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10085 4月17日 曇 重 （28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

47 オープンユアアイズ 牝3栗 54
53 ☆小崎 綾也 �グリーンファーム松田 国英 千歳 社台ファーム 500－ 61：53．1 4．6�

23 フロジストン 牝3黒鹿54 松田 大作 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 464－ 21：53．73� 6．3�

35 リベリーターン 牝3鹿 54 和田 竜二�バンブー牧場 佐藤 正雄 浦河 バンブー牧場 480± 01：53．8� 20．2�
36 ド ゥ ラ セ ア 牝3黒鹿54 武 幸四郎中辻 明氏 日吉 正和 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474－ 21：54．11� 65．4�
12 ホッコーパフューム 牝3鹿 54 国分 優作矢部 道晃氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 462＋ 41：54．42 94．2	
59 オーミパドドゥ 牝3栗 54 国分 恭介岩﨑 僖澄氏 宮 徹 新冠 松木 加代 444＋ 21：54．71� 73．8

816 スズカエメラルド 牝3鹿 54 熊沢 重文永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 小島牧場 422＋ 41：54．8� 6．4�
24 ベッラヴィータ 牝3鹿 54 佐藤 友則前田 葉子氏 小崎 憲 新冠 株式会社

ノースヒルズ 428＋ 21：55．01� 194．8�
（笠松）

611 ナムラエルサ 牝3鹿 54
53 ☆�島 克駿奈村 睦弘氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 448－ 61：55．31� 8．4

713 サトノベリーニ 牝3栗 54 川島 信二里見 治氏 須貝 尚介 新ひだか フジワラフアーム 444－ 2 〃 ハナ 35．7�
815 ローズウィスパー 牝3鹿 54 松山 弘平 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 464± 0 〃 ハナ 3．2�
48 モズビリーブ 牝3鹿 54 藤岡 康太 �キャピタル・システム 野中 賢二 安平 ノーザンファーム 442＋ 41：55．72� 11．3�
11 モルトカリーナ 牝3黒鹿54 岩田 康誠原 	子氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 508± 01：56．12� 16．0�
714 アルマスハート 牝3栗 54 酒井 学馬目 卓氏 北出 成人 新ひだか 片山牧場 438－ 21：57．8大差 187．3�
612 ウインエンプレス 牝3栗 54

51 ▲坂井 瑠星�ウイン 飯田 雄三 新ひだか 伊藤 敏明 428－ 21：57．9� 158．2�
510 ネオヴィッパー 牝3芦 54 菱田 裕二小林 仁幸氏 田所 秀孝 日高 メイプルファーム 446－ 61：58．43 153．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，931，800円 複勝： 29，995，000円 枠連： 13，450，100円
馬連： 48，037，200円 馬単： 23，219，000円 ワイド： 26，416，000円
3連複： 72，690，200円 3連単： 82，976，300円 計： 313，715，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 180円 � 190円 � 430円 枠 連（2－4） 1，070円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 2，380円

ワ イ ド �� 460円 �� 1，120円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 5，800円 3 連 単 ��� 24，450円

票 数

単勝票数 計 169318 的中 � 29359（2番人気）
複勝票数 計 299950 的中 � 49971（2番人気）� 43825（3番人気）� 14492（8番人気）
枠連票数 計 134501 的中 （2－4） 9668（4番人気）
馬連票数 計 480372 的中 �� 31123（5番人気）
馬単票数 計 232190 的中 �� 7310（7番人気）
ワイド票数 計 264160 的中 �� 15866（2番人気）�� 5839（16番人気）�� 5603（17番人気）
3連複票数 計 726902 的中 ��� 9385（22番人気）
3連単票数 計 829763 的中 ��� 2460（79番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―13．5―12．9―12．1―12．3―12．2―12．7―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．0―37．5―50．4―1：02．5―1：14．8―1：27．0―1：39．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オープンユアアイズ �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Danehill Dancer デビュー 2016．3．6 阪神4着

2013．3．6生 牝3栗 母 ア ー ヴ ェ イ 母母 Anna Amalia 3戦1勝 賞金 7，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ネオヴィッパー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年5月17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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 グラウス号・ゴールデンビューチ号・マジョレット号・メイショウクノイチ号
（非抽選馬） 1頭 スリーサンレーザー号
※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。

10086 4月17日 曇 重 （28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

48 ピ ナ ク ル ズ 牡3黒鹿56 国分 恭介ライオンレースホース� 牧田 和弥 むかわ 真壁 信一 494－ 21：11．2 11．8�
510 エーティーチャンプ 牡3鹿 56 松田 大作荒木 徹氏 木原 一良 新ひだか 仲野牧場 476－ 81：12．05 17．9�
47 タガノヴィッター 牡3鹿 56 松若 風馬八木 良司氏 牧浦 充徳 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 506± 01：12．21� 8．5�
59 シゲルサンマ 牡3黒鹿56 太宰 啓介森中 蕃氏 飯田 祐史 日高 高山 博 532＋ 61：12．73 10．3�
35 カネトシフェイト 牡3黒鹿56 秋山真一郎兼松 忠男氏 大橋 勇樹 新冠 ラツキー牧場 442＋ 21：12．91 45．3�
23 スプレーモゲレイロ 牡3鹿 56 松山 弘平 �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 446－ 21：13．21� 15．2	
815 テゾーロミノル 牡3鹿 56 藤岡 康太吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 470－121：13．41� 30．0

816 テイエムフライヤー 牡3青鹿56 酒井 学竹園 正繼氏 日吉 正和 新冠 村上 雅規 482＋10 〃 クビ 136．6�
24 リ リ ス モ �3栗 56 和田 竜二 H.H．シェイク・モハメド 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 460－ 41：13．5クビ 20．9�
612 アルファヴィル 牡3芦 56

55 ☆�島 克駿三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 448－ 6 〃 クビ 116．1
611 ツイセキシャ 牡3鹿 56

53 ▲坂井 瑠星小田切 光氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 482＋ 81：13．92	 147．7�
12 カノヤパリティ 牝3栗 54

52 △城戸 義政神田アヤ子氏 坂口 正則 日高 浜本牧場 B448－ 41：14．21� 20．1�
11 オ ク タ ゴ ン 牡3栗 56 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 新冠 対馬 正 516－ 2 〃 ハナ 1．5�
713 スリーロベリア 牝3鹿 54

53 ☆小崎 綾也永井商事� 藤沢 則雄 新ひだか 武 牧場 396＋ 21：14．52 223．4�
714 シゲルニジョウサバ 牝3鹿 54 菱田 裕二森中 蕃氏 坂口 正則 新ひだか 武 牧場 452＋ 21：16．110 264．8�

（15頭）
36 キンシノエナジイ 牡3黒鹿56 岩田 康誠若草クラブ 浅見 秀一 むかわ 真壁 信一 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 18，603，200円 複勝： 47，946，700円 枠連： 12，472，100円
馬連： 38，936，600円 馬単： 23，933，800円 ワイド： 23，183，000円
3連複： 54，963，400円 3連単： 87，056，000円 計： 307，094，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，180円 複 勝 � 480円 � 590円 � 390円 枠 連（4－5） 1，200円

馬 連 �� 5，450円 馬 単 �� 11，380円

ワ イ ド �� 1，800円 �� 1，070円 �� 1，860円

3 連 複 ��� 12，750円 3 連 単 ��� 84，830円

票 数

単勝票数 計 186032 的中 � 12513（4番人気）
複勝票数 計 479467 的中 � 26483（4番人気）� 20741（5番人気）� 33900（2番人気）
枠連票数 計 124721 的中 （4－5） 8019（4番人気）
馬連票数 計 389366 的中 �� 5530（16番人気）
馬単票数 計 239338 的中 �� 1577（32番人気）
ワイド票数 計 231830 的中 �� 3287（22番人気）�� 5663（9番人気）�� 3177（24番人気）
3連複票数 計 549634 的中 ��� 3232（41番人気）
3連単票数 計 870560 的中 ��� 744（252番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．7―12．2―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．9―47．1―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ピ ナ ク ル ズ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Danzero デビュー 2016．1．9 京都12着

2013．4．20生 牡3黒鹿 母 ダンゼロゴールド 母母 Minegold 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔出走取消〕 キンシノエナジイ号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルニジョウサバ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年5月17日まで平

地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 サトノワイバーン号
（非抽選馬） 1頭 コウエイスズラン号

第２回 阪神競馬 第８日



10087 4月17日 曇 重 （28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

611 ラインフィール 牡3栗 56 武 幸四郎大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 492± 01：52．7 2．8�
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 B436－ 21：52．91	 4．4�
612 レッドジェイド 牡3青鹿56 小牧 太 �東京ホースレーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 500－ 41：53．0
 4．2�
36 ローデルバーン 牡3黒鹿56 田中 健佐々木雄二氏 松元 茂樹 浦河 �川 啓一 462－ 21：53．21	 62．1�
47 ミトノグリーン 牡3黒鹿56 佐藤 友則ロイヤルパーク 崎山 博樹 平取 びらとり牧場 B482－101：53．73 10．7�

（笠松）

11 バイキングスター 牡3黒鹿56 太宰 啓介古賀 禎彦氏 飯田 祐史 日高 浜本牧場 434－ 61：54．12� 9．6	
12 メイショウトーリ 牡3黒鹿56 小林 徹弥松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 444－ 61：54．52� 255．2

48 ホッコーフウガ 牡3鹿 56 国分 優作矢部 道晃氏 西浦 勝一 浦河 市川フアーム B478－ 41：55．99 19．8�
23 リンドバーグ 牡3黒鹿56 菱田 裕二堂守 貴志氏 吉村 圭司 新ひだか 橋本牧場 512± 01：57．510 32．2�
510 メイショウオニマル 牡3黒鹿56 松山 弘平松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 496－141：58．45 27．6
816 テイケイカルミア 牝3鹿 54 国分 恭介兼松 忠男氏 五十嵐忠男 日高 木村牧場 472－122：01．5大差 349．2�
59 ジャストザネクスト 牡3黒鹿56 秋山真一郎ジャスト・タイムクラブ 牧浦 充徳 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 444＋ 22：10．3大差 228．6�
24 ワイエムフェアリー 牡3栗 56

53 ▲坂井 瑠星�サンライズ 高橋 義忠 新ひだか 前田 宗将 432－ 1 （競走中止） 96．6�
713 ワイズセレクション 牡3鹿 56 藤岡 康太山田 弘氏 宮 徹 日高 シンボリ牧場 458± 0 （競走中止） 15．0�
714 タイムシャワー 牡3栗 56 荻野 琢真松岡 隆雄氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 448－ 2 （競走中止） 420．1�
815 タマモマリンバ 牡3鹿 56

54 △城戸 義政タマモ� 佐藤 正雄 新ひだか 曾我 博 462－ 6 （競走中止） 57．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 22，267，200円 複勝： 36，073，300円 枠連： 15，681，600円
馬連： 55，795，200円 馬単： 27，564，000円 ワイド： 31，110，800円
3連複： 74，900，700円 3連単： 102，343，600円 計： 365，736，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 150円 � 130円 枠 連（3－6） 420円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，420円

ワ イ ド �� 310円 �� 240円 �� 350円

3 連 複 ��� 980円 3 連 単 ��� 4，370円

票 数

単勝票数 計 222672 的中 � 62356（1番人気）
複勝票数 計 360733 的中 � 80522（1番人気）� 57168（3番人気）� 72476（2番人気）
枠連票数 計 156816 的中 （3－6） 28911（1番人気）
馬連票数 計 557952 的中 �� 55976（2番人気）
馬単票数 計 275640 的中 �� 14546（3番人気）
ワイド票数 計 311108 的中 �� 25366（2番人気）�� 34768（1番人気）�� 21344（3番人気）
3連複票数 計 749007 的中 ��� 57227（1番人気）
3連単票数 計1023436 的中 ��� 16957（2番人気）

ハロンタイム 12．8―10．9―13．0―12．4―12．8―12．3―12．4―12．7―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．7―36．7―49．1―1：01．9―1：14．2―1：26．6―1：39．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．8―3F38．5
1
3

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

・（5，11）－（6，12）（2，8）＝（3，7）10－1＝16＝9・（5，11）－12，6（8，2）－7－1－10＝3＝16＝9
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ラインフィール �
�
父 デュランダル �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2016．2．20 京都4着

2013．3．21生 牡3栗 母 バレンソール 母母 ミストラルアゲン 4戦1勝 賞金 9，900，000円
〔発走状況〕 バイキングスター号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 ワイズセレクション号は，1コーナーで前の馬に触れ，転倒したため競走中止。

タマモマリンバ号・ワイエムフェアリー号・タイムシャワー号は，1コーナーで，転倒した「ワイズセレクション」号の影響を受
け，騎手が落馬したため競走中止。

〔その他〕 メイショウオニマル号・テイケイカルミア号・ジャストザネクスト号は，1コーナーで，転倒した「ワイズセレクション」号の影響を
受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

※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。
（非抽選馬） 5頭 アグネスブレイブ号・シゲルシロカジキ号・フェアウェルローズ号・ヤマイチサンライズ号・ヤマカツリーダー号
※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。

10088 4月17日 曇 重 （28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20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

47 パーシーズベスト 牝3黒鹿54 岩田 康誠 �シルクレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 458－ 22：03．9 2．6�
11 タガノプリンセス 牝3栗 54 太宰 啓介八木 良司氏 大根田裕之 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 448＋ 22：04．11� 90．2�
815 サトノオニキス 牝3黒鹿54 川島 信二里見 治氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 422－ 42：04．2� 3．6�
46 ジャジャウマガール 牝3鹿 54 武 幸四郎廣崎利洋HD� 河内 洋 新冠 川上牧場 448± 0 〃 クビ 4．2�
58 センショウレイナ 牝3鹿 54 菱田 裕二川勝 裕之氏 笹田 和秀 新ひだか 岡田スタツド 466－ 22：04．41 10．1	
23 マ リ ネ リ ス 牝3鹿 54

