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増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

10037 4月3日 曇 良 （28阪神2）第4日 第1競走 ��1，200�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
1：08．8
1：08．7

重
重

35 オンリーワンスター 牝3鹿 54 和田 竜二�宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 442± 01：13．2 3．4�
48 タマモペンライト 牝3鹿 54 池添 謙一タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 450－ 21：13．62� 18．0�
59 ナイトレスシティ 牝3黒鹿54 田中 健加藤 千豊氏 木原 一良 様似 山本 和彦 484＋ 61：13．81� 4．8�
11 タイセイアモーレ 牝3黒鹿 54

51 ▲坂井 瑠星田中 成奉氏 宮本 博 安平 ノーザンファーム 464＋ 41：14．43� 7．9�
815 マヤブリリアント 牝3栗 54 幸 英明�まの 大橋 勇樹 日高 高山 博 394＋ 61：14．61� 12．4	
714 ジョイフルデイズ 牝3鹿 54 M．デムーロ吉田 勝己氏 池添 学 平取 坂東牧場 436＋141：14．81� 8．1

36 メイショウフクロウ 牝3栗 54

53 ☆小崎 綾也松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 本巣 敦 408－ 41：15．11� 109．8�
816 マイアイティアラ 牝3鹿 54 田中 博康MYI馬主組合 今野 貞一 日高 横井 忠幸 456＋121：15．31 77．3�
12 イエスペガサス 牝3鹿 54

52 △義 英真松岡 隆雄氏 崎山 博樹 新ひだか 福岡 清 432＋ 4 〃 クビ 4．6
713 エスニックジュエル 牝3黒鹿 54

53 ☆�島 克駿金子真人ホール
ディングス� 安田 隆行 日高 日高大洋牧場 450＋ 21：15．61� 29．0�

510 ファーマステラ 牝3黒鹿54 藤岡 康太中西 功氏 加藤 敬二 日高 増尾牧場 426 ―1：15．7� 31．4�
47 スリーサンレーザー 牝3黒鹿 54

51 ▲三津谷隼人永井商事� 目野 哲也 浦河 辻 牧場 482－ 41：15．91� 130．9�
23 メイショウシッポウ 牝3黒鹿 54

53 ☆岩崎 翼松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 426＋ 2 〃 クビ 84．1�
612 シャイニンカーラ 牝3青鹿54 藤懸 貴志市川 義美氏 高橋 亮 平取 坂東牧場 442 ―1：16．11 89．3�
611 ビービーメロディ 牝3青鹿54 武 幸四郎�坂東牧場 千田 輝彦 平取 坂東牧場 442 ― 〃 クビ 73．2�
24 ウ ラ ラ 牝3芦 54 川須 栄彦吉澤 克己氏 森田 直行 青森 青南ムラカミ

ファーム 472＋261：18．2大差 48．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，266，300円 複勝： 30，766，600円 枠連： 14，791，300円
馬連： 53，407，800円 馬単： 27，684，600円 ワイド： 33，051，200円
3連複： 80，077，600円 3連単： 98，984，900円 計： 359，030，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 160円 � 430円 � 160円 枠 連（3－4） 3，460円

馬 連 �� 3，910円 馬 単 �� 6，110円

ワ イ ド �� 1，270円 �� 380円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 5，620円 3 連 単 ��� 35，280円

票 数

単勝票数 計 202663 的中 � 46980（1番人気）
複勝票数 計 307666 的中 � 58271（1番人気）� 13412（7番人気）� 55389（3番人気）
枠連票数 計 147913 的中 （3－4） 3311（14番人気）
馬連票数 計 534078 的中 �� 10575（15番人気）
馬単票数 計 276846 的中 �� 3395（25番人気）
ワイド票数 計 330512 的中 �� 6283（16番人気）�� 24404（2番人気）�� 7954（13番人気）
3連複票数 計 800776 的中 ��� 10672（17番人気）
3連単票数 計 989849 的中 ��� 2034（104番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―12．3―12．4―11．9―12．8

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オンリーワンスター �
�
父 スタチューオブリバティ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2016．3．5 阪神5着

2013．4．9生 牝3鹿 母 ローランシノワーズ 母母 センゴクヒスイ 2戦1勝 賞金 5，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウララ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年5月3日まで平地競走に出走

できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 カノヤルジャンドル号

10038 4月3日 曇 良 （28阪神2）第4日 第2競走 ��
��1，400�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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

510 メイショウグンパイ 牡3黒鹿56 池添 謙一松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 474－ 61：25．7 1．9�
713 サウンドスプレッド 牡3鹿 56 松若 風馬増田 雄一氏 高橋 康之 新冠 新冠橋本牧場 462－ 41：26．76 27．5�
714 テイエムダグラス 牡3鹿 56 田中 健竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 川越ファーム 504－ 21：26．8� 6．1�
48 � タイキバベル 牡3鹿 56 福永 祐一�大樹ファーム 石坂 正 米 Nicewonder

Stable, LLC 530＋ 41：27．11	 43．4�
47 タガノピクシー 牝3黒鹿54 藤懸 貴志八木 良司氏 奥村 豊 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 418－ 8 〃 クビ 261．3�
612 ノートルスウェ 牡3栗 56

53 ▲坂井 瑠星�ヒダカファーム松下 武士 浦河 ヒダカフアーム 512＋ 81：27．31
 33．0	
12 ロードセレリティ 牡3鹿 56 岩田 康誠 
ロードホースクラブ 橋田 満 新ひだか 前川 正美 504 ―1：27．61� 3．6�
11 � キタサンシリーズ 牡3栗 56 武 豊�大野商事 清水 久詞 米

