン 牡3栗 56 田中 博康松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 502 ―1：58．8大差 119．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，498，200円 複勝： 30，792，900円 枠連： 16，196，600円
馬連： 49，565，700円 馬単： 27，055，100円 ワイド： 26，234，900円
3連複： 61，950，400円 3連単： 86，436，000円 計： 318，729，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 190円 � 920円 � 190円 枠 連（2－3） 960円

馬 連 �� 13，940円 馬 単 �� 22，000円

ワ イ ド �� 3，330円 �� 660円 �� 2，980円

3 連 複 ��� 17，920円 3 連 単 ��� 133，040円

票 数

単勝票数 計 204982 的中 � 29296（3番人気）
複勝票数 計 307929 的中 � 48110（2番人気）� 6526（10番人気）� 46076（4番人気）
枠連票数 計 161966 的中 （2－3） 12949（6番人気）
馬連票数 計 495657 的中 �� 2755（38番人気）
馬単票数 計 270551 的中 �� 922（64番人気）
ワイド票数 計 262349 的中 �� 1962（36番人気）�� 10817（7番人気）�� 2197（32番人気）
3連複票数 計 619504 的中 ��� 2592（51番人気）
3連単票数 計 864360 的中 ��� 471（364番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―13．4―13．4―13．0―12．8―12．9―12．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．8―37．2―50．6―1：03．6―1：16．4―1：29．3―1：41．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アセイラント �
�
父 ヤマニンセラフィム �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2015．3．28 阪神4着

2012．3．25生 牡3鹿 母 ガーデンパラダイス 母母 スカイロケットⅡ 2戦1勝 賞金 5，750，000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 ヤマニントライブ号

10088 4月19日 曇 良 （27阪神2）第8日 第4競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走11時25分 （芝・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
1：57．8
1：56．1

良
良

48 グランディフローラ 牝3鹿 54 松山 弘平 �社台レースホース中村 均 千歳 社台ファーム 458＋ 82：02．9 3．5�
24 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 398－ 22：03．43 230．8�
35 ジョヴィアル 牝3栗 54 川田 将雅佐々木主浩氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 450－ 6 〃 クビ 32．0�
23 ミッキーカーニバル 牝3鹿 54 小牧 太野田みづき氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 468± 02：03．5クビ 4．2�
510 シゲルシチフクジン 牝3黒鹿54 高倉 稜森中 蕃氏 柴田 政見 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 426＋ 82：03．71� 71．6	
612 トワイライトキッス 牝3黒鹿54 吉田 豊�ノースヒルズ 笹田 和秀 新冠 株式会社

ノースヒルズ 446± 0 〃 ハナ 28．2

36 ゴールドエッセンス 牝3鹿 54 藤岡 康太吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 402－ 62：03．8� 5．9�
11 オ マ ケ 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 450± 02：03．9� 20．9�
12 ヒメキヨヒダカ 牝3黒鹿54 太宰 啓介岡田 勇氏 南井 克巳 新冠 村上 欽哉 452＋ 2 〃 クビ 20．8
47 ナムラオツウ 牝3鹿 54 幸 英明奈村 信重氏 福島 信晴 日高 いとう牧場 412＋ 22：04．0� 6．1�
59 エ イ ジ ヤ 牝3鹿 54 田中 博康MYI馬主組合 今野 貞一 日高 横井 忠幸 426＋ 42：04．21� 320．1�
816 ゴールドヴィーヴル 牝3黒鹿54 北村 友一杉山 忠国氏 松田 博資 新ひだか 明治牧場 426－ 62：04．3� 193．7�
714 ビセックスタイル 牝3栗 54 藤岡 佑介前田 幸治氏 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 448－ 42：04．72� 16．2�
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 432－ 4 〃 ハナ 222．8�
815 ホワイトフリル 牝3黒鹿54 秋山真一郎谷水 雄三氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 496 ―2：05．87 7．4�
611 キンショーローズ 牝3栗 54

52 △岩崎 翼礒野日出夫氏 中村 均 新ひだか 増本 良孝 484 ―2：07．9大差 73．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，373，000円 複勝： 37，174，500円 枠連： 16，460，300円
馬連： 54，237，800円 馬単： 29，438，500円 ワイド： 28，889，200円
3連複： 70，363，800円 3連単： 94，634，700円 計： 354，571，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 190円 � 4，760円 � 690円 枠 連（2－4） 430円

馬 連 �� 57，030円 馬 単 �� 81，770円

ワ イ ド �� 20，440円 �� 2，010円 �� 45，730円

3 連 複 ��� 325，750円 3 連 単 ��� 1，429，370円

票 数

単勝票数 計 233730 的中 � 52697（1番人気）
複勝票数 計 371745 的中 � 69184（1番人気）� 1641（13番人気）� 12442（10番人気）
枠連票数 計 164603 的中 （2－4） 29089（1番人気）
馬連票数 計 542378 的中 �� 737（65番人気）
馬単票数 計 294385 的中 �� 270（116番人気）
ワイド票数 計 288892 的中 �� 361（79番人気）�� 3802（24番人気）�� 161（95番人気）
3連複票数 計 703638 的中 ��� 162（270番人気）
3連単票数 計 946347 的中 ��� 48（1431番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―12．6―13．2―12．7―12．3―12．3―12．1―11．4―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．8―36．4―49．6―1：02．3―1：14．6―1：26．9―1：39．0―1：50．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F36．0
1
3
2，11（5，14）（7，8）10，1（3，15）（4，6，12）－（9，13）－16
2－（5，11，14）（4，7，8）10，1，3，9，6，15，12，13－16