51 ▲三津谷隼人 �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 414＋ 42：04．61� 22．3


712 ミュゲプリンセス 牝3鹿 54 国分 優作�雅苑興業 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 434＋ 62：04．92 9．3�
35 リ ー ズ 牝3芦 54 和田 竜二阿部東亜子氏 崎山 博樹 浦河 谷川牧場 452－102：05．53� 78．9�
22 シュネルギア 牝3鹿 54 秋山真一郎 �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム 432± 0 〃 ハナ 39．6
59 プレリュードフィズ 牝3黒鹿 54

53 ☆�島 克駿 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 418－ 62：05．6� 52．4�
34 イメージング 牝3鹿 54

53 ☆小崎 綾也�ビリオンスター荒川 義之 千歳 社台ファーム 466± 0 〃 ハナ 166．0�
814 ニシノケイバー 牝3黒鹿54 松田 大作西山 茂行氏 田所 秀孝 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 452－ 22：05．91� 78．5�
611 ジューンソフィア 牝3鹿 54 酒井 学吉川 潤氏 今野 貞一 日高 日高大洋牧場 B482－102：06．11 53．9�
713 サンジャンドリュズ 牝3青鹿54 佐藤 友則藤井 亮輔氏 今野 貞一 浦河 榊原 敏明 438 ― 〃 ハナ 197．0�

（笠松）

610 ジーニアスダンサー 牝3鹿 54 松山 弘平 �キャロットファーム 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 434－ 62：10．4大差 153．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 26，553，300円 複勝： 39，240，700円 枠連： 17，685，300円
馬連： 57，303，200円 馬単： 32，171，900円 ワイド： 34，748，600円
3連複： 81，426，800円 3連単： 115，263，500円 計： 404，393，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 1，240円 � 160円 枠 連（1－4） 5，680円

馬 連 �� 13，440円 馬 単 �� 17，140円

ワ イ ド �� 3，040円 �� 280円 �� 4，650円

3 連 複 ��� 15，010円 3 連 単 ��� 96，710円

票 数

単勝票数 計 265533 的中 � 78984（1番人気）
複勝票数 計 392407 的中 � 89781（1番人気）� 5139（12番人気）� 73085（3番人気）
枠連票数 計 176853 的中 （1－4） 2412（14番人気）
馬連票数 計 573032 的中 �� 3302（26番人気）
馬単票数 計 321719 的中 �� 1407（42番人気）
ワイド票数 計 347486 的中 �� 2657（28番人気）�� 37455（1番人気）�� 1724（40番人気）
3連複票数 計 814268 的中 ��� 4067（40番人気）
3連単票数 計1152635 的中 ��� 864（238番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．9―37．1―49．8―1：02．3―1：14．9―1：27．5―1：39．7―1：51．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．4
1
3
・（1，10）（8，11）（5，9，12）（3，15）4，6，7（14，13）－2・（1，10）11（8，5，12）（3，15）（9，7）14，6（13，4，2）

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

勝馬の
紹 介

パーシーズベスト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Smoke Glacken デビュー 2015．10．11 京都2着

2013．3．30生 牝3黒鹿 母 パーシステントリー 母母 Just Reward 5戦1勝 賞金 10，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時25分に変更。
〔騎手変更〕 ジャジャウマガール号の騎手藤岡康太は，第3競走での落馬による検査のため武幸四郎に変更。

サンジャンドリュズ号の騎手坂井瑠星は，第3競走での落馬による検査のため佐藤友則に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジーニアスダンサー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年5月17日まで平

地競走に出走できない。
※出走取消馬 スカイフェアリー号（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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ウインイストワール号・テイエムタービン号
（非抽選馬） 1頭 アマルティア号
※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17日 曇 重 （28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10分 （芝・右・外）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
2：24．2
2：22．1

良
良

59 プロジェクト 牡3栗 56 松若 風馬近藤 英子氏 音無 秀孝 新冠 ハシモトフアーム 476＋162：30．1 52．4�
816 エアワイバーン 牡3青鹿56 岩田 康誠 �ラッキーフィールド角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 524－ 6 〃 クビ 3．6�
611 シーザワールド 牡3鹿 56 国分 優作石川 達絵氏 渡辺 薫彦 日高 山際 辰夫 502＋ 42：30．2クビ 97．3�
36 アズナヴァル 牡3鹿 56 四位 洋文前原 敏行氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 452＋ 2 〃 クビ 4．4�
612 アナザープラネット 牡3鹿 56 松山 弘平市川義美ホール

ディングス� 角居 勝彦 新ひだか フジワラフアーム 466－202：30．3� 2．9�
815 ハイドロフォイル 牡3鹿 56 和田 竜二 	サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B496± 02：30．4� 123．1

23 フォイヤーヴェルク 牡3青鹿 56

55 ☆小崎 綾也 	サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 440－ 42：30．61	 11．2�
47 
 エイシンジーン 牡3鹿 56 田中 健�栄進堂 松元 茂樹 愛 Hong Kong

Eishindo 498－ 4 〃 ハナ 23．1�
714 ロードキング 牡3鹿 56 菱田 裕二市川義美ホール

ディングス� 吉村 圭司 千歳 社台ファーム 480－202：30．8� 33．1
35 アイムファースト 牡3黒鹿56 小牧 太ユアストーリー 安田 隆行 新冠 新冠橋本牧場 404－10 〃 ハナ 106．1�
510 マテンロウバッハ 牡3黒鹿56 松田 大作寺田千代乃氏 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 488＋ 22：31．22� 6．8�
817
 エイシンフィリップ 牡3鹿 56 酒井 学�栄進堂 渡辺 薫彦 愛 H. K. Ei-

shindo 488 ―2：31．51� 99．8�
24 マイネルブランブル 牡3芦 56

53 ▲三津谷隼人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 510＋ 82：31．82 74．0�

48 コンゴウノカガヤキ 牡3鹿 56 国分 恭介金岡 久夫氏 宮 徹 千歳 社台ファーム 518＋ 22：33．28 276．7�
713
 キラリジェームス 牡3鹿 53 佐藤 友則吉田 和美氏 池添 学 豪 Alpara Lodge 530＋ 22：33．62� 95．7�

（笠松）

12 ヤマニンブラズーカ 牡3鹿 56 太宰 啓介土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 B496± 02：35．5大差 48．8�
11 ヒラボクケーワン 牡3栗 56

