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10061 4月9日 曇 不良 （29阪神2）第6日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時05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

816 フィアマロッサ 牝3栗 54 C．ルメール �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 510± 01：51．8 2．6�
713 メモリーフェイス 牝3鹿 54 池添 謙一�シンザンクラブ 池添 兼雄 浦河 谷川牧場 528＋ 41：51．9� 5．3�
815 メイズオブオナー 牝3鹿 54 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 442＋ 61：52．85 6．1�
47 サイモンミラベル 牝3栗 54 藤岡 佑介澤田 昭紀氏 梅田 智之 安平 追分ファーム 458－141：53．01� 3．8�
612 ラ ー ケ ン 牝3鹿 54 丸田 恭介�稲原牧場 千田 輝彦 平取 稲原牧場 442＋ 21：53．32 50．9	
23 エイシンブルーム 牝3青鹿54 松若 風馬�栄進堂 松元 茂樹 浦河 高野牧場 448－ 21：53．4� 16．4

714 ミラクルツリー 牝3栗 54 川島 信二八木 昌司氏 岡田 稲男 新冠 八木牧場 418± 01：53．5クビ 172．8�
11 ニホンピロカーラ 牝3黒鹿 54

53 ☆岩崎 翼小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 福岡 清 414＋ 61：53．71� 304．4�
35 サツキシラユリ 牝3黒鹿54 太宰 啓介小野 博郷氏 湯窪 幸雄 新冠 ベルモント

ファーム 472± 01：53．91� 15．6
48 ローズシュクレ 牝3栗 54 福永 祐一 �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 444－ 2 〃 ハナ 17．8�
24 レ ク セ ル 牝3黒鹿54 中谷 雄太 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 446＋ 61：54．1� 64．7�
36 ヒデノエーデル 牝3鹿 54 藤岡 康太大石 秀夫氏 梅田 智之 新ひだか 服部 健太郎 452＋ 61：54．31� 116．7�
611 マダムストーリー 牝3鹿 54 国分 優作�ターフ・スポート西浦 勝一 浦河 市川フアーム 412－201：55．15 191．2�
510 イケジュンペガサス 牝3芦 54 幸 英明鈴木 等氏 北出 成人 浦河 杵臼牧場 466－ 81：55．2� 79．8�
59 ゴ ス ペ ル 牝3鹿 54 和田 竜二サイプレスホール

ディングス合同会社 奥村 豊 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 446± 01：55．3クビ 119．1�

12 メイショウコモレビ 牝3鹿 54 高倉 稜松本 好雄氏 湯窪 幸雄 浦河 太陽牧場 460＋182：04．1大差 386．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，000，200円 複勝： 41，115，700円 枠連： 15，192，200円
馬連： 55，238，400円 馬単： 27，228，900円 ワイド： 33，069，900円
3連複： 78，495，000円 3連単： 103，571，400円 計： 378，911，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 160円 � 160円 枠 連（7－8） 570円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 1，350円

ワ イ ド �� 350円 �� 340円 �� 560円

3 連 複 ��� 1，470円 3 連 単 ��� 5，530円

票 数

単勝票数 計 250002 的中 � 76167（1番人気）
複勝票数 計 411157 的中 � 113919（1番人気）� 57167（4番人気）� 59564（3番人気）
枠連票数 計 151922 的中 （7－8） 20306（2番人気）
馬連票数 計 552384 的中 �� 52089（3番人気）
馬単票数 計 272289 的中 �� 15039（4番人気）
ワイド票数 計 330699 的中 �� 24682（3番人気）�� 25570（2番人気）�� 14018（8番人気）
3連複票数 計 784950 的中 ��� 39959（4番人気）
3連単票数 計1035714 的中 ��� 13565（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―36．8―49．1―1：01．5―1：13．8―1：26．1―1：38．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フィアマロッサ �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．7．31 札幌11着

2014．2．24生 牝3栗 母 フィロンルージュ 母母 スカーレットレディ 7戦1勝 賞金 9，750，000円
〔発走状況〕 マダムストーリー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウコモレビ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年5月9日まで平地