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

勝馬の
紹 介

グランディフローラ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2014．8．30 小倉2着

2012．4．17生 牝3鹿 母 フローラルカーヴ 母母 インディアナカーヴ 9戦1勝 賞金 16，600，000円



10089 4月19日 曇 良 （27阪神2）第8日 第5競走 ��
��2，400�サラブレッド系3歳

発走12時15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
2：24．2
2：22．1

良
良

711 チ ャ パ ラ 牡3黒鹿56 藤岡 佑介 H.H．シェイク・モハメド 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 470± 02：28．7 3．9�

45 ケルンダッシュ 牡3鹿 56 国分 恭介深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 482－10 〃 ハナ 4．3�
33 デンコウインパルス 牡3鹿 56 藤田 伸二田中 康弘氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 472－ 22：29．02 10．4�
34 サラトガスピリット 牡3栗 56 藤岡 康太平井 裕氏 友道 康夫 日高 白井牧場 514± 02：29．1クビ 2．6�
57 スプランドゥール 牡3青鹿56 幸 英明 �キャロットファーム 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 468＋ 82：29．95 7．7�
46 シビックハート 牝3栗 54 高倉 稜國枝久美子氏 松元 茂樹 新冠 村田牧場 420± 02：31．17 47．3	
610 ユ キ ヒ ョ ウ 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣西村 憲人氏 藤沢 則雄 浦河 高昭牧場 462＋ 42：31．31� 21．0

813 オメガレイノワール 牡3青鹿 56

53 ▲�島 克駿原 	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± 02：32．25 118．1�

11 メイショウソウソウ 牝3鹿 54 �島 良太松本 好雄氏 �島 一歩 浦河 �川フアーム 458＋ 4 〃 ハナ 39．7�
58 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 532－ 42：32．41� 109．2
814 ゼットマーヴェル 牡3栗 56

54 △岩崎 翼�フォーレスト 宮 徹 新ひだか グランド牧場 510－122：34．3大差 270．8�
712 カネトシエトワール 牡3鹿 56

53 ▲義 英真兼松 利男氏 沖 芳夫 青森 長谷地 義正 432± 02：35．89 437．1�
22 ノースピーディング 
3青鹿56 北村 友一山田 弘氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 468－ 22：36．22� 88．9�
69 トーコーリバース 牡3栗 56 川田 将雅森田 藤治氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 470＋ 42：37．05 35．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 23，059，400円 複勝： 31，685，500円 枠連： 12，185，700円
馬連： 52，349，500円 馬単： 30，583，900円 ワイド： 27，699，300円
3連複： 65，871，100円 3連単： 103，997，000円 計： 347，431，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 150円 � 160円 � 260円 枠 連（4－7） 970円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 2，060円

ワ イ ド �� 400円 �� 550円 �� 620円

3 連 複 ��� 2，880円 3 連 単 ��� 11，150円

票 数

単勝票数 計 230594 的中 � 47138（2番人気）
複勝票数 計 316855 的中 � 59374（2番人気）� 56573（3番人気）� 25008（5番人気）
枠連票数 計 121857 的中 （4－7） 9701（4番人気）
馬連票数 計 523495 的中 �� 38948（4番人気）
馬単票数 計 305839 的中 �� 11088（7番人気）
ワイド票数 計 276993 的中 �� 18752（4番人気）�� 12620（8番人気）�� 11019（9番人気）
3連複票数 計 658711 的中 ��� 17096（10番人気）
3連単票数 計1039970 的中 ��� 6761（31番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―12．1―12．7―12．3―13．1―12．5―12．7―12．5―12．4―11．7―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．7―23．6―35．7―48．4―1：00．7―1：13．8―1：26．3―1：39．0―1：51．5―2：03．9―2：15．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

チ ャ パ ラ �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 Acatenango デビュー 2014．11．24 東京6着

2012．4．25生 牡3黒鹿 母 グワダラハラ 母母 Guernica 5戦1勝 賞金 7，500，000円
〔発走状況〕 メイショウソウソウ号は，馬場入場後に放馬。馬体検査。発走時刻4分遅延。
〔制裁〕 チャパラ号の騎手藤岡佑介は，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：5番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゼットマーヴェル号・カネトシエトワール号・ノースピーディング号・トーコーリバース号は，

「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年5月19日まで平地競走に出走できない。
※メイショウソウソウ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

10090 4月19日 曇 良 （27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45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

510 トウショウピスト 牡3鹿 56 武 幸四郎トウショウ産業� 角田 晃一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 478－ 61：22．3 5．2�
816 スマートカルロス 牡3鹿 56