Fred W. Hertrich
III & John D.
Fielding

494＋ 21：27．91� 22．2�
611 メイショウヨイチ 牡3鹿 56

54 △城戸 義政松本 好雄氏 坂口 正則 浦河 �川フアーム 480± 01：28．0	 137．5
59 ラ イ ジ ョ ー 牡3鹿 56 川須 栄彦サン 安達 昭夫 日高 下河辺牧場 410－ 61：28．21	 273．2�
816 ダイメイホークス 牡3栗 56 幸 英明宮本 孝一氏 浜田多実雄 新ひだか 今 牧場 534－121：28．41 180．3�
35 ヒロノストロング 牡3鹿 56 川島 信二小野 博郷氏 田中 章博 新冠 赤石 久夫 416± 01：28．61 289．2�
36 ワラグートレイク 牡3黒鹿 56

55 ☆�島 克駿吉田 勝己氏 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 514 ― 〃 ハナ 200．6�
815 テイエムハナマル 牝3鹿 54 佐久間寛志竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 カミイスタット 478－141：29．45 447．5�
23 ナムラゴエモン 牡3鹿 56 水口 優也奈村 信重氏 福島 信晴 日高 いとう牧場 494± 01：29．93 409．0�
24 タガノモーサン 牡3鹿 56 菱田 裕二八木 良司氏 岡田 稲男 新ひだか 木村 秀則 504－ 81：35．1大差 8．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，109，800円 複勝： 55，277，600円 枠連： 15，518，300円
馬連： 58，783，900円 馬単： 38，878，000円 ワイド： 36，848，700円
3連複： 86，779，800円 3連単： 137，607，000円 計： 461，803，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 340円 � 180円 枠 連（5－7） 470円

馬 連 �� 1，970円 馬 単 �� 2，590円

ワ イ ド �� 640円 �� 310円 �� 850円

3 連 複 ��� 1，980円 3 連 単 ��� 10，010円

票 数

単勝票数 計 321098 的中 � 134052（1番人気）
複勝票数 計 552776 的中 � 310575（1番人気）� 17867（6番人気）� 45465（4番人気）
枠連票数 計 155183 的中 （5－7） 25551（2番人気）
馬連票数 計 587839 的中 �� 23080（7番人気）
馬単票数 計 388780 的中 �� 11247（8番人気）
ワイド票数 計 368487 的中 �� 14026（7番人気）�� 34051（3番人気）�� 10309（9番人気）
3連複票数 計 867798 的中 ��� 32783（5番人気）
3連単票数 計1376070 的中 ��� 9962（31番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．0―36．0―48．5―1：00．9―1：13．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウグンパイ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 サンダーガルチ デビュー 2015．11．7 京都4着

2013．3．16生 牡3黒鹿 母 メイショウマンテン 母母 メイショウサンサン 3戦1勝 賞金 8，100，000円
〔発走状況〕 テイエムダグラス号は，枠入り不良。発走時刻2分遅延。
〔調教再審査〕 テイエムダグラス号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タガノモーサン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年5月3日まで平地競走

に出走できない。

第２回 阪神競馬 第４日



10039 4月3日 曇 良 （28阪神2）第4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

48 サウスオブボーダー 牡3鹿 56 武 豊三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 450＋ 41：54．7 1．7�
35 クリノメルクリウス �3鹿 56

55 ☆�島 克駿栗本 守氏 田所 秀孝 千歳 社台ファーム B438－ 2 〃 クビ 189．6�
24 ア ネ モ イ 牡3黒鹿56 M．デムーロ平井 裕氏 森 秀行 日高 白井牧場 498± 01：55．33� 8．8�
47 ワンダードゥエーロ 牡3黒鹿56 岩田 康誠山本 信行氏 河内 洋 新ひだか フクダファーム 464－10 〃 クビ 4．3�
816 ナリタエイト 牡3鹿 56 福永 祐一�オースミ 松永 昌博 千歳 社台ファーム 462－ 41：55．51� 5．5�
510 シンドバッド 牡3黒鹿 56

55 ☆小崎 綾也石川 達絵氏 大久保龍志 新ひだか 藤川フアーム 496＋ 81：55．92� 255．1	
12 ヤマカツリーダー �3黒鹿56 大下 智山田 博康氏 池添 学 新ひだか フジワラフアーム 464－16 〃 ハナ 40．3

11 グッドスカイ 牝3黒鹿 54

53 ☆岩崎 翼杉立 恭平氏 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム 450－ 41：56．11� 126．5�
59 メメニシコリ 牡3鹿 56 古川 吉洋本谷 惠氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム 462－ 2 〃 アタマ 99．7�
714 デ ィ モ ン ド 牡3芦 56 幸 英明大八木信行氏 谷 潔 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 454－101：56．31 108．6
713 ニホンピロフィート 牡3栗 56 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 508－ 41：56．51� 145．4�
612 ジューンフォルテ 牡3鹿 56

54 △義 英真吉川 潤氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 434－ 81：56．81� 637．2�
23 イルティモーネ �3黒鹿56 �島 良太藤田 孟司氏 角田 晃一 新冠 川上牧場 446－ 61：57．22� 286．1�
36 グレートウォール 牡3栗 56 藤岡 佑介 �キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 478－ 81：57．3� 12．6�
815 メイショウコンゴウ 牡3黒鹿56 川島 信二松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 赤田牧場 496－ 61：57．72� 397．7�
611 ウインドパス 牡3黒鹿 56

53 ▲森 裕太朗福原 正博氏 鈴木 孝志 平取 川向高橋育
成牧場 418－ 61：59．9大差 701．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，222，900円 複勝： 106，533，600円 枠連： 16，779，700円
馬連： 62，523，100円 馬単： 40，686，700円 ワイド： 36，910，700円
3連複： 87，342，600円 3連単： 163，206，000円 計： 545，205，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 2，050円 � 220円 枠 連（3－4） 640円