競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 アビイロード号・トコシエ号・ニホンピロアーニャ号・ボストンアプリコ号

10062 4月9日 曇 不良 （29阪神2）第6日 第2競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10時35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

815 ランバージャック 牡3栗 56 M．デムーロ今西 和雄氏 �島 一歩 新冠 株式会社
ノースヒルズ 446－ 21：24．3 2．0�

611 メイショウバンカラ 牡3鹿 56 北村 友一松本 和子氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 504± 01：24．51 16．5�
47 メイクミーハッピー 牡3栗 56 岡田 祥嗣大塚 亮一氏 千田 輝彦 新ひだか 橋本牧場 440－ 6 〃 クビ 34．8�
48 グロワールシチー 牡3鹿 56 浜中 俊 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 日高 下河辺牧場 460－121：24．6クビ 5．2�
714 ワールドオンライン 牝3鹿 54 藤岡 佑介玉井 宏和氏 安達 昭夫 浦河 小倉牧場 460－ 41：24．7� 57．8�
11 レッドルドラ 牡3黒鹿56 C．ルメール �東京ホースレーシング 大久保龍志 千歳 社台ファーム 508 ―1：24．91� 15．2	
713 サンライズマジック 牡3鹿 56 福永 祐一松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 464± 01：25．0クビ 4．5

12 プラチナバイオ 牡3芦 56 和田 竜二バイオ� 高橋 義忠 平取 坂東牧場 470＋141：25．1� 13．1�
24 シンゼンムサシ 牡3黒鹿56 四位 洋文原 司郎氏 飯田 祐史 日高 川島 正広 448＋14 〃 アタマ 19．6�
36 テイエムアレグレス 牡3栗 56 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 カミイスタット 472－ 21：25．2� 178．3
816 スズカブラック 牡3栗 56 国分 優作永井商事� 西橋 豊治 様似 様似共栄牧場 474－ 21：25．3クビ 53．7�
612 ダイヤグラム 牡3鹿 56 幸 英明小田 吉男氏 安達 昭夫 日高 天羽 禮治 494－ 81：25．4� 115．7�
59 ロシニョール 牡3鹿 56

55 ☆岩崎 翼吉田 照哉氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 512 ―1：25．72 232．1�
23 ヴェストリス 牡3鹿 56

53 ▲三津谷隼人�G1レーシング 中竹 和也 安平 追分ファーム 508 ―1：26．65 217．5�
35 ニホンピロオンリー 牡3鹿 56 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 482 ―1：27．02� 291．6�
510 ウォーターダンテ 牡3栗 56 武 豊山岡 正人氏 田所 秀孝 浦河 本巣牧場 510 ―1：27．64 61．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，182，400円 複勝： 40，934，400円 枠連： 14，558，000円
馬連： 55，325，800円 馬単： 28，531，700円 ワイド： 34，642，400円
3連複： 74，791，100円 3連単： 102，351，000円 計： 381，316，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 130円 � 440円 � 370円 枠 連（6－8） 1，620円

馬 連 �� 1，890円 馬 単 �� 3，380円

ワ イ ド �� 680円 �� 780円 �� 4，060円

3 連 複 ��� 8，810円 3 連 単 ��� 35，310円

票 数

単勝票数 計 301824 的中 � 115121（1番人気）
複勝票数 計 409344 的中 � 114364（1番人気）� 18408（8番人気）� 22792（6番人気）
枠連票数 計 145580 的中 （6－8） 6938（7番人気）
馬連票数 計 553258 的中 �� 22585（7番人気）
馬単票数 計 285317 的中 �� 6313（11番人気）
ワイド票数 計 346424 的中 �� 13629（5番人気）�� 11695（8番人気）�� 2069（39番人気）
3連複票数 計 747911 的中 ��� 6365（29番人気）
3連単票数 計1023510 的中 ��� 2101（107番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―11．4―12．0―12．3―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．6―35．0―47．0―59．3―1：11．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ランバージャック �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2016．11．19 京都4着