53 ▲�島 克駿大川 徹氏 浅見 秀一 日高 豊洋牧場 454－ 41：22．51� 14．0�
24 マルヨバクシン 牝3栗 54

52 △岩崎 翼野村 春行氏 牧田 和弥 日高 前野牧場 482± 0 〃 クビ 16．6�
23 フェアラフィネ 牝3芦 54 吉田 豊髙樽さゆり氏 森田 直行 日高 豊洋牧場 432＋ 21：22．6クビ 55．3�
36 ウインソワレ 牝3鹿 54 松山 弘平�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 458＋ 4 〃 アタマ 6．5�
35 マイネルレハイム 牡3栗 56 柴田 未崎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 ビッグレッドファーム 462＋ 21：22．7	 50．1	
713 グレイトチャーター 牡3鹿 56 藤岡 佑介�ノースヒルズ �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 474－ 41：22．91� 3．1

11 ラブローレル 牝3青鹿54 藤岡 康太増田 陽一氏 森田 直行 新冠 北星村田牧場 408＋ 2 〃 クビ 143．2�
612 シゲルチャグチャグ 牝3鹿 54 太宰 啓介森中 蕃氏 武田 博 新冠 長浜牧場 470± 0 〃 アタマ 9．6�
59 オ ヒ ア 牝3黒鹿54 小牧 太金子真人ホール

ディングス� 村山 明 日高 白井牧場 442－ 21：23．11� 9．7
48 
 エ ス テ バ ン 牡3鹿 56 �島 良太折手 邦雄氏 後藤 正義 新ひだか 折手牧場 474－ 2 〃 アタマ 317．7�

（笠松）

47 ナムラマミー 牝3鹿 54 国分 優作奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 416－ 4 〃 クビ 51．1�
815 グレイスフルワード 牝3鹿 54 幸 英明 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 牧田 和弥 新ひだか 岡田スタツド 412＋ 21：23．52	 27．4�
714 アドマイヤナイト 牝3栗 54 北村 友一近藤 利一氏 梅田 智之 新冠 新冠橋本牧場 426－ 61：23．71 17．7�
611 マイティティー 牝3鹿 54 藤田 伸二五影 慶則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 450＋ 61：24．33	 30．3�
12 バ チ ス タ 牝3鹿 54 秋山真一郎 P.S．スライ氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 442－ 21：24．4� 18．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，052，300円 複勝： 43，466，500円 枠連： 17，817，300円
馬連： 67，519，200円 馬単： 32，690，600円 ワイド： 36，354，000円
3連複： 86，174，900円 3連単： 106，872，400円 計： 416，947，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 200円 � 450円 � 670円 枠 連（5－8） 1，560円

馬 連 �� 4，640円 馬 単 �� 8，070円

ワ イ ド �� 1，460円 �� 1，870円 �� 4，440円

3 連 複 ��� 27，070円 3 連 単 ��� 96，970円

票 数

単勝票数 計 260523 的中 � 39746（2番人気）
複勝票数 計 434665 的中 � 67657（2番人気）� 23400（7番人気）� 14782（10番人気）
枠連票数 計 178173 的中 （5－8） 8801（7番人気）
馬連票数 計 675192 的中 �� 11257（15番人気）
馬単票数 計 326906 的中 �� 3036（29番人気）
ワイド票数 計 363540 的中 �� 6514（13番人気）�� 5037（21番人気）�� 2072（48番人気）
3連複票数 計 861749 的中 ��� 2387（83番人気）
3連単票数 計1068724 的中 ��� 799（310番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．5―12．2―11．9―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―22．9―34．4―46．6―58．5―1：10．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トウショウピスト �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2014．6．15 函館1着

2012．3．20生 牡3鹿 母 シーイズトウショウ 母母 ジェーントウショウ 7戦2勝 賞金 29，019，000円
〔発走状況〕 マイティティー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 マイティティー号は，発走調教再審査。
※アドマイヤナイト号・トウショウピスト号・フェアラフィネ号・マルヨバクシン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



10091 4月19日 曇 良 （27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15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

12 テーオーレイチェル 牝5芦 55 川田 将雅小笹 公也氏 岡田 稲男 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム B442± 01：24．8 3．3�

11 ヒデノヒロイン 牝4芦 55 幸 英明大石 秀夫氏 佐藤 正雄 浦河 グラストレーニ
ングセンター 436＋ 21：25．43� 2．9�

35 � ジョディーズロマン 牝5栗 55 国分 優作 �ローレルレーシング 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 446－ 41：25．5� 113．3�
611 ア ブ ニ ー ル 牝4鹿 55 藤田 伸二中辻 明氏 日吉 正和 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 436＋ 41：25．6� 13．9�
59 ポ ロ タ ン 牝5鹿 55

53 △岩崎 翼小田切有一氏 田中 章博 浦河 木村牧場 448＋ 81：25．8� 162．8�
47 レモンティー 牝4黒鹿55 北村 友一中野 義一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 450－16 〃 アタマ 22．5	
510 ボストンビリーヴ 牝5栗 55