54 △城戸 義政�平田牧場 加藤 敬二 日高 下河辺牧場 518－ 42：36．56 330．7�
（17頭）

売 得 金
単勝： 25，181，500円 複勝： 36，399，800円 枠連： 14，294，500円
馬連： 55，363，400円 馬単： 31，217，300円 ワイド： 32，325，500円
3連複： 80，819，400円 3連単： 109，332，900円 計： 384，934，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，240円 複 勝 � 1，400円 � 170円 � 1，840円 枠 連（5－8） 1，250円

馬 連 �� 10，750円 馬 単 �� 33，110円

ワ イ ド �� 3，190円 �� 31，980円 �� 4，920円

3 連 複 ��� 237，700円 3 連 単 ��� 1，441，200円

票 数

単勝票数 計 251815 的中 � 3842（9番人気）
複勝票数 計 363998 的中 � 5588（10番人気）� 76535（2番人気）� 4207（12番人気）
枠連票数 計 142945 的中 （5－8） 8861（5番人気）
馬連票数 計 553634 的中 �� 3988（24番人気）
馬単票数 計 312173 的中 �� 707（73番人気）
ワイド票数 計 323255 的中 �� 2642（27番人気）�� 258（101番人気）�� 1699（42番人気）
3連複票数 計 808194 的中 ��� 255（242番人気）
3連単票数 計1093329 的中 ��� 55（1422番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―12．1―12．0―12．6―12．6―12．9―13．2―12．9―12．6―12．1―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．8―23．9―36．0―48．0―1：00．6―1：13．2―1：26．1―1：39．3―1：52．2―2：04．8―2：16．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．8―3F37．9
1
3
2－（13，15）1（3，10，14）（9，11）12（8，16）5，4，6－17－7
2＝（13，15）（1，14）（10，11，16）－（3，12）9－（8，4，5，6）7，17

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

勝馬の
紹 介

プロジェクト �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2015．11．15 京都11着

2013．6．29生 牡3栗 母 ブリリアントベリー 母母 クラフテイワイフ 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔騎手変更〕 フォイヤーヴェルク号の騎手藤岡康太は，第3競走での落馬負傷のため小崎綾也に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヤマニンブラズーカ号・ヒラボクケーワン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成28年5月17日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 ゴールドインゴット号（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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 オズマ号・ヨカグラ号
（非抽選馬） 1頭 オースミフォース号
※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。

10090 4月17日 晴 重 （28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

714 ツーエムレジェンド 牡3栗 56 松山 弘平水谷 昌晃氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 458－ 21：22．3 6．7�
36 オウケンビリーヴ 牝3芦 54

53 ☆�島 克駿福井 明氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 464－ 2 〃 ハナ 4．8�
510 サイタスリーレッド 牡3鹿 56 秋山真一郎西村 憲人氏 佐藤 正雄 新ひだか カタオカフアーム 472＋ 21：22．61� 10．2�
12 ウェーブヒーロー 牡3鹿 56 和田 竜二万波 健二氏 平田 修 新冠 新冠橋本牧場 498－ 21：22．81	 5．0�
59 エネルムサシ 牡3鹿 56

55 ☆小崎 綾也鈴木 康弘氏 高橋 康之 浦河 駿河牧場 504＋ 41：22．9	 13．4�
23 バ オ バ ブ 牝3芦 54 川島 信二 Him Rock Racing 加用 正 日高 タバタファーム 430－ 21：23．11
 105．4�
612 タイセイエクレール 牡3鹿 56 松田 大作田中 成奉氏 森田 直行 新ひだか 藤沢牧場 498＋ 21：23．2� 22．4	
817 ウォーターピオニー 牝3鹿 54 武 幸四郎山岡 良一氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 436＋ 4 〃 ハナ 33．1

713 エスペランサリュウ 牡3鹿 56 国分 恭介江上 幸�氏 飯田 雄三 日高 中館牧場 468－ 81：23．41 79．0�
47 マイネルボールド 牡3鹿 56 松若 風馬 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 若林牧場 436－ 2 〃 アタマ 47．9�
24 マダムクレアシオン 牝3鹿 54 国分 優作ラ・メール 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 460＋ 41：23．5	 116．8�
48 フォールインラブ 牝3黒鹿54 菱田 裕二�田 昌久氏 田中 章博 千歳 社台ファーム 456± 0 〃 アタマ 4．6�
715� ボーサンシー 牡3栗 56 岩田 康誠吉田 和美氏 池添 学 米

Terrazas Thoroughbreds, Al-
bert & Joyce Bell, BGHA＃1，
LLC & R－Cher F

B522＋ 41：23．6クビ 7．6�
816� リックカグラ 牡3栗 56 吉井 友彦山邉 浩氏 森山 英雄 新ひだか 荒木 貴宏 470＋ 61：23．81	 356．0�

（笠松） （笠松）

11 スズカプリズム 牝3栗 54 小牧 太永井 啓弍氏 橋田 満 新冠 岩見牧場 458－ 41：24．01
 94．3�
818 メイショウノボサン 牡3栗 56 酒井 学松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 468－ 21：24．42	 76．4�
611 ブンブンブラウ 牝3鹿 54 太宰 啓介三宅 勝俊氏 川村 禎彦 新ひだか 中田 英樹 B450＋ 81：24．5	 43．9�
35 � ツリーナッツヒメ 牝3鹿 54 佐藤 友則大原 雄一氏 笹野 博司 様似 小田牧場 416＋ 11：24．81� 421．9�

（笠松） （笠松）

（18頭）

売 得 金
単勝： 28，214，900円 複勝： 46，047，400円 枠連： 22，537，200円
馬連： 78，387，700円 馬単： 32，289，100円 ワイド： 41，709，400円
3連複： 103，376，100円 3連単： 120，618，700円 計： 473，180，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 200円 � 200円 � 270円 枠 連（3－7） 1，200円

馬 連 �� 1，670円 馬 単 �� 3，070円

ワ イ ド �� 620円 �� 1，240円 �� 980円

3 連 複 ��� 5，730円 3 連 単 ��� 28，810円

票 数

単勝票数 計 282149 的中 � 33594（4番人気）
複勝票数 計 460474 的中 � 61075（3番人気）� 63350（2番人気）� 40512（6番人気）
枠連票数 計 225372 的中 （3－7） 14555（4番人気）
馬連票数 計 783877 的中 �� 36294（5番人気）
馬単票数 計 322891 的中 �� 7886（9番人気）
ワイド票数 計 417094 的中 �� 18008（3番人気）�� 8372（15番人気）�� 10851（12番人気）
3連複票数 計1033761 的中 ��� 13520（15番人気）
3連単票数 計1206187 的中 ��� 3035（81番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．0―11．7―11．9―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．1―34．1―45．8―57．7―1：09．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．2―3F36．5
3 9（15，13）11，4（6，18）（2，7）（1，3，17）10，14－（5，12，16）－8 4 ・（9，15）13（4，11，6）（2，18）（10，7，17）1（3，14）－（12，16）－8，5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ツーエムレジェンド �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2015．10．31 京都4着