2014．4．29生 牡3栗 母 スウィートデジャヴ 母母 Nureyev’s Park 6戦1勝 賞金 11，400，000円
〔発走状況〕 メイショウバンカラ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 アドレスマッチング号・ヴァルト号・ゼットルーラ号・テイエムアラナミ号・ニシノフローラル号

第２回 阪神競馬 第６日



10063 4月9日 曇 不良 （29阪神2）第6日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時05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 アロマティカス 牡3鹿 56 高倉 稜山本 堅治氏 湯窪 幸雄 新冠 岩見牧場 B448－ 21：53．0 142．0�
35 コールアングレ 牡3青鹿56 岩田 康誠水上ふじ子氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 450± 01：53．21� 6．4�
816 リリーモントルー 牡3鹿 56 松山 弘平土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 426－ 21：53．3� 19．5�
11 ミラクルシップ 牡3鹿 56

53 ▲森 裕太朗合同会社小林英一
ホールディングス 西村 真幸 日高 出口牧場 476－ 4 〃 クビ 11．5�

48 ウォースパイト 牡3芦 56 中谷 雄太 �シルクレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム B514－ 41：53．4� 82．8�
12 ミヤジユウダイ 牡3鹿 56 和田 竜二曽我 司氏 川村 禎彦 安平 ノーザンファーム 532± 01：53．61� 5．4	
815 ブルックリンソウル 牡3鹿 56 川田 将雅村田 裕子氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 492－ 61：53．91� 2．6

36 ジューンスキント 牡3栗 56

55 ☆義 英真吉川 潤氏 崎山 博樹 新ひだか シンボリ牧場 460－ 61：54．0� 30．6�
47 プ ル マ ン 牡3黒鹿56 C．ルメール 市川義美ホール

ディングス� 吉村 圭司 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 522 ―1：54．1� 26．3

59 メイショウラプター 牡3鹿 56 池添 謙一松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか 佐藤 陽一 468－ 41：54．3� 5．3�
24 ナムラシンウチ 牡3鹿 56 幸 英明奈村 信重氏 福島 信晴 日高 いとう牧場 504－ 61：54．72� 10．4�
23 ラッレグラーレ 牡3鹿 56 太宰 啓介エデンアソシエーション 目野 哲也 新ひだか 藤本牧場 488－ 21：56．310 89．9�
510 テイエムアルドーレ 牝3栗 54 国分 恭介竹園 正繼氏 飯田 雄三 浦河 近藤牧場 472－ 41：56．83 492．6�
612 デンコウフドウ 牝3栗 54

51 ▲富田 暁田中 康弘氏 渡辺 薫彦 様似 中脇 一幸 460－ 2 〃 アタマ 475．3�
713 シェアマインズ 牡3青鹿56 酒井 学小田 吉男氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム B458－ 21：57．65 105．5�
714 オレノヴィジョン 牡3鹿 56 柴田 未崎山下 良子氏 佐藤 正雄 厚真 阿部 栄乃進 480± 01：58．34 412．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，034，500円 複勝： 45，314，600円 枠連： 17，462，000円
馬連： 58，189，400円 馬単： 28，854，000円 ワイド： 38，281，700円
3連複： 83，038，100円 3連単： 105，274，400円 計： 403，448，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 14，200円 複 勝 � 2，230円 � 220円 � 660円 枠 連（3－6） 17，940円

馬 連 �� 49，230円 馬 単 �� 113，300円

ワ イ ド �� 7，010円 �� 19，000円 �� 2，310円

3 連 複 ��� 236，800円 3 連 単 ��� 2，312，840円

票 数

単勝票数 計 270345 的中 � 1522（13番人気）
複勝票数 計 453146 的中 � 4511（13番人気）� 67355（3番人気）� 16675（8番人気）
枠連票数 計 174620 的中 （3－6） 754（25番人気）
馬連票数 計 581894 的中 �� 916（56番人気）
馬単票数 計 288540 的中 �� 191（116番人気）
ワイド票数 計 382817 的中 �� 1403（46番人気）�� 514（70番人気）�� 4349（23番人気）
3連複票数 計 830381 的中 ��� 263（208番人気）
3連単票数 計1052744 的中 ��� 33（1487番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．7―37．2―49．7―1：02．1―1：14．6―1：27．3―1：40．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．9―3F38．4
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アロマティカス �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2016．6．18 函館10着