52 ▲義 英真ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 474＋ 4 〃 ハナ 15．5

713 ハイキートーン 牝5栗 55

52 ▲	島 克駿�下河辺牧場 安田 隆行 日高 下河辺牧場 450－ 21：26．01
 49．9�
23 シ ナ ー ラ 牝5鹿 55 田中 健 �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 432－ 21：26．1� 178．5
36 ムーントラベラー 牝4鹿 55 高倉 稜吉田 勝己氏 宮本 博 安平 ノーザンファーム 446－10 〃 クビ 11．7�
816 ナリタメロディ 牝4青鹿 55

52 ▲三津谷隼人�オースミ 木原 一良 日高 白井牧場 434＋ 41：26．31 21．2�
815� エリモフローラ 牝5黒鹿55 太宰 啓介山本三津子氏 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント 478－ 41：26．51
 90．0�
714 キュークッキング 牝4黒鹿55 吉田 豊栗嶋 豊明氏 谷 潔 新ひだか 荒谷 輝和 476＋ 61：26．6� 5．0�
48 ピンクプリンセス 牝4芦 55 岡田 祥嗣木村 久子氏 服部 利之 日高 沖田牧場 502－141：27．34 31．6�
612 ボンセジュール 牝4栗 55 秋山真一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 400＋ 41：27．51 120．3�
24 � アロマフレグランス 牝4鹿 55 小林 徹弥中居 路博氏 森 秀行 千歳 社台ファーム 438－111：27．71� 101．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，862，600円 複勝： 31，002，500円 枠連： 21，613，900円
馬連： 60，920，500円 馬単： 34，033，700円 ワイド： 31，065，800円
3連複： 77，160，100円 3連単： 120，722，700円 計： 400，381，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 130円 � 1，300円 枠 連（1－1） 390円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 770円

ワ イ ド �� 210円 �� 4，450円 �� 4，780円

3 連 複 ��� 12，960円 3 連 単 ��� 45，110円

票 数

単勝票数 計 238626 的中 � 56665（2番人気）
複勝票数 計 310025 的中 � 61592（2番人気）� 77760（1番人気）� 3649（12番人気）
枠連票数 計 216139 的中 （1－1） 42128（1番人気）
馬連票数 計 609205 的中 �� 122417（1番人気）
馬単票数 計 340337 的中 �� 32956（2番人気）
ワイド票数 計 310658 的中 �� 49188（1番人気）�� 1526（38番人気）�� 1418（41番人気）
3連複票数 計 771601 的中 ��� 4463（37番人気）
3連単票数 計1207227 的中 ��� 1940（124番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．9―12．2―12．5―12．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．9―34．8―47．0―59．5―1：12．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F37．8
3 16（1，14，8）（2，12）（5，11）－（3，7）（6，13）15（4，9）10 4 ・（16，1）14（2，8）5（11，12）（7，13）（3，6）（9，15）10，4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

テーオーレイチェル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Favorite Trick デビュー 2012．9．9 阪神4着

2010．4．23生 牝5芦 母 ナイキフェイバー 母母 Sixy Chic 23戦3勝 賞金 37，200，000円
〔制裁〕 テーオーレイチェル号の騎手川田将雅は，最後の直線コース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10，000円。（被害馬：14番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 マチルダ号

10092 4月19日 曇 良 （27阪神2）第8日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13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
1：44．5
1：43．9

良
良

12 サイモンラムセス 牡5鹿 57 松山 弘平澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 B446－ 61：47．0 3．5�
510 ヴィルジニア 牝5鹿 55 北村 友一�G1レーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 444＋ 21：47．42� 15．5�
612 プリンセスアスク 牝4青鹿 55

53 △岩崎 翼廣崎 利洋氏 河内 洋 新冠 川上牧場 450± 01：47．72 6．8�
24 キタサンキンボシ 牡4栗 57 荻野 琢真�大野商事 梅田 智之 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 486＋ 21：47．91� 26．7�
714 ディープウェーブ 牡5青鹿57 川田 将雅万波 健二氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438± 0 〃 ハナ 7．0	
48 マイネリベルタス 牝4鹿 55 柴田 未崎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム 426＋ 41：48．11� 45．6

816 ミッキータイガー 牡5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 494＋ 61：48．2� 53．4�
35 マウイノカオイ 牡5鹿 57 秋山真一郎金子真人ホール