馬 連 �� 13，070円 馬 単 �� 16，700円

ワ イ ド �� 3，950円 �� 360円 �� 8，850円

3 連 複 ��� 19，270円 3 連 単 ��� 86，110円

票 数

単勝票数 計 312229 的中 � 143540（1番人気）
複勝票数 計1065336 的中 � 785409（1番人気）� 3146（10番人気）� 44043（4番人気）
枠連票数 計 167797 的中 （3－4） 20115（4番人気）
馬連票数 計 625231 的中 �� 3705（20番人気）
馬単票数 計 406867 的中 �� 1827（29番人気）
ワイド票数 計 369107 的中 �� 2238（25番人気）�� 29826（4番人気）�� 989（39番人気）
3連複票数 計 873426 的中 ��� 3398（35番人気）
3連単票数 計1632060 的中 ��� 1374（161番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―14．4―12．9―12．4―13．0―12．3―12．3―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．0―38．4―51．3―1：03．7―1：16．7―1：29．0―1：41．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．0
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サウスオブボーダー �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2015．11．29 京都5着

2013．3．27生 牡3鹿 母 パールシャドウ 母母 ピュアティー 7戦1勝 賞金 11，750，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウインドパス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年5月3日まで平地競走に

出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 シャイロー号

10040 4月3日 曇 良 （28阪神2）第4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
2：09．9

良
良

612 エルリストン 牡3黒鹿56 福永 祐一�G1レーシング 須貝 尚介 安平 追分ファーム 480－102：14．8 2．3�
715 ゴールドラッシュ 牡3鹿 56 M．デムーロ前田 晋二氏 池江 泰寿 新冠 株式会社

ノースヒルズ 464＋ 22：15．22� 3．3�
36 ア ル ビ オ ン 牝3芦 54 松田 大作�野 智博氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 404－102：15．3� 41．1�
23 アスターサムソン 	3鹿 56 岡田 祥嗣加藤 久枝氏 中竹 和也 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488－122：15．4クビ 56．4�
11 カントリーロード 牡3黒鹿56 幸 英明三田 昌宏氏 高橋 義忠 千歳 社台ファーム B448－ 22：15．61 76．6	
510 トゥルーハート 牡3黒鹿56 秋山真一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 庄野 靖志 様似 猿倉牧場 460－ 6 〃 アタマ 20．4

714 マイネルチャンプ 牡3黒鹿56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 むかわ 上水牧場 472－ 2 〃 ハナ 26．0�
59 エイシンシルダリア 牝3栗 54

53 ☆
島 克駿�栄進堂 川村 禎彦 浦河 小島牧場 426－ 2 〃 アタマ 185．0�
817 ワークショップ 牡3鹿 56 和田 竜二小林 薫氏 石橋 守 新冠 錦岡牧場 500－ 22：15．81� 10．2
24 ラ プ ル ー ズ 牡3鹿 56 蛯名 正義西尾誠一郎氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 482± 02：15．9クビ 23．0�
47 トウカイハッピー 牡3鹿 56 藤岡 康太内村 正則氏 野中 賢二 新ひだか 佐藤 陽一 486± 0 〃 ハナ 30．2�
12 メイケイオリオン 牡3青鹿56 四位 洋文名古屋競馬� 木原 一良 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B444－ 22：16．43 59．9�
611 スリーアリアン 牝3鹿 54 
島 良太永井商事� 西橋 豊治 新ひだか 武 牧場 440＋ 22：16．5� 408．4�
35 ラッシングベル 牡3黒鹿 56

54 △義 英真 �社台レースホース大久保龍志 千歳 社台ファーム 442 ―2：16．71� 58．6�
713 スイングゴールド 牡3芦 56 藤懸 貴志平井 裕氏 友道 康夫 日高 白井牧場 464 ―2：16．8クビ 16．2�
818 エイシンシラユキ 牝3芦 54 武 豊�栄進堂 奥村 豊 浦河 栄進牧場 446＋ 42：16．9� 11．0�
48 ワ オ 牝3黒鹿54 菱田 裕二 Him Rock Racing 高橋 康之 浦河 
川 啓一 432＋ 42：17．43 250．5�
816 ブリーズリー 牡3鹿 56

55 ☆岩崎 翼中野 義一氏 石橋 守 新ひだか 木村 秀則 474＋ 42：17．93 239．1�
（18頭）

売 得 金
単勝： 32，316，900円 複勝： 49，964，100円 枠連： 21，145，400円
馬連： 70，327，500円 馬単： 39，183，900円 ワイド： 44，255，000円
3連複： 99，047，400円 3連単： 136，958，200円 計： 493，198，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 140円 � 590円 枠 連（6－7） 300円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 650円

ワ イ ド �� 190円 �� 1，190円 �� 1，680円

3 連 複 ��� 4，070円 3 連 単 ��� 12，760円

票 数

単勝票数 計 323169 的中 � 111690（1番人気）
複勝票数 計 499641 的中 � 156620（1番人気）� 100657（2番人気）� 11855（11番人気）
枠連票数 計 211454 的中 （6－7） 53591（1番人気）
馬連票数 計 703275 的中 �� 143467（1番人気）
馬単票数 計 391839 的中 �� 44943（1番人気）
ワイド票数 計 442550 的中 �� 79168（1番人気）�� 8056（15番人気）�� 5637（19番人気）
3連複票数 計 990474 的中 ��� 18217（9番人気）
3連単票数 計1369582 的中 ��� 7776（26番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―11．6―13．5―13．1―13．1―11．9―12．4―12．0―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．4―23．7―35．3―48．8―1：01．9―1：15．0―1：26．9―1：39．3―1：51．3―2：03．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．9―3F35．5
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

エルリストン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 トワイニング デビュー 2015．9．27 阪神4着

2013．2．11生 牡3黒鹿 母 アスペンアベニュー 母母 マクダヴィア 4戦1勝 賞金 8，600，000円
〔制裁〕 アスターサムソン号の騎手岡田祥嗣は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：1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。
（非抽選馬） 1頭 オースミフォース号



10041 4月3日 曇 良 （28阪神2）第4日 第5競走 ��
��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