2014．5．6生 牡3鹿 母 ケージーメグミ 母母 ケージービューティ 10戦1勝 賞金 5，750，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オレノヴィジョン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年6月9日まで平地競

走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ゲイムフリー号・コパノカーニバル号
（非抽選馬） 2頭 ケルビン号・メイショウゴウキ号

10064 4月9日 曇 重 （29阪神2）第6日 第4競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走11時35分 （芝・右・外）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：32．0
1：30．7

良
良

714 スマートウェールズ 牡3黒鹿56 武 豊大川 徹氏 石坂 正 浦河 杵臼牧場 448－ 21：37．2 3．0�
59 ピンクガーベラ 牝3芦 54 丸田 恭介�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 424＋ 6 〃 アタマ 39．6�
11 ペ ガ ー ズ 牡3鹿 56 横山 典弘 �カナヤマホール

ディングス 藤沢 則雄 新冠 ヒカル牧場 480＋ 41：37．41 7．3�
35 シゲルハスキー 牡3鹿 56 酒井 学森中 蕃氏 湯窪 幸雄 むかわ 真壁 信一 474＋141：37．61 25．9�
24 メイショウグロッケ 牝3鹿 54 川島 信二松本 好�氏 荒川 義之 浦河 まるとみ冨岡牧場 470－ 2 〃 クビ 27．9	
510 ファイナンス 牡3黒鹿56 和田 竜二近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 478－ 81：37．7� 50．6

713 ステイオンザトップ 牡3栗 56 福永 祐一 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 464－ 2 〃 アタマ 3．2�
36 ヒミノブリランテ 牡3栗 56 中谷 雄太佐々木八郎氏 矢作 芳人 新冠 パカパカ

ファーム 484 ― 〃 ハナ 47．3
816 サンライズソウマ 牡3青鹿56 C．ルメール 松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 470－101：37．8� 6．1�
47 プラムステッド 牝3栗 54 松山 弘平合同会社東堂 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 446 ―1：38．01� 46．9�
12 ド ナ マ コ ン 牝3鹿 54 国分 優作山田 貢一氏 加用 正 日高 下河辺牧場 460± 0 〃 クビ 24．2�
715 トゥルーヒーロー 牡3黒鹿56 田辺 裕信芹澤 精一氏 作田 誠二 浦河 高村牧場 470＋ 41：38．1クビ 15．2�
818 サンレイサワヤカ 牝3栗 54 松若 風馬永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 444 ― 〃 クビ 109．2�
48 モズアムール 牝3鹿 54 藤岡 康太 �キャピタル・システム 森田 直行 浦河 谷川牧場 470 ―1：38．2クビ 205．6�
612 アストロノーティカ 牡3鹿 56 四位 洋文 H.H．シェイク・モハメド 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 498 ―1：38．51� 82．9�
817 ヴォカツィオーネ 牝3栗 54

51 ▲三津谷隼人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田所 秀孝 むかわ 上水牧場 440± 0 〃 クビ 120．4�

23 ナリタクローネ 牡3鹿 56 高倉 稜�オースミ 宮本 博 新ひだか 岡田牧場 474＋141：38．81� 197．4�
611 バトルピッピ 牝3鹿 54 浜中 俊宮川 秋信氏 吉村 圭司 新ひだか 沖田 忠幸 414± 0 〃 ハナ 105．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 30，309，400円 複勝： 45，422，100円 枠連： 21，554，700円
馬連： 58，525，000円 馬単： 27，539，800円 ワイド： 38，590，300円
3連複： 81，020，700円 3連単： 99，390，000円 計： 402，352，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 900円 � 230円 枠 連（5－7） 1，770円