ディングス� 村山 明 日高 白井牧場 486＋ 21：48．3� 51．3�
36 ト ル ス ト イ 牡5鹿 57 藤岡 康太近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 490± 01：48．4� 4．6
47 アグネスミニッツ 牡4栗 57 高倉 稜渡辺公美子氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 498－ 61：48．5クビ 152．0�
815 ピサノナイトレイ 牝4鹿 55 藤田 伸二市川 義美氏 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 452－ 61：48．71� 30．3�
11 サンレイロッキー 牡4鹿 57 	島 良太永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 464－ 21：48．91� 146．7�
611 ケイアイヴァーゲ 牡5鹿 57 太宰 啓介亀田 和弘氏 西村 真幸 浦河 日進牧場 446＋ 2 〃 ハナ 47．7�
713 フラッシュバイオ 牝4鹿 55 幸 英明バイオ� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 446＋101：49．11� 11．2�
59 クイーンキセキ 牝6黒鹿55 吉田 豊林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 446＋ 41：50．05 246．6�
23 テーオービックバン 牡4栗 57 藤岡 佑介小笹 公也氏 藤岡 健一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498－ 21：50．1� 7．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，632，700円 複勝： 49，712，400円 枠連： 21，300，000円
馬連： 77，289，800円 馬単： 37，856，400円 ワイド： 39，403，000円
3連複： 104，438，100円 3連単： 135，415，900円 計： 495，048，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 370円 � 200円 枠 連（1－5） 3，590円

馬 連 �� 3，210円 馬 単 �� 5，300円

ワ イ ド �� 1，140円 �� 460円 �� 1，890円

3 連 複 ��� 5，740円 3 連 単 ��� 30，050円

票 数

単勝票数 計 296327 的中 � 67140（1番人気）
複勝票数 計 497124 的中 � 110067（1番人気）� 26437（7番人気）� 63721（3番人気）
枠連票数 計 213000 的中 （1－5） 4593（13番人気）
馬連票数 計 772898 的中 �� 18610（13番人気）
馬単票数 計 378564 的中 �� 5354（19番人気）
ワイド票数 計 394030 的中 �� 8640（13番人気）�� 23795（2番人気）�� 5057（22番人気）
3連複票数 計1044381 的中 ��� 13623（15番人気）
3連単票数 計1354159 的中 ��� 3267（79番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．8―12．0―12．2―12．4―11．7―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．5―35．3―47．3―59．5―1：11．9―1：23．6―1：35．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サイモンラムセス �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 マヤノトップガン デビュー 2012．10．20 京都3着

2010．3．1生 牡5鹿 母 コパノマルコリーニ 母母 ステファーナ 27戦3勝 賞金 73，889，000円
〔制裁〕 ヴィルジニア号の騎手北村友一は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて平成27年4月25日から平成27年5月

3日まで騎乗停止。（被害馬：14番）
※キタサンキンボシ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



10093 4月19日 曇 良 （27阪神2）第8日 第9競走 ��
��1，200�

ち く 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；負担重量は，57�，牝馬2�減

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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．1
1：06．5

良
良

22 ティーハーフ 牡5栗 57 国分 優作 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 458－ 41：08．6 1．8�

56 ケイアイユニコーン 牡6栗 57 秋山真一郎亀田 和弘氏 山内 研二 新ひだか 松田牧場 B500＋ 61：08．81� 84．8�
45 フルールシチー 牝4鹿 55 吉田 豊 �友駿ホースクラブ 西園 正都 日高 日高大洋牧場 514＋12 〃 アタマ 7．3�
11 	 ウエスタンムサシ 牡6芦 57 義 英真西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 518－ 4 〃 クビ 36．8�
710 ゼンノコリオリ 牡5鹿 57 武 幸四郎大迫久美子氏 高橋 亮 浦河 中村 雅明 474± 01：09．01 83．3�
44 ハ ピ ネ ス 牝4黒鹿55 藤岡 康太 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478＋ 61：09．1
 7．8	
57 コウエイタケル 牡4鹿 57 松山 弘平伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 三石橋本牧場 482± 0 〃 クビ 5．8

812 アドマイヤクーガー 牡7栗 57 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466＋ 41：09．2クビ 12．3�
711 ダイヤモンドハイ 牝4鹿 55 藤岡 佑介布施 光章氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 442＋ 21：09．41� 96．5�
69 スランジバール 牡6鹿 57 幸 英明日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 484－ 4 〃 クビ 114．1�
813 アグネスマチュア 牡6鹿 57 藤田 伸二渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 496＋ 21：10．25 21．8�
33 サチノクイーン 牝4鹿 55 田中 健佐藤 勝士氏 服部 利之 浦河トラストスリーファーム B470－ 41：11．15 12．5�
68 カイシュウタビビト 牡6芦 57 水口 優也飯村 孝男氏 石橋 守 新冠 秋田牧場 B512－ 21：11．63 155．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 36，132，600円 複勝： 66，900，600円 枠連： 23，481，600円
馬連： 104，561，100円 馬単： 63，655，100円 ワイド： 44，277，600円
3連複： 118，612，600円 3連単： 242，750，600円 計： 700，371，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 920円 � 230円 枠 連（2－5） 380円