2013．2．24生 牡3栗 母 プリンセスイブ 母母 ナナイモプリンセス 6戦2勝 賞金 13，300，000円
〔騎手変更〕 マダムクレアシオン号の騎手坂井瑠星は，第3競走での落馬負傷のため国分優作に変更。

エネルムサシ号の騎手藤岡康太は，第3競走での落馬負傷のため小崎綾也に変更。
※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。



10091 4月17日 晴 重 （28阪神2）第8日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時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
1：48．5
1：47．8

重
重

22 ハッピーエム 牝5鹿 55 国分 優作三宅 勝俊氏 松下 武士 日高 原田牧場 438－ 81：51．8 2．1�
45 メイショウブーケ 牝5栗 55 松山 弘平松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 B472＋ 2 〃 クビ 12．4�
813 クライミングローズ 牝4青鹿55 松若 風馬前田 幸治氏 角田 晃一 新冠 株式会社

ノースヒルズ B428± 01：51．9クビ 9．7�
11 � ラックアサイン 牝4鹿 55 菱田 裕二岡田 牧雄氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 482＋ 21：52．43 14．6�
46 アグネスアーニャ 牝4鹿 55 和田 竜二渡辺公美子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 476＋ 21：52．61� 6．6�
610 メイショウサルーテ 牝5鹿 55

53 △城戸 義政松本 好雄氏 本田 優 浦河 太陽牧場 510＋ 81：52．81 12．2�
69 グッドタイムロール 牝5栗 55 小牧 太	ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社

ノースヒルズ 518－ 61：53．01 21．3

814 サブトゥエンティ 牝4栗 55

54 ☆小崎 綾也吉田 勝己氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 444－ 61：53．1� 5．8�
34 マダムウルル 牝4黒鹿55 国分 恭介�ターフ・スポート宮 徹 浦河 市川フアーム 456＋ 61：53．2� 23．1
711 スナークエンジェル 牝4黒鹿55 田中 健杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 見上牧場 438± 01：53．83� 133．2�
712� サンレイフレンチ 牝5栗 55 吉井 友彦永井 宏明氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 418＋ 4 〃 ハナ 189．6�

（笠松）

33 デューイハミテージ 牝4鹿 55 柴田 未崎長井 純一氏 田所 秀孝 新ひだか 池田牧場 448± 0 〃 クビ 82．3�
57 � エスケイミネルバ 牝4青 55 太宰 啓介服部 新平氏 坪 憲章 浦河 �川フアーム 452－ 41：54．75 153．4�
58 ゴールドグローリー 牝4栗 55 松田 大作居城 要氏 西村 真幸 新冠 北勝ファーム 492＋ 61：56．310 99．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 28，989，300円 複勝： 45，125，900円 枠連： 21，320，700円
馬連： 69，698，200円 馬単： 36，127，000円 ワイド： 36，984，200円
3連複： 87，581，800円 3連単： 124，581，000円 計： 450，408，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 130円 � 320円 � 290円 枠 連（2－4） 430円

馬 連 �� 1，180円 馬 単 �� 1，760円

ワ イ ド �� 520円 �� 500円 �� 1，730円

3 連 複 ��� 3，910円 3 連 単 ��� 13，130円

票 数

単勝票数 計 289893 的中 � 107719（1番人気）
複勝票数 計 451259 的中 � 135774（1番人気）� 28289（6番人気）� 32079（5番人気）
枠連票数 計 213207 的中 （2－4） 38036（1番人気）
馬連票数 計 696982 的中 �� 45614（5番人気）
馬単票数 計 361270 的中 �� 15381（5番人気）
ワイド票数 計 369842 的中 �� 18784（5番人気）�� 19890（4番人気）�� 5069（22番人気）
3連複票数 計 875818 的中 ��� 16760（13番人気）
3連単票数 計1245810 的中 ��� 6875（33番人気）

ハロンタイム 12．5―10．6―12．0―12．1―12．8―12．9―13．0―12．7―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．1―35．1―47．2―1：00．0―1：12．9―1：25．9―1：38．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．8―3F38．9
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ハッピーエム �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 マーベラスサンデー デビュー 2014．7．26 中京6着

2011．5．8生 牝5鹿 母 ナナヨーハッピー 母母 ナナヨーウイング 14戦3勝 賞金 29，290，000円
〔騎手変更〕 マダムウルル号の騎手藤岡康太は，第3競走での落馬負傷のため国分恭介に変更。

グッドタイムロール号の騎手坂井瑠星は，第3競走での落馬負傷のため小牧太に変更。
※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。

10092 4月17日 晴 重 （28阪神2）第8日 第8競走 ��
��1，400�サラブレッド系4歳以上

発走13時45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

713 アダムズアップル 牡5鹿 57 菱田 裕二吉田 照哉氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 514－ 21：23．8 2．9�
48 � ワンダーヴァローレ 牡4鹿 57

56 ☆	島 克駿山本 信行氏 奥村 豊 浦河 荻伏三好フ
アーム 496－171：23．9
 186．8�

12 � チュウワワンダー 牡6鹿 57 川島 信二中西 忍氏 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 492＋ 21：24．21
 286．1�
714 ブルーガーディアン 牡4黒鹿57 武 幸四郎 �ブルーマネジメント石橋 守 新ひだか 加野牧場 476－101：24．51
 55．3�
11 ビタミンエース 牡5鹿 57

55 △城戸 義政村上 稔氏 本田 優 新ひだか 谷口育成牧場 516－ 41：24．6� 23．5�
510� バーサーカー 牡4栗 57 松若 風馬香川 憲次氏 長浜 博之 日高 広富牧場 B494－ 4 〃 アタマ 44．9	
36 � エイシンパライソ 牡4栗 57 酒井 学�栄進堂 藤岡 健一 米 Liberation Farm &

Brandywine Farm B498－ 81：24．7クビ 2．8

612 ノ ボ リ フ ジ 牡5鹿 57 秋山真一郎原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 504－301：24．8� 27．5�
815 フミノミニスター 牡4鹿 57 松田 大作谷 二氏 本田 優 新ひだか 金舛 幸夫 512＋ 21：24．9
 62．0�
47 � エ オ ロ 牡4青鹿57 水口 優也内村 正則氏 石橋 守 浦河 松栄牧場 440－ 21：25．0クビ 202．3
816� カフジオリオン 牡4鹿 57 岩田 康誠加藤 守氏 中竹 和也 米 Lester Kwok &

Dr. Naoya Yoshida 476＋ 6 〃 アタマ 5．0�
24 マ チ ル ダ 牝5栗 55 田中 健萩 英男氏 福島 信晴 日高 中川 哲也 474＋ 6 〃 ハナ 141．9�
35 エンドレスシャイン 牡5鹿 57 松山 弘平岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 日高 白井牧場 444－ 41：25．1
 9．8�
59 コピーライター 6鹿 57 吉井 友彦グリーンスウォード奥村 豊 新ひだか 米田牧場 B518± 01：25．2� 14．5�

（笠松）

23 � ブライアンキング 牡4鹿 57 小牧 太林 正道氏 森田 直行 新ひだか 幌村牧場 474－ 21：25．41� 235．9�
611 アサクサプライド 牡5栗 57

56 ☆小崎 綾也田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 468－ 41：25．5クビ 48．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，290，300円 複勝： 44，212，500円 枠連： 20，282，000円
馬連： 82，845，800円 馬単： 40，533，600円 ワイド： 41，485，300円
3連複： 111，364，100円 3連単： 159，094，400円 計： 529，108，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 160円 � 3，000円 � 4，610円 枠 連（4－7） 10，360円

馬 連 �� 31，210円 馬 単 �� 44，120円

ワ イ ド �� 7，840円 �� 9，380円 �� 76，680円

3 連 複 ��� 835，230円 3 連 単 ��� 2，621，440円

票 数

単勝票数 計 292903 的中 � 80696（2番人気）
複勝票数 計 442125 的中 � 105711（2番人気）� 3023（12番人気）� 1949（15番人気）
枠連票数 計 202820 的中 （4－7） 1517（21番人気）
馬連票数 計 828458 的中 �� 2057（43番人気）
馬単票数 計 405336 的中 �� 689（74番人気）
ワイド票数 計 414853 的中 �� 1371（46番人気）�� 1144（53番人気）�� 139（109番人気）
3連複票数 計1113641 的中 ��� 100（359番人気）
3連単票数 計1590944 的中 ��� 44（1623番人気）

ハロンタイム 12．2―10．4―11．2―12．0―12．2―12．5―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．6―33．8―45．8―58．0―1：10．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F38．0
3 4，6，16，13，14－（3，8）（2，12）（9，10）（1，15）（7，11）5 4 ・（4，6）16，13－（8，14）（3，2）12（1，10）9，15（7，5，11）

勝馬の
紹 介

アダムズアップル �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2014．1．12 京都10着

2011．2．27生 牡5鹿 母 スワンキーポーチ 母母 チャッターボックス 20戦2勝 賞金 27，150，000円
〔騎手変更〕 エイシンパライソ号の騎手藤岡康太は，第3競走での落馬負傷のため酒井学に変更。
〔発走状況〕 アサクサプライド号は，発走地点で右後肢落鉄。発走時刻3分遅延。
〔制裁〕 チュウワワンダー号の騎手川島信二は，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。
※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 トップリバティ号
※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。



10093 4月17日 晴 稍重 （28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，27．4．18以降28．4．10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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．1
1：06．5

良
良

35 テイエムゲッタドン 牡5栗 54 松山 弘平竹園 正繼氏 山内 研二 鹿児島 テイエム牧場 B512－ 61：09．1 6．5�
713 グランシェリー 牝5芦 52 �島 克駿間宮 秀直氏 庄野 靖志 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 520＋ 81：09．31� 37．5�
48 ブラッククローバー 牡4黒鹿55 和田 竜二呂 朝子氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 494－ 41：09．62 7．0�
510 アドマイヤサブリナ 牝6芦 52 川島 信二近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 454－ 21：09．7	 7．8�
23 モズハツコイ 牝5芦 55 岩田 康誠 �キャピタル・システム 牧田 和弥 浦河 上山牧場 476＋ 41：09．91� 3．9�
36 ゼンノコリオリ 牡6鹿 54 太宰 啓介大迫久美子氏 高橋 亮 浦河 中村 雅明 480＋14 〃 ハナ 76．3	
24 
 クレアドール 牝5青鹿52 佐藤 友則 
サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 504＋ 21：10．0	 34．8�

（笠松）

816 アグネスハビット 牡7黒鹿55 武 幸四郎渡辺公美子氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 472＋ 2 〃 クビ 10．3�
611 ポルボローネ 牝4栗 51 酒井 学小林都美子氏 作田 誠二 新冠 岩見牧場 428± 01：10．1クビ 83．7
714 タイセイララバイ 牝5青鹿52 菱田 裕二田中 成奉氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 486± 0 〃 ハナ 55．7�
815 テーオートマホーク 牡6鹿 53 小崎 綾也小笹 公也氏 奥村 豊 浦河 三嶋牧場 482－ 61：10．31� 47．6�
12 アグネスマチュア 牡7鹿 53 秋山真一郎渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 504－ 4 〃 アタマ 33．5�
11 ノーブルヴィーナス 牝4黒鹿52 国分 恭介吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 服部 牧場 446－ 4 〃 クビ 50．2�
47 デンコウヒノマル 牡5栗 55 国分 優作田中 康弘氏 坂口 正則 浦河 大島牧場 504＋ 41：10．4クビ 18．1�
59 ダノンマッキンレー 牡5栗 57 松若 風馬�ダノックス 音無 秀孝 浦河 三嶋牧場 506－ 4 〃 クビ 4．0�
612 ラブローレル 牝4青鹿50 小林 徹弥増田 陽一氏 森田 直行 新冠 北星村田牧場 412＋ 21：11．46 169．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，033，500円 複勝： 46，141，900円 枠連： 25，250，500円
馬連： 97，280，200円 馬単： 40，405，600円 ワイド： 45，819，800円
3連複： 123，868，300円 3連単： 161，921，500円 計： 568，721，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 260円 � 1，000円 � 240円 枠 連（3－7） 6，770円

馬 連 �� 11，780円 馬 単 �� 20，140円

ワ イ ド �� 3，450円 �� 840円 �� 4，000円

3 連 複 ��� 24，690円 3 連 単 ��� 143，510円

票 数

単勝票数 計 280335 的中 � 34397（3番人気）
複勝票数 計 461419 的中 � 49661（5番人気）� 9973（11番人気）� 56676（4番人気）
枠連票数 計 252505 的中 （3－7） 2890（21番人気）
馬連票数 計 972802 的中 �� 6400（32番人気）
馬単票数 計 404056 的中 �� 1504（53番人気）
ワイド票数 計 458198 的中 �� 3346（32番人気）�� 14627（9番人気）�� 2880（43番人気）
3連複票数 計1238683 的中 ��� 3762（75番人気）
3連単票数 計1619215 的中 ��� 818（407番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．3―11．2―11．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．2―34．5―45．7―56．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テイエムゲッタドン �
�
父 テイエムオペラオー �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2013．7．27 小倉4着

2011．3．30生 牡5栗 母 テイエムジャンヌ 母母 イクティサール 21戦2勝 賞金 35，590，000円
［他本会外：3戦2勝］

〔騎手変更〕 ラブローレル号の騎手坂井瑠星は，第3競走での落馬負傷のため小林徹弥に変更。
アグネスハビット号の騎手藤岡康太は，第3競走での落馬負傷のため武幸四郎に変更。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 ウイングパラダイス号・タガノリバレンス号・トウショウピスト号
※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。