55 グランセブルス 牡3鹿 56 松若 風馬飯田 訓大氏 森 秀行 新ひだか 坂本 智広 470＋ 41：52．8 51．8�
56 クリノリトミシュル 牝3鹿 54 小牧 太栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 日高 宝寄山 忠則 492＋ 8 〃 クビ 11．4�
44 ピ ッ ト ボ ス 牡3鹿 56 藤岡 佑介前田 晋二氏 清水 久詞 日高 道見牧場 508＋ 2 〃 ハナ 15．6�
68 レッドウィズダム 牡3鹿 56 福永 祐一 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 新ひだか 乾 皆雄 496－101：53．01� 1．9�
22 � サハラファイター 牡3鹿 56 菱田 裕二本間 茂氏 山内 研二 新ひだか へいはた牧場 496－ 21：53．1	 237．4�
33 ステイチューン 牡3芦 56

55 ☆
島 克駿�G1レーシング 松田 国英 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 510－ 81：53．41� 4．8	

79 ミラクルユニバンス 牡3栗 56 和田 竜二亀井 哲也氏 村山 明 千歳 社台ファーム 434± 01：53．93 14．2

811 ドゥドゥドゥ 牡3青鹿 56

53 ▲坂井 瑠星�ターフ・スポート矢作 芳人 日高 モリナガファーム 452－ 61：54．22 92．3�
11 コパデスコパ 牡3栗 56 藤岡 康太小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 480－ 41：55．15 61．3
812 シルバーポジー 牝3芦 54 M．デムーロ �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 492－ 41：57．9大差 3．9�
67 ゼンノハーデース 牡3黒鹿56 松田 大作大迫久美子氏 日吉 正和 新冠 川島牧場 456± 02：00．0大差 215．6�

（11頭）
710 カフジデンジャー 牡3鹿 56

55 ☆小崎 綾也加藤 守氏 松元 茂樹 新ひだか タイヘイ牧場 554－ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 31，400，900円 複勝： 39，872，800円 枠連： 15，636，700円
馬連： 63，596，700円 馬単： 40，255，200円 ワイド： 38，768，300円
3連複： 83，197，100円 3連単： 138，694，300円 計： 451，422，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，180円 複 勝 � 980円 � 330円 � 410円 枠 連（5－5） 19，050円

馬 連 �� 17，690円 馬 単 �� 42，760円

ワ イ ド �� 3，600円 �� 5，120円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 35，250円 3 連 単 ��� 263，220円

票 数

単勝票数 差引計 314009（返還計 14356） 的中 � 4849（7番人気）
複勝票数 差引計 398728（返還計 30462） 的中 � 9687（7番人気）� 34172（5番人気）� 26153（6番人気）
枠連票数 差引計 156367（返還計 1857） 的中 （5－5） 636（23番人気）
馬連票数 差引計 635967（返還計 90839） 的中 �� 2785（25番人気）
馬単票数 差引計 402552（返還計 57546） 的中 �� 706（50番人気）
ワイド票数 差引計 387683（返還計 61499） 的中 �� 2745（24番人気）�� 1917（26番人気）�� 8351（12番人気）
3連複票数 差引計 831971（返還計239806） 的中 ��� 1770（50番人気）
3連単票数 差引計1386943（返還計400156） 的中 ��� 382（330番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．5―36．3―49．8―1：02．2―1：15．0―1：27．8―1：40．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．6―3F37．8
1
3

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

勝馬の
紹 介

グランセブルス �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2015．6．7 東京6着

2013．5．13生 牡3鹿 母 ピュアパッション 母母 ピュアオブハート 6戦2勝 賞金 13，450，000円
〔競走除外〕 カフジデンジャー号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。疾病〔キ甲部打撲傷〕を発症したため競走除外。発走時刻6分遅延。
〔制裁〕 ピットボス号の騎手藤岡佑介は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 カフジデンジャー号は，平成28年4月4日から平成28年5月3日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シルバーポジー号・ゼンノハーデース号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年

5月3日まで平地競走に出走できない。

10042 4月3日 曇 良 （28阪神2）第4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

46 マラムデール 牝5栗 55
54 ☆�島 克駿 �サンデーレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム 456＋ 81：33．4 7．9�

610 グレイスミノル 牝4青鹿55 M．デムーロ吉岡 實氏 本田 優 新冠 武田牧場 476－ 21：33．71� 5．1�
22 � ラ バ ニ ー ユ 牝4芦 55 武 豊前田 幸治氏 森田 直行 新ひだか 土居 忠吉 410＋ 61：33．91	 16．1�
713 リーサルストライク 牡4鹿 57 福永 祐一�G1レーシング 石坂 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 520± 01：34．0� 2．8�
58 カレンオプシス 牝4青鹿55 池添 謙一鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 492－ 21：34．21 8．6	
59 ダブルイーグル 牡8鹿 57 和田 竜二田邉 康子氏 西橋 豊治 むかわ フラット牧場 478－ 21：34．3� 16．0

23 クリノカンパニー 牡5鹿 57 藤岡 佑介栗本 博晴氏 作田 誠二 日高 三輪牧場 480± 0 〃 クビ 118．0�
814� プレスアテンション 牡5栗 57 横山 典弘金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 526－ 41：34．62 18．8�
47 � ハギノフェリス 牝5鹿 55 蛯名 正義安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 424－ 81：34．81	 123．2
712 キネオリュウセイ 牡6黒鹿 57

54 ▲荻野 極吉田 千津氏 清水 久詞 新ひだか 有限会社 下河辺
トレーニングセンター 492＋ 4 〃 クビ 23．0�

35 スイートガーデン 牝5鹿 55 丹内 祐次田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 落合 一巳 482－101：34．9� 280．5�
611 バ リ ス 牡5栗 57 菱田 裕二杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 小泉牧場 476－101：35．11 24．6�
34 メ ナ ス コ 
4黒鹿57 藤岡 康太 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 432－10 〃 アタマ 49．8�
11 ブ ル ロ ー ネ 牝4黒鹿55 松若 風馬山口 敦広氏 清水 久詞 新ひだか 小河 豊水 474＋ 41：35．2クビ 6．7�
815� ウルトラバローズ 牡5鹿 57 小牧 太猪熊 広次氏 松下 武士 新ひだか 前川 正美 456－ 21：35．3� 62．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 32，473，000円 複勝： 47，395，200円 枠連： 18，627，900円
馬連： 69，894，300円 馬単： 34，659，600円 ワイド： 41，997，500円
3連複： 100，704，400円 3連単： 128，298，300円 計： 474，050，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 240円 � 230円 � 450円 枠 連（4－6） 1，920円

馬 連 �� 2，700円 馬 単 �� 5，850円

ワ イ ド �� 990円 �� 2，370円 �� 1，830円

3 連 複 ��� 17，180円 3 連 単 ��� 94，330円

票 数

単勝票数 計 324730 的中 � 32557（4番人気）
複勝票数 計 473952 的中 � 53250（4番人気）� 59697（3番人気）� 23864（7番人気）
枠連票数 計 186279 的中 （4－6） 7485（10番人気）
馬連票数 計 698943 的中 �� 20059（11番人気）
馬単票数 計 346596 的中 �� 4439（26番人気）
ワイド票数 計 419975 的中 �� 11265（10番人気）�� 4472（30番人気）�� 5846（24番人気）
3連複票数 計1007044 的中 ��� 4394（61番人気）
3連単票数 計1282983 的中 ��� 986（341番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―11．5―11．6―11．9―11．3―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．7―35．2―46．8―58．7―1：10．0―1：21．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マラムデール �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．6．8 阪神1着

2011．2．26生 牝5栗 母 フサイチエアデール 母母 ラスティックベル 19戦2勝 賞金 37，164，000円



10043 4月3日 曇 良 （28阪神2）第4日 第7競走 ��
��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

67 タガノコルコバード 牡5鹿 57 藤岡 康太八木 昌司氏 藤岡 健一 新冠 八木牧場 436－ 21：52．6 8．0�
811 オンワードハンター 牡5鹿 57

56 ☆小崎 綾也樫山 章子氏 村山 明 浦河 オンワード牧場 464－ 4 〃 ハナ 8．1�
79 キングカヌヌ 牡4芦 57 岩田 康誠 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム B508＋ 61：52．7� 13．4�
44 アドマイヤカロ 牡5栗 57 藤岡 佑介近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 520－ 2 〃 クビ 1．8�
22 ロウアンドロウ 牡4栗 57 福永 祐一谷掛 龍夫氏 加用 正 千歳 社台ファーム 502＋161：53．44 21．3�
56 ハッピーエム 牝5鹿 55 小坂 忠士三宅 勝俊氏 松下 武士 日高 原田牧場 446－ 4 〃 ハナ 5．0	
33 タイキオールブルー 牡4青鹿 57

56 ☆岩崎 翼�大樹ファーム 西園 正都 浦河 有限会社 ビ
クトリーファーム 438－ 21：53．5� 27．5


710 マコトグランドゥ 牡4栗 57 荻野 琢真�ディアマント 宮本 博 日高 白井牧場 480－ 21：53．6クビ 53．1�
68 	 スズカレビン 牡5鹿 57

54 ▲三津谷隼人永井 啓弍氏 目野 哲也 洞
湖 レイクヴィラファーム 488＋ 21：53．7� 144．8
55 セレブレイトソング �4栗 57 和田 竜二 �キャロットファーム 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム B482－ 21：54．65 20．9�
11 メイショウカシュウ 牡4鹿 57

55 △城戸 義政松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 490－ 41：56．5大差 163．4�
812 フォローガーネット 牝4鹿 55 菱田 裕二松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 浦河小林牧場 458＋ 42：00．0大差 65．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 31，497，100円 複勝： 43，977，600円 枠連： 15，406，700円
馬連： 69，090，600円 馬単： 43，073，600円 ワイド： 43，095，400円
3連複： 96，399，600円 3連単： 156，498，300円 計： 499，038，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 220円 � 200円 � 320円 枠 連（6－8） 2，140円

馬 連 �� 2，140円 馬 単 �� 4，110円

ワ イ ド �� 600円 �� 1，180円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 6，860円 3 連 単 ��� 35，860円

票 数

単勝票数 計 314971 的中 � 31392（3番人気）
複勝票数 計 439776 的中 � 52561（4番人気）� 61195（3番人気）� 32045（5番人気）
枠連票数 計 154067 的中 （6－8） 5563（9番人気）
馬連票数 計 690906 的中 �� 24993（10番人気）
馬単票数 計 430736 的中 �� 7860（15番人気）
ワイド票数 計 430954 的中 �� 19291（5番人気）�� 9196（13番人気）�� 9382（12番人気）
3連複票数 計 963996 的中 ��� 10534（24番人気）
3連単票数 計1564983 的中 ��� 3164（117番人気）

ハロンタイム 12．6―10．7―12．9―12．3―12．7―12．5―12．8―12．7―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．3―36．2―48．5―1：01．2―1：13．7―1：26．5―1：39．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タガノコルコバード �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 タバスコキャット デビュー 2013．11．17 福島1着

2011．4．26生 牡5鹿 母 タバスコムスメ 母母 ビンジンスキー 17戦3勝 賞金 27，450，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フォローガーネット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年5月3日まで平地

競走に出走できない。

10044 4月3日 曇 良 （28阪神2）第4日 第8競走 ��
��2，000�サラブレッド系4歳以上

発走13時50分 （芝・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
1：57．8
1：56．1

良
良

44 ショウナンハルカス 牡4黒鹿57 池添 謙一国本 哲秀氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 492＋ 62：00．5 27．9�
89 メイショウコルノ 牡5黒鹿57 岩田 康誠松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 546＋10 〃 クビ 12．9�
33 ジャズファンク 牡4鹿 57 武 豊市川義美ホール

ディングス� 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 500－ 62：00．6� 4．5�
78 ゼウスバローズ 牡5鹿 57 福永 祐一猪熊 広次氏 角居 勝彦 新冠 パカパカ

ファーム 468－ 62：00．81	 3．1�
77 シャンパーニュ 牡5芦 57 蛯名 正義 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 492－ 22：00．9
 14．8�
11 ジェネラルゴジップ 牡4青鹿57 幸 英明 	社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 480＋ 82：01．0
 2．1

22 ハ ツ ガ ツ オ 牝5鹿 55 古川 吉洋江川 伸夫氏 石栗 龍彦 新冠 川上牧場 512＋ 22：01．21 18．8�
55 オイルタウン 牡4栗 57 水口 優也山上 和良氏 福島 信晴 日高 沖田牧場 466－ 22：01．83� 98．3�
66 キンショータイム 牡6栗 57

55 △義 英真礒野日出夫氏 中村 均 厚真 阿部 栄乃進 502＋ 22：02．11
 130．6
810 イッツガナハプン 牡7栗 57

56 ☆�島 克駿サミットレーシング 松山 将樹 浦河 室田 千秋 B492－ 42：02．31	 376．0�
（10頭）

売 得 金
単勝： 40，522，900円 複勝： 48，922，400円 枠連： 15，839，800円
馬連： 81，344，100円 馬単： 53，475，100円 ワイド： 42，360，700円
3連複： 101，945，800円 3連単： 231，292，800円 計： 615，703，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，790円 複 勝 � 730円 � 370円 � 210円 枠 連（4－8） 12，220円

馬 連 �� 10，360円 馬 単 �� 30，400円

ワ イ ド �� 2，860円 �� 1，750円 �� 840円

3 連 複 ��� 15，220円 3 連 単 ��� 189，690円

票 数

単勝票数 計 405229 的中 � 11579（7番人気）
複勝票数 計 489224 的中 � 15047（7番人気）� 33921（4番人気）� 70491（3番人気）
枠連票数 計 158398 的中 （4－8） 1004（19番人気）
馬連票数 計 813441 的中 �� 6084（20番人気）
馬単票数 計 534751 的中 �� 1319（45番人気）
ワイド票数 計 423607 的中 �� 3713（22番人気）�� 6156（16番人気）�� 13472（11番人気）
3連複票数 計1019458 的中 ��� 5022（34番人気）
3連単票数 計2312928 的中 ��� 884（251番人気）

ハロンタイム 12．4―10．2―12．1―12．2―12．3―12．5―12．4―12．2―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―22．6―34．7―46．9―59．2―1：11．7―1：24．1―1：36．3―1：48．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ショウナンハルカス �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2014．10．25 東京5着

2012．3．1生 牡4黒鹿 母 オッティマルーチェ 母母 Leading Light 16戦3勝 賞金 31，960，000円



10045 4月3日 曇 良 （28阪神2）第4日 第9競走 ��
��1，400�

な る と

鳴門ステークス
発走14時25分 （ダート・右）
4歳以上，1，600万円以下，27．4．4以降28．3．27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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

57 キングズガード 牡5鹿 57 蛯名 正義�日進牧場 田中 章博 浦河 日進牧場 444± 01：23．2 2．8�
45 サ ン グ ラ ス 牡5青鹿54 幸 英明玉置 潔氏 谷 潔 浦河 冨岡 博一 B504＋ 41：23．41� 33．3�
46 サ ン レ ー ン 牝6鹿 53 武 豊 H.H．シェイク・モハメド 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 498＋101：23．61� 7．5�
34 	 ベ ッ ク 牡5栗 54 M．デムーロ細川祐季子氏 牧浦 充徳 平取 稲原牧場 506＋ 6 〃 クビ 4．7�
58 ガ ン ジ ー 牡5栗 55 武 幸四郎岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 508＋ 21：23．7
 16．4�
814 ダイリュウキセキ 牝5黒鹿52 秋山真一郎大野 龍氏 目野 哲也 新ひだか 木田牧場 452＋ 61：23．8� 8．9	
33 テ ン ペ ル 牡8黒鹿53 高倉 稜山本 英俊氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 496＋ 41：23．9� 98．3

69 アルボナンザ 牝6栗 54 四位 洋文�エーティー 昆 貢 浦河 辻 牧場 468± 01：24．11� 10．1�
22 ツヨシノブルーム �7芦 53 小林 徹弥横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム 508－ 41：24．3
 177．2�
11 デルマネコムスメ 牝6栗 51 松若 風馬浅沼 廣幸氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 434－141：24．51 117．4
711 メイショウワコン 牡5栗 54 岩田 康誠松本 好雄氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 B512＋ 41：24．71� 23．4�
610 セトノプロミス 牡6鹿 53 菱田 裕二難波 澄子氏 鈴木 孝志 日高 滝本 健二 486－ 61：24．91� 37．6�
712 ハラペーニョペパー 牝4芦 54 �島 克駿 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 498＋ 41：25．0クビ 6．0�
813 サウンドアドバイス 牝6栗 51 藤懸 貴志加藤 守氏 松元 茂樹 新ひだか タイヘイ牧場 466＋ 81：25．53 202．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 54，203，700円 複勝： 96，302，300円 枠連： 28，853，000円
馬連： 157，227，200円 馬単： 71，215，500円 ワイド： 84，008，700円
3連複： 218，678，800円 3連単： 321，632，500円 計： 1，032，121，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 760円 � 220円 枠 連（4－5） 670円

馬 連 �� 4，980円 馬 単 �� 7，950円

ワ イ ド �� 1，760円 �� 440円 �� 2，460円

3 連 複 ��� 11，530円 3 連 単 ��� 66，920円

票 数

単勝票数 計 542037 的中 � 149812（1番人気）
複勝票数 計 963023 的中 � 249874（1番人気）� 22768（9番人気）� 107137（5番人気）
枠連票数 計 288530 的中 （4－5） 33258（2番人気）
馬連票数 計1572272 的中 �� 24439（22番人気）
馬単票数 計 712155 的中 �� 6713（35番人気）
ワイド票数 計 840087 的中 �� 11762（24番人気）�� 53356（3番人気）�� 8280（25番人気）
3連複票数 計2186788 的中 ��� 14223（42番人気）
3連単票数 計3216325 的中 ��� 3484（236番人気）

ハロンタイム 12．2―11．2―11．6―11．8―11．8―11．9―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．4―35．0―46．8―58．6―1：10．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キングズガード �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2014．5．18 京都6着

2011．4．21生 牡5鹿 母 キングスベリー 母母 リボンストロベリー 17戦5勝 賞金 93，456，000円

10046 4月3日 曇 良 （28阪神2）第4日 第10競走 ��
��1，400�マーガレットステークス

発走15時00分 （芝・右）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量，収得賞金1，200万円毎1�
増

賞 品
本 賞 19，000，000円 7，600，000円 4，800，000円 2，900，000円 1，900，000円
付 加 賞 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．9
1：19．0

良
良

66 テ ィ ソ ー ナ 牡3黒鹿56 M．デムーロ �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 488－ 61：21．3 1．7�
77 キアロスクーロ 牡3黒鹿56 武 豊水上 行雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 490－ 81：21．4� 3．4�
22 	 スキャットエディ 牡3鹿 56 岩田 康誠林 正道氏 斎藤 誠 米 Machmer

Hall 484＋ 61：21．93 5．9�
55 サイモンゼーレ 牡3鹿 56 幸 英明澤田 昭紀氏 梅田 智之 浦河 三嶋牧場 450－ 41：22．0
 81．8�
44 ワンダフルラッシュ 牝3黒鹿54 松若 風馬 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 様似 様似共栄牧場 426－ 41：22．1� 29．9	
33 スリラーインマニラ 牡3鹿 56 蛯名 正義古賀 慎一氏 武井 亮 浦河 惣田 英幸 448＋101：22．2� 20．4

78 ウインミレーユ 牝3黒鹿54 和田 竜二�ウイン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム B428－ 2 〃 アタマ 15．0�
89 	 キングライオン 牡3栗 56 坂井 瑠星ライオンレースホース� 矢作 芳人 米

Nursery Place,
Donaldson &
Broadbent

486－ 4 〃 ハナ 67．1�
810 ジェイシックス 牡3芦 56 丹内 祐次深見 富朗氏 田所 秀孝 日高 有限会社

ケイズ 490－ 41：22．51
 68．7
11 ボ ー ダ レ ス 牝3栗 55 横山 典弘 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468－ 41：22．82 29．8�
（10頭）

売 得 金
単勝： 57，822，700円 複勝： 73，918，200円 枠連： 26，022，200円
馬連： 124，963，200円 馬単： 86，504，900円 ワイド： 59，899，600円
3連複： 163，776，400円 3連単： 412，092，900円 計： 1，005，000，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 110円 � 120円 枠 連（6－7） 220円

馬 連 �� 270円 馬 単 �� 390円

ワ イ ド �� 140円 �� 180円 �� 240円

3 連 複 ��� 330円 3 連 単 ��� 930円

票 数

単勝票数 計 578227 的中 � 261839（1番人気）
複勝票数 計 739182 的中 � 369560（1番人気）� 115185（2番人気）� 90374（3番人気）
枠連票数 計 260222 的中 （6－7） 88202（1番人気）
馬連票数 計1249632 的中 �� 352811（1番人気）
馬単票数 計 865049 的中 �� 162548（1番人気）
ワイド票数 計 598996 的中 �� 124674（1番人気）�� 83248（2番人気）�� 52558（3番人気）
3連複票数 計1637764 的中 ��� 362215（1番人気）
3連単票数 計4120929 的中 ��� 318827（1番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．5―12．1―11．8―11．3―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．1―34．6―46．7―58．5―1：09．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テ ィ ソ ー ナ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2015．8．1 札幌4着

2013．1．20生 牡3黒鹿 母 ラ ド ラ ー ダ 母母 レディブロンド 6戦3勝 賞金 38，593，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。

２レース目



10047 4月3日 曇 良 （28阪神2）第4日 第11競走 ��
��2，000�第60回産 経 大 阪 杯（ＧⅡ）

発走15時35分 （芝・右）
4歳以上；負担重量は，56�，牝馬2�減，27．4．4以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除
く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�
増，27．4．3以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除
く）

産経新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 67，000，000円 27，000，000円 17，000，000円 10，000，000円 6，700，000円
付 加 賞 784，000円 224，000円 112，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

79 アンビシャス 牡4黒鹿56 横山 典弘近藤 英子氏 音無 秀孝 浦河 辻 牧場 468＋ 41：59．3 3．9�
67 キタサンブラック 牡4鹿 58 武 豊�大野商事 清水 久詞 日高 ヤナガワ牧場 524－ 2 〃 クビ 6．2�
78 ショウナンパンドラ 牝5鹿 56 池添 謙一国本 哲秀氏 高野 友和 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456＋141：59．51� 5．9�
22 ラブリーデイ 牡6黒鹿58 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 492＋ 41：59．71	 3．0�
44 イスラボニータ 牡5黒鹿57 蛯名 正義 �社台レースホース栗田 博憲 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476－ 41：59．91 18．5	
33 ヌーヴォレコルト 牝5栗 54 岩田 康誠原 
子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 456＋ 92：00．0	 5．1

11 � レッドレイヴン 牡6青鹿56 柴田 善臣 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 米 Richard Santulli

& Bobby Flay 510－ 6 〃 クビ 125．8�
55 アクションスター 牡6栗 56 松若 風馬福井 明氏 音無 秀孝 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470± 02：00．42	 278．3�
66 タッチングスピーチ 牝4鹿 54 福永 祐一 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 470＋ 42：00．5クビ 12．3
810 マイネルラクリマ 牡8栗 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新ひだか 武 牧場 474－202：00．6	 228．5�
811 ニシノビークイック 牡7栗 56 国分 恭介西山 茂行氏 竹内 正洋 新ひだか 本桐牧場 492＋ 42：00．92 472．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 337，638，900円 複勝： 381，735，400円 枠連： 141，673，300円
馬連： 996，577，400円 馬単： 489，684，400円 ワイド： 399，459，000円
3連複： 1，212，009，900円 3連単： 2，945，847，100円 計： 6，904，625，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 160円 � 190円 � 190円 枠 連（6－7） 520円