馬 連 �� 4，750円 馬 単 �� 5，520円

ワ イ ド �� 1，260円 �� 380円 �� 4，810円

3 連 複 ��� 10，200円 3 連 単 ��� 45，370円

票 数

単勝票数 計 361326 的中 � 154194（1番人気）
複勝票数 計 669006 的中 � 369111（1番人気）� 7872（10番人気）� 41903（5番人気）
枠連票数 計 234816 的中 （2－5） 47067（2番人気）
馬連票数 計1045611 的中 �� 17028（13番人気）
馬単票数 計 636551 的中 �� 8645（17番人気）
ワイド票数 計 442776 的中 �� 8670（14番人気）�� 33902（3番人気）�� 2169（36番人気）
3連複票数 計1186126 的中 ��� 8715（30番人気）
3連単票数 計2427506 的中 ��� 3879（127番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―10．8―11．6―11．3―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．2―44．8―56．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ティーハーフ �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 Green Desert デビュー 2012．6．23 阪神1着

2010．4．18生 牡5栗 母 ビールジャント 母母 Belle Genius 18戦4勝 賞金 89，394，000円
〔その他〕 カイシュウタビビト号は，競走中に疾病〔鼻出血並びに心房細動〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 カイシュウタビビト号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成27年5月19日まで出走できない。

10094 4月19日 曇 良 （27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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000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
1：08．8
1：08．7

重
重

612 アメージングタクト 牡5鹿 57 松山 弘平 �サンデーレーシング 浜田多実雄 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 476＋ 81：10．8 1．9�

713 サンライズネガノ 牡5芦 57 �島 克駿松岡 隆雄氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 B496－ 41：11．22	 9．7�
47 キタサンミカヅキ 牡5鹿 57 武士沢友治�大野商事 古賀 史生 日高 広中 稔 528－12 〃 クビ 9．1�
12 プリサイスエース 牡4栗 57 国分 優作井山 登氏 奥村 武 新冠 芳住 鉄兵 506＋ 41：11．41
 32．3�
816 メイショウロフウ 牡5黒鹿57 秋山真一郎松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 浦河日成牧場 486＋ 41：11．5クビ 10．0�
35 エーシングリズリー 牡6黒鹿57 太宰 啓介	栄進堂 川村 禎彦 浦河 栄進牧場 474－ 6 〃 ハナ 20．3

59 ドリームコンサート 牡6栗 57 岩崎 翼松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 B516＋ 81：11．71
 25．8�
23 � セ イ ラ 牝6栗 55 国分 恭介萩 英男氏 飯田 雄三 日高 中川 哲也 486＋ 4 〃 アタマ 21．5�
36 � ミリオンヴォルツ 牡6鹿 57 藤岡 康太林 正道氏 高野 友和 米 WinStar

Farm LLC 500＋ 2 〃 アタマ 7．2
24 グランプリブルー 牡6栗 57 幸 英明北側 雅勝氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム B480－ 41：12．02 64．9�
48 コウユーサムライ 牡6栗 57 藤田 伸二加治屋貞光氏 森 秀行 宮崎 戸田 ゆり子 496± 01：12．1	 20．1�
611 メイショウゾンビ 牡6鹿 57 武 幸四郎松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 500＋10 〃 アタマ 100．6�
714 ヤマノサファイア 牡7栗 57 義 英真澤村 敏雄氏 崎山 博樹 新ひだか 服部 牧場 440＋ 81：12．3 66．3�
11 ナリタシーズン 牡8栗 57 高倉 稜	オースミ 松下 武士 浦河 杵臼牧場 516＋ 81：12．62 124．1�
510 ゼンノヒストリエ 牡4黒鹿57 田中 博康大迫久美子氏 小島 茂之 新冠 川島牧場 504－ 21：12．81
 29．6�
815 クリスワールド 牡7栗 57 田中 健加藤 守氏 武田 博 浦河 まるとみ冨岡牧場 496＋ 41：12．9クビ 371．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 46，176，100円 複勝： 55，593，400円 枠連： 33，398，300円
馬連： 138，131，900円 馬単： 70，946，400円 ワイド： 59，251，700円
3連複： 173，463，300円 3連単： 271，362，400円 計： 848，323，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 290円 � 200円 枠 連（6－7） 1，040円

馬 連 �� 1，280円 馬 単 �� 1，980円

ワ イ ド �� 530円 �� 430円 �� 1，430円

3 連 複 ��� 4，170円 3 連 単 ��� 15，880円

票 数

単勝票数 計 461761 的中 � 185171（1番人気）
複勝票数 計 555934 的中 � 174483（1番人気）� 36329（5番人気）� 58867（3番人気）
枠連票数 計 333983 的中 （6－7） 24705（3番人気）
馬連票数 計1381319 的中 �� 83245（4番人気）
馬単票数 計 709464 的中 �� 26825（7番人気）
ワイド票数 計 592517 的中 �� 29101（3番人気）�� 36921（2番人気）�� 9807（14番人気）
3連複票数 計1734633 的中 ��� 31127（11番人気）
3連単票数 計2713624 的中 ��� 12389（31番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―11．3―12．1―12．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．4―33．7―45．8―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アメージングタクト �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 End Sweep デビュー 2012．6．10 阪神2着

2010．2．9生 牡5鹿 母 アルーリングアクト 母母 チャーミングファピアノ 28戦5勝 賞金 124，752，000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）11頭 アルボナンザ号・キクノフレヴァン号・クリノエリザベス号・クロタカ号・ゴーインググレート号・