馬 連 �� 8，560円 馬 単 �� 13，480円

ワ イ ド �� 1，830円 �� 460円 �� 4，860円

3 連 複 ��� 16，120円 3 連 単 ��� 80，870円

票 数

単勝票数 計 303094 的中 � 79158（1番人気）
複勝票数 計 454221 的中 � 136592（1番人気）� 8476（11番人気）� 45743（4番人気）
枠連票数 計 215547 的中 （5－7） 9414（6番人気）
馬連票数 計 585250 的中 �� 5297（26番人気）
馬単票数 計 275398 的中 �� 1532（43番人気）
ワイド票数 計 385903 的中 �� 5226（17番人気）�� 23752（3番人気）�� 1917（42番人気）
3連複票数 計 810207 的中 ��� 3769（40番人気）
3連単票数 計 993900 的中 ��� 891（214番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．7―35．4―48．1―1：00．6―1：12．3―1：24．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．1―3F36．6
3 11（5，17）－9，7，15，1（2，8，16）3（4，14）（13，18）10－（6，12） 4 ・（11，17）（5，9）（7，15）16（1，14）（2，18）（3，13）（10，4，12）（8，6）

勝馬の
紹 介

スマートウェールズ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2016．8．20 小倉2着

2014．4．4生 牡3黒鹿 母 スカーレットダイヤ 母母 キャニオンジュノー 7戦1勝 賞金 13，900，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ロードアイビス号
（非抽選馬） 1頭 コンゴウトシオー号



10065 4月9日 曇 不良 （29阪神2）第6日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時25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

22 タガノアンピール 牡3黒鹿56 和田 竜二八木 良司氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 546－ 41：51．0 18．8�
610 ムイトオブリガード 牡3鹿 56 四位 洋文市川義美ホール

ディングス� 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 478－121：51．63� 5．6�
814 イイデファイナル 牡3芦 56 中谷 雄太松本 俊廣氏 北出 成人 新冠 山岡ファーム 514－ 4 〃 アタマ 4．1�
47 クリノライメイ 牡3青鹿56 藤岡 康太栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 506＋ 21：51．7� 11．8�
23 エールブリリアンツ 牡3芦 56 松山 弘平佐伯由加理氏 今野 貞一 新ひだか 田中 裕之 494－ 41：52．02 35．3�
46 クレスコブレイブ 牡3栗 56 浜中 俊堀川 三郎氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム 520－ 21：52．1クビ 37．8	
611 ダノンケンリュウ 牡3黒鹿56 松若 風馬�ダノックス 音無 秀孝 新ひだか チャンピオンズファーム 466－ 6 〃 ハナ 9．5

34 ナムラスパルタクス 牡3黒鹿56 幸 英明奈村 信重氏 目野 哲也 日高 ナカノファーム 458－ 41：52．2� 59．6�
815 デ フ ィ 牡3鹿 56 M．デムーロ佐藤 理氏 高橋 康之 新ひだか グランド牧場 512＋ 21：52．3� 5．8�
713 ロードソリスト 牡3鹿 56 福永 祐一 �ロードホースクラブ 橋田 満 新ひだか ケイアイファーム 442－101：52．93� 4．2
35 クールデザイン 牝3鹿 54 川田 将雅 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 438－ 41：53．0� 20．2�
58 サイドチェンジ 牡3黒鹿56 田辺 裕信大塚 亮一氏 高橋 義忠 新ひだか 平野牧場 516± 0 〃 アタマ 68．7�
712 パイオニアシーザー 牡3黒鹿56 丸田 恭介 �ローレルレーシング 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 506± 01：53．21 75．6�
59 メイショウオオヅツ 牡3鹿 56

55 ☆岩崎 翼松本 好雄氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 522± 01：53．41� 173．6�
11 ミスレジェンド 牝3黒鹿54 池添 謙一 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 464－ 41：53．61� 39．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 34，041，900円 複勝： 57，044，700円 枠連： 21，804，800円
馬連： 70，786，400円 馬単： 31，728，900円 ワイド： 48，893，500円
3連複： 99，726，600円 3連単： 111，228，300円 計： 475，255，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，880円 複 勝 � 390円 � 190円 � 160円