10094 4月17日 晴 稍重 （28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 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

816 エイシンローリン 牝5栗 55 太宰 啓介�栄進堂 松永 昌博 新ひだか 城地 清満 450－141：10．3 6．1�
12 ワ デ ィ 牝5栗 55 松若 風馬 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 478－ 61：10．4� 5．8�
23 ヤマニンシャンデル 牝4栗 55 四位 洋文土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 450－ 61：10．71� 21．8�
36 	 サンライズネオ 牡6黒鹿57 松山 弘平松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 480－ 2 〃 クビ 13．4�
11 スマートアヴァロン 牡4黒鹿57 酒井 学大川 徹氏 西園 正都 新ひだか グランド牧場 514＋ 21：10．8
 2．8�
24 ドリームドルチェ 牡4青鹿57 松田 大作ライオンレースホース� 根本 康広 日高 滝本 健二 514－ 2 〃 ハナ 52．5	
612 テイクファイア 牡6鹿 57 国分 恭介加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 476－ 81：10．9� 160．9

611 ガ ン ジ ー 牡5栗 57 武 幸四郎岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 508± 0 〃 ハナ 12．7�
714 ヤマチョウフェア 牡8黒鹿57 川島 信二長谷川 彰氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 476－181：11．21� 87．6�
510� アースゼウス 牡6栗 57 吉井 友彦 �グリーンファーム和田 正道 米

Burden Creek
Farm LLC &
Bill Nicholls

516－201：11．3アタマ 36．3
（笠松）

47 ジャコカッテ 牡5栗 57 和田 竜二晴間 初栄氏 高橋 義忠 新冠 カミイスタット 508＋ 21：11．4� 13．9�
48 フクノドリーム 牝5栗 55 岩田 康誠福島 祐子氏 杉浦 宏昭 浦河 谷川牧場 486－ 81：12．14 6．7�
59 メイショウワダイコ 牡4鹿 57 小林 徹弥松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 多田 善弘 530－ 21：12．52
 20．6�
815 ルミナスウイング 牡6鹿 57 小牧 太 �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 494± 01：13．77 51．0�
713 ワ ー ル ン ガ 牡6栗 57 佐藤 友則 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 456± 01：13．8� 155．2�
（笠松）

35 � アスターストーム 牡6鹿 57 国分 優作加藤 久枝氏 中竹 和也 米
Mineola Farm II, LLC,
James W. Hirschmann &
David R. Houchin

504－ 2 （競走中止） 93．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 48，377，200円 複勝： 74，530，600円 枠連： 39，358，700円
馬連： 158，811，100円 馬単： 64，795，500円 ワイド： 73，649，600円
3連複： 213，184，600円 3連単： 299，144，600円 計： 971，851，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 300円 � 200円 � 440円 枠 連（1－8） 650円

馬 連 �� 2，670円 馬 単 �� 4，710円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 2，570円 �� 1，540円

3 連 複 ��� 14，230円 3 連 単 ��� 62，330円

票 数

単勝票数 計 483772 的中 � 62687（3番人気）
複勝票数 計 745306 的中 � 62402（6番人気）� 113463（2番人気）� 38425（7番人気）
枠連票数 計 393587 的中 （1－8） 46865（2番人気）
馬連票数 計1588111 的中 �� 46085（8番人気）
馬単票数 計 647955 的中 �� 10301（16番人気）
ワイド票数 計 736496 的中 �� 19268（8番人気）�� 7217（33番人気）�� 12259（18番人気）
3連複票数 計2131846 的中 ��� 11236（45番人気）
3連単票数 計2991446 的中 ��� 3479（192番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．6―11．7―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―34．2―45．9―57．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F36．1
3 10，16，12，7（2，9）13，3（4，5）11，6－14（1，15）8 4 ・（10，16）12（2，7）（3，9）（4，11，13）－6，14（1，15）－8

勝馬の
紹 介

エイシンローリン �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 Peaks and Valleys デビュー 2014．2．22 京都3着

2011．3．20生 牝5栗 母 バーリンスワン 母母 Cozumel Kitty 12戦4勝 賞金 59，193，000円
〔騎手変更〕 ジャコカッテ号の騎手藤岡康太は，第3競走での落馬負傷のため和田竜二に変更。
〔競走中止〕 アスターストーム号は，競走中に疾病〔左第1指節種子骨粉砕骨折〕を発症したため3コーナー通過後に競走中止。
※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） 6頭 イーグルカザン号・コスタアレグレ号・ゴーインググレート号・ハニードント号・ペイシャモンシェリ号・

ルミナスパレード号
※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。

１レース目



10095 4月17日 晴 稍重 （28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；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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：43．9

良
良

55 トーセンビクトリー 牝4鹿 55 武 幸四郎島川 �哉氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 448＋ 21：46．6 4．3�
79 レッドオリヴィア 牝5鹿 55 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 434－ 6 〃 クビ 6．4�
66 ダノンムーン 牡7鹿 57 四位 洋文�ダノックス 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 454－ 21：46．7クビ 2．3�
33 タイセイアプローズ 牡4鹿 57 松山 弘平田中 成奉氏 宮本 博 日高 ナカノファーム 472± 01：46．91� 16．8�
810 サンライズタイセイ 牡6鹿 57 酒井 学松岡 隆雄氏 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 476± 01：47．11� 70．8	
811 ティーエスネオ 牡5芦 57 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 528＋ 8 〃 クビ 9．7

67 カ ナ ロ ア 牡7鹿 57 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 日高 日高大洋牧場 458－ 2 〃 アタマ 13．0�
44 ウエスタンレベッカ 牝6鹿 55 佐藤 友則西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム B456－ 21：47．2	 36．9�

（笠松）

11 ハッピーモーメント 牡6鹿 57 小崎 綾也 サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 492－ 41：47．41� 7．4�
22 マイティースコール 牡8栗 57 熊沢 重文小川 勲氏 宮 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474－ 61：47．5	 79．4�
78 ブレークビーツ 
6鹿 57 松若 風馬吉田 照哉氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 456－ 21：47．81	 159．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 50，202，400円 複勝： 58，454，900円 枠連： 37，705，400円
馬連： 198，809，800円 馬単： 94，851，900円 ワイド： 70，372，500円
3連複： 249，568，000円 3連単： 495，568，200円 計： 1，255，533，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 150円 � 150円 � 110円 枠 連（5－7） 1，610円