コーリンギデオン号・シンゼンレンジャー号・マヤノオントロジー号・ルベーゼドランジェ号・ルミナスウイング号・
ワディ号

１レース目



10095 4月19日 曇 良 （27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，26．4．19以降27．4．12まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：43．9

良
良

815 タガノエトワール 牝4鹿 54 川田 将雅八木 良司氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 452－ 41：46．4 3．9�

510 レッドオリヴィア 牝4鹿 52 秋山真一郎 �東京ホースレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 432－ 2 〃 クビ 6．6�
713 シャトーブランシュ 牝5鹿 55 藤岡 康太 �シルクレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 474＋ 41：46．61� 5．2�
23 ローレルブレット 牡6黒鹿55 藤田 伸二 �ローレルレーシング 竹内 正洋 新冠 川島牧場 446－141：46．81 46．8�
24 リグヴェーダ 牡5鹿 55 武 幸四郎 �社台レースホース池江 泰寿 安平 追分ファーム 458± 0 〃 アタマ 8．7	
48 プリンセスジャック 牝5栗 53 �島 良太�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 482－ 21：46．9クビ 29．3

12 オ ツ ウ 牝5鹿 54 幸 英明大和屋 暁氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B492± 0 〃 ハナ 5．3�
714	 タマモマーブル 
7栗 54 小林 徹弥タマモ� 南井 克巳 新ひだか 前田牧場 488＋181：47．11� 114．4�
816 ローゼンケーニッヒ 牡6黒鹿54 太宰 啓介 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 474＋ 2 〃 ハナ 34．8
59 アドマイヤドバイ 牡5鹿 56 小牧 太近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 460－ 41：47．2クビ 27．5�
36 トウカイオーロラ 牡8黒鹿54 藤岡 佑介内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 478－ 21：47．3� 21．9�
35 コウエイワンマン 牡4黒鹿56 北村 友一西岡 静男氏 川村 禎彦 新ひだか 田上 稔 528＋ 61：47．51 24．1�
47 ミヤジタイガ 牡5鹿 57 吉田 豊曽我 司氏 岩元 市三 日高 白井牧場 502－ 61：47．82 9．1�
611 スーサングレート 牡7栗 54 松山 弘平林 進氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 B510－ 81：48．43� 69．1�
11 ブロードスター 
5鹿 54 四位 洋文安原 浩司氏 �島 一歩 浦河 バンブー牧場 480＋ 81：49．25 56．9�

（15頭）
612 ショウナンバーキン 牝5青 51 岩崎 翼国本 哲秀氏 中村 均 新ひだか 静内フアーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 50，971，900円 複勝： 64，659，900円 枠連： 49，640，300円
馬連： 233，272，400円 馬単： 102，005，500円 ワイド： 80，150，000円
3連複： 296，518，100円 3連単： 463，877，400円 計： 1，341，095，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 160円 � 220円 � 180円 枠 連（5－8） 1，050円

馬 連 �� 1，400円 馬 単 �� 2，460円

ワ イ ド �� 600円 �� 440円 �� 690円

3 連 複 ��� 2，100円 3 連 単 ��� 9，990円

票 数

単勝票数 差引計 509719（返還計 194） 的中 � 102501（1番人気）
複勝票数 差引計 646599（返還計 205） 的中 � 117079（1番人気）� 68153（4番人気）� 90453（2番人気）
枠連票数 差引計 496403（返還計 16） 的中 （5－8） 36563（3番人気）
馬連票数 差引計2332724（返還計 1478） 的中 �� 128448（3番人気）
馬単票数 差引計1020055（返還計 546） 的中 �� 31074（5番人気）
ワイド票数 差引計 801500（返還計 829） 的中 �� 33677（3番人気）�� 48546（1番人気）�� 28769（5番人気）
3連複票数 差引計2965181（返還計 3563） 的中 ��� 105885（2番人気）
3連単票数 差引計4638774（返還計 5519） 的中 ��� 33639（7番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．0―11．8―12．1―12．4―11．6―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．2―34．2―46．0―58．1―1：10．5―1：22．1―1：33．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．3―3F35．9
3 11－9（1，10）（2，15）（4，7）13（3，16）8，14－6－5 4 11－（9，10）（1，2，15）（4，7，13）（3，8，16，5）（6，14）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

タガノエトワール �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．5．11 京都12着

2011．1．12生 牝4鹿 母 シーサイドブリーズ 母母 サマーベイブ 9戦2勝 賞金 69，248，000円
〔出走取消〕 ショウナンバーキン号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。

10096 4月19日 曇 良 （27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 10，500，000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
2：01．0
2：01．0

不良
不良

46 ヨヨギマック 牡4栗 57 川田 将雅一村 哲也氏 岡田 稲男 新ひだか 荒木 貴宏 504－ 22：05．3 5．4�
34 ハナズリベンジ 牝4黒鹿 55