馬 連 �� 1，470円 馬 単 �� 2，510円

ワ イ ド �� 530円 �� 500円 �� 620円

3 連 複 ��� 2，540円 3 連 単 ��� 12，810円

票 数

単勝票数 計3376389 的中 � 680851（2番人気）
複勝票数 計3817354 的中 � 700602（2番人気）� 494618（4番人気）� 478709（5番人気）
枠連票数 計1416733 的中 （6－7） 211050（2番人気）
馬連票数 計9965774 的中 �� 524240（7番人気）
馬単票数 計4896844 的中 �� 146100（12番人気）
ワイド票数 計3994590 的中 �� 193571（9番人気）�� 206767（7番人気）�� 161156（10番人気）
3連複票数 計12120099 的中 ��� 357492（12番人気）
3連単票数 計29458471 的中 ��� 166622（59番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―12．5―12．1―12．2―12．5―12．1―11．3―10．9―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．3―36．8―48．9―1：01．1―1：13．6―1：25．7―1：37．0―1：47．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F45．7―3F33．6
1
3
7（10，9）3（4，8）（2，6）－1，5，11
7－9－（3，10）（2，4，8）（1，6）（11，5）

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

勝馬の
紹 介

アンビシャス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2014．11．16 京都1着

2012．2．17生 牡4黒鹿 母 カーニバルソング 母母 カ ル ニ オ ラ 10戦5勝 賞金 200，949，000円
※ニシノビークイック号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりアンビシャス号は，天皇賞（春）（GⅠ）競走に優先出走できる。

10048 4月3日 曇 良 （28阪神2）第4日 第12競走 ��
��1，200�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
1：08．8
1：08．7

重
重

45 ハニードント 牝5栗 55 M．デムーロ薪浦 亨氏 梅田 智之 安平 吉田 三郎 450－ 41：11．0 6．5�
46 テーオーソルジャー 牡5栗 57 秋山真一郎小笹 公也氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 462－ 4 〃 クビ 5．7�
610� フライングニンバス 牝4鹿 55 福永 祐一橋元 勇氣氏 野中 賢二 米 Glendalough

LLC 508＋ 2 〃 ハナ 2．7�
69 ク ー ゲ ル 牡5栗 57 藤岡 康太幅田 昌伸氏 加用 正 浦河 岡本牧場 512± 01：11．31	 19．8�
57 エンジェヌー 牝5青鹿55 酒井 学 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 468－ 21：11．4	 31．2�
22 メイショウユメゴゼ 牝7栃栗55 岩田 康誠松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 466－101：11．61
 14．7�
814 ヤマニンメンヒル 牡7鹿 57 松田 大作土井 肇氏 松下 武士 浦河 廣田 伉助 468－ 41：11．81
 5．9	
33 � レガリテート 牡6鹿 57 高倉 稜前田 幸治氏 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 490－ 2 〃 アタマ 37．1

712 キタサンウンゲツ 牡5鹿 57 小牧 太�大野商事 橋口 慎介 新ひだか 木田 祐博 518＋ 41：11．9クビ 19．7�
58 ミキノグランプリ 牡5栗 57

56 ☆岩崎 翼谷口 久和氏 南井 克巳 浦河 浦河育成牧場 474＋ 6 〃 クビ 92．8
711 マートンパーク 牝4鹿 55

54 ☆�島 克駿�下河辺牧場 安田 隆行 日高 下河辺牧場 496－ 21：12．11
 24．2�
34 タイセイラビッシュ 牡4鹿 57

54 ▲坂井 瑠星田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 494－ 21：12．41	 15．6�
813 メモリーレーン 牝5栗 55 川島 信二 �シルクレーシング 荒川 義之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B476＋ 21：12．5	 32．5�
11 ツーエムカイザー 牡4鹿 57

54 ▲荻野 極水谷 昌晃氏 佐藤 正雄 様似 中脇 一幸 492－ 61：12．71	 89．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 73，193，700円 複勝： 100，265，800円 枠連： 54，113，100円
馬連： 246，960，200円 馬単： 88，923，600円 ワイド： 108，026，200円
3連複： 289，115，500円 3連単： 442，341，300円 計： 1，402，939，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 190円 � 170円 � 130円 枠 連（4－4） 2，370円

馬 連 �� 2，650円 馬 単 �� 4，720円

ワ イ ド �� 800円 �� 370円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，940円 3 連 単 ��� 14，810円

票 数

単勝票数 計 731937 的中 � 88738（4番人気）
複勝票数 計1002658 的中 � 114255（4番人気）� 138980（3番人気）� 244076（1番人気）
枠連票数 計 541131 的中 （4－4） 17694（10番人気）
馬連票数 計2469602 的中 �� 76647（8番人気）
馬単票数 計 889236 的中 �� 14115（13番人気）
ワイド票数 計1080262 的中 �� 31582（6番人気）�� 78846（2番人気）�� 75646（3番人気）
3連複票数 計2891155 的中 ��� 111558（3番人気）
3連単票数 計4423413 的中 ��� 21648（23番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．7―11．5―11．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．8―46．3―58．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F36．2
3 13（4，10）（5，7）（3，6，8）（1，14）9，2，11，12 4 ・（13，4，10）（5，7）6（3，8）（9，14）1（2，11，12）

勝馬の
紹 介

ハニードント �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2013．9．8 阪神6着

2011．5．1生 牝5栗 母 マッキーロイヤル 母母 クリアーチャンス 32戦4勝 賞金 51，802，000円

４レース目



（28阪神2）第4日 4月3日（日曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 163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

318，840，000円
2，530，000円
5，960，000円
1，850，000円
36，640，000円
1，000，000円
64，979，000円
4，425，000円
1，564，800円

勝馬投票券売得金
774，668，800円
1，074，931，600円
384，407，400円
2，054，696，000円
1，054，225，100円
968，681，000円
2，619，074，900円
5，313，453，600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 14，244，138，400円

総入場人員 31，373名 （有料入場人員 ）
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