馬 連 �� 1，590円 馬 単 �� 2，660円

ワ イ ド �� 530円 �� 220円 �� 280円

3 連 複 ��� 1，000円 3 連 単 ��� 7，770円

票 数

単勝票数 計 502024 的中 � 93266（2番人気）
複勝票数 計 584549 的中 � 91237（2番人気）� 85806（3番人気）� 164598（1番人気）
枠連票数 計 377054 的中 （5－7） 18050（7番人気）
馬連票数 計1988098 的中 �� 96569（7番人気）
馬単票数 計 948519 的中 �� 26657（10番人気）
ワイド票数 計 703725 的中 �� 29099（7番人気）�� 90155（1番人気）�� 65308（2番人気）
3連複票数 計2495680 的中 ��� 186588（1番人気）
3連単票数 計4955682 的中 ��� 46238（24番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．6―34．9―46．6―58．6―1：10．6―1：22．6―1：34．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．0
3 4，8－11，3－5（2，6）9－（1，10）7 4 4，8，11（2，3）5，6（7，9，1）10
市場取引馬

勝馬の
紹 介

トーセンビクトリー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．8．3 札幌3着

2012．4．23生 牝4鹿 母 トゥザヴィクトリー 母母 フェアリードール 11戦4勝 賞金 70，269，000円
〔騎手変更〕 ハッピーモーメント号の騎手藤岡康太は，第3競走での落馬負傷のため小崎綾也に変更。
※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。

10096 4月17日 晴 稍重 （28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

59 コンセギール 牡4黒鹿57 和田 竜二前田 葉子氏 浜田多実雄 新冠 株式会社
ノースヒルズ 496－102：03．7 36．6�

36 スワーヴカイザー �5青 57 小牧 太�NICKS 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 536－ 2 〃 ハナ 2．6�
611 トゥヴァビエン 牡6黒鹿57 酒井 学玉井 宏和氏 湯窪 幸雄 浦河 小倉牧場 530－ 22：03．91	 9．7�
815 ア ー ブ ル 牡5黒鹿57 松田 大作吉澤 克己氏 宮本 博 浦河 三嶋牧場 B526＋ 62：04．0
 13．1�
816 スランジバール 牡7鹿 57 佐藤 友則�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 488＋ 22：04．42� 89．4	

（笠松）

510 インテグラード 牡5青鹿57 菱田 裕二�リーヴァ 松下 武士 千歳 社台ファーム 494± 02：04．5� 31．8

24 キングブレイク 牡7栗 57 松山 弘平宮田 守氏 崎山 博樹 浦河 バンブー牧場 510－122：04．6� 9．9�
47 ロイヤルパンプ 牡4栗 57 松若 風馬吉田 千津氏 長浜 博之 平取 稲原牧場 538－ 2 〃 ハナ 3．7�
12 カリスマサンタイム 牡6黒鹿57 小林 徹弥畔柳 年言氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 512－ 62：04．91
 125．4
23 ディアブルーダー �5鹿 57 太宰 啓介髙樽さゆり氏 高橋 義忠 日高 浜本牧場 510＋ 22：05．0� 7．3�
612 メイショウキトラ 牡5栗 57 岡田 祥嗣松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 磯野牧場 486± 02：05．1
 43．1�
11 ベストセラーアスク 牝5鹿 55

54 ☆小崎 綾也廣崎利洋HD� 梅田 智之 新ひだか 藤原牧場 420－ 22：05．52� 85．0�
35 セレッソレアル 牝5栗 55 田中 健三宅 勝俊氏 松元 茂樹 浦河 昭和牧場 488－102：05．6クビ 94．7�
48 ストロベリーキング �5黒鹿57 水口 優也田頭 勇貴氏 崎山 博樹 浦河 杵臼牧場 468－ 22：05．7� 28．1�
714 サンウィノナ 牝4鹿 55 川島 信二加藤 信之氏 田中 章博 日高 シンボリ牧場 448－ 22：06．01
 194．3�
713 カ ー マ イ ン 牡8鹿 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 464－ 42：07．59 59．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 51，559，700円 複勝： 66，148，400円 枠連： 41，960，900円
馬連： 164，752，400円 馬単： 69，976，000円 ワイド： 75，815，700円
3連複： 216，451，000円 3連単： 338，413，100円 計： 1，025，077，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，660円 複 勝 � 780円 � 150円 � 280円 枠 連（3－5） 2，590円

馬 連 �� 5，470円 馬 単 �� 16，310円

ワ イ ド �� 1，620円 �� 6，600円 �� 570円

3 連 複 ��� 17，960円 3 連 単 ��� 180，930円

票 数

単勝票数 計 515597 的中 � 11264（9番人気）
複勝票数 計 661484 的中 � 16311（10番人気）� 155243（1番人気）� 57140（5番人気）
枠連票数 計 419609 的中 （3－5） 12547（9番人気）
馬連票数 計1647524 的中 �� 23331（18番人気）
馬単票数 計 699760 的中 �� 3217（44番人気）
ワイド票数 計 758157 的中 �� 11772（16番人気）�� 2796（52番人気）�� 36682（3番人気）
3連複票数 計2164510 的中 ��� 9036（51番人気）
3連単票数 計3384131 的中 ��� 1356（443番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．3―13．7―12．8―12．9―12．6―12．2―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．7―35．0―48．7―1：01．5―1：14．4―1：27．0―1：39．2―1：51．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．3―3F36．7
1
3
7，9，16，3（6，15）－（10，11）（4，12）－5，1（2，14）（8，13）
7，9（3，16）（6，15）（10，11）12（4，5）2，14，1，8，13

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

勝馬の
紹 介

コンセギール �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2014．6．22 阪神8着

2012．2．18生 牡4黒鹿 母 サウスオブスカイ 母母 ファーストアクト 11戦3勝 賞金 27，400，000円
〔騎手変更〕 ベストセラーアスク号の騎手荻野琢真は，第3競走での落馬負傷のため小崎綾也に変更。

ディアブルーダー号の騎手藤岡康太は，第3競走での落馬負傷のため太宰啓介に変更。
インテグラード号の騎手坂井瑠星は，第3競走での落馬負傷のため菱田裕二に変更。
トゥヴァビエン号の騎手高田潤は，第3回中山競馬第7日第11競走での落馬負傷のため酒井学に変更。

※キングブレイク号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。

４レース目



（28阪神2）第8日 4月17日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

重後稍重
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 186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
2，530，000円
7，600，000円
1，410，000円
21，200，000円
73，723，000円
4，836，000円
1，785，600円

勝馬投票券売得金
374，204，300円
570，317，100円
281，999，000円
1，106，020，800円
517，084，700円
533，620，400円
1，470，194，400円
2，196，313，800円
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�
�
�
�
�
�
�

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 7，049，754，500円

総入場人員 16，942名 （有料入場人員 15，919名）



平成28年度 第2回阪神競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，399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

2，117，920，000円
15，180，000円
52，060，000円
51，310，000円
232，540，000円
1，000，000円
564，331，000円
39，086，200円
13，430，400円

勝馬投票券売得金
4，541，322，700円
6，842，384，500円
2，619，203，900円
11，929，625，200円
6，197，861，400円
5，706，153，600円
15，587，586，100円
29，126，323，500円
733，252，800円
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�
�
�
�
�
�
�

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 83，283，713，700円

総入場延人員 184，388名 （有料入場延人員 145，543名）
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