53 △岩崎 翼M．タバート氏 牧田 和弥 新冠 カミイスタット 476± 0 〃 クビ 22．2�
58 ヴ ィ ッ セ ン 牡4鹿 57 松山 弘平 �シルクレーシング 石坂 正 日高 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480－ 22：05．61� 4．8�
611 カ ト ラ ス 	5芦 57 藤田 伸二村上 稔氏 大橋 勇樹 小清水 千島北斗牧場 464－ 2 〃 アタマ 11．7�
47 プリンスダム 牡4黒鹿57 幸 英明 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B486－ 42：05．81 5．1�
713 ヒロノエンペラー 牡5青鹿57 藤岡 康太サンエイ開発	 庄野 靖志 新冠 新冠橋本牧場 474± 02：05．9
 8．7

22 � リゼコーフィー 牡4黒鹿57 吉田 豊飯田 訓大氏 森 秀行 日高 三城牧場 480＋ 42：06．0
 69．1�
815 キングブレイク 牡6栗 57

54 ▲義 英真宮田 守氏 崎山 博樹 浦河 バンブー牧場 512± 02：06．1� 6．4�
712 デビルズハーツ 牡5鹿 57 四位 洋文安原 浩司氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 B496＋ 2 〃 クビ 5．6
610 ツルマルスピリット 牡8青鹿 57

54 ▲�島 克駿鶴田 鈴子氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 508－ 42：06．2� 70．3�
11 ジャマイカジョー 牡7黒鹿57 国分 恭介薪浦 英稔氏 西村 真幸 新ひだか 秋田育成牧場 454± 02：06．3クビ 90．9�
23 � タ イ マ ツ リ 牡4黒鹿 57

54 ▲城戸 義政浜RC組合 大橋 勇樹 新ひだか 岡田スタツド 454＋ 42：07．25 226．5�
814 トーセンギャラリー 牡6鹿 57 太宰 啓介島川 �哉氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 490－ 62：07．62
 74．7�
59 マイネルハルカゼ 牡5鹿 57 柴田 未崎 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 カミイスタット 502＋122：08．02
 32．2�
35 サンマルリジイ 牝6黒鹿55 小林 徹弥相馬 勇氏 山内 研二 浦河 アイオイファーム 518＋ 22：11．2大差 231．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 49，672，400円 複勝： 64，391，200円 枠連： 42，002，600円
馬連： 162，435，400円 馬単： 69，461，900円 ワイド： 65，616，100円
3連複： 198，048，500円 3連単： 322，858，700円 計： 974，486，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 200円 � 510円 � 190円 枠 連（3－4） 3，370円

馬 連 �� 6，430円 馬 単 �� 11，970円

ワ イ ド �� 1，830円 �� 450円 �� 1，790円

3 連 複 ��� 7，550円 3 連 単 ��� 58，290円

票 数

単勝票数 計 496724 的中 � 72261（3番人気）
複勝票数 計 643912 的中 � 89328（3番人気）� 26208（8番人気）� 99293（2番人気）
枠連票数 計 420026 的中 （3－4） 9655（13番人気）
馬連票数 計1624354 的中 �� 19558（24番人気）
馬単票数 計 694619 的中 �� 4352（44番人気）
ワイド票数 計 656161 的中 �� 8782（23番人気）�� 40600（1番人気）�� 8993（22番人気）
3連複票数 計1980485 的中 ��� 19658（28番人気）
3連単票数 計3228587 的中 ��� 4015（216番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．7―13．8―13．0―13．0―13．2―12．3―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．7―35．4―49．2―1：02．2―1：15．2―1：28．4―1：40．7―1：52．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．1―3F36．9
1
3
5，11（6，13）7，10（2，9）（1，8）3，4－15，14－12・（5，11）（6，13）（7，10）（2，9，8）4（1，3）（15，14）12

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヨヨギマック �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 サンデーウェル デビュー 2014．2．23 京都13着

2011．2．28生 牡4栗 母 ザペキンハート 母母 コマンディンレイ 16戦3勝 賞金 38，719，000円
〔制裁〕 ハナズリベンジ号の騎手岩崎翼は，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。
〔その他〕 サンマルリジイ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 サンマルリジイ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成27年5月19日まで出走できない。

４レース目



（27阪神2）第8日 4月19日（日曜日） 雨後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 185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

207，760，000円
2，080，000円
7，600，000円
1，470，000円
18，900，000円
72，765，500円
4，784，000円
1，776，000円

勝馬投票券売得金
368，833，900円
585，677，600円
283，597，900円
1，091，289，800円
553，853，700円
490，790，600円
1，374，408，400円
2，133，288，400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 6，881，740，300円

総入場人員 17，147名 （有料入場人員 16，195名）



平成27年度 第2回阪神競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，429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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

2，092，520，000円
12，430，000円
52，480，000円
53，650，000円
191，600，000円
6，000，000円
573，885，000円
39，610，800円
13，718，400円

勝馬投票券売得金
4，393，815，500円
6，241，645，000円
2，818，586，600円
12，110，050，400円
6，348，362，000円
5，335，746，100円
15，624，875，700円
28，722，483，400円
790，788，200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 82，386，352，900円

総入場延人員 163，133名 （有料入場延人員 140，393名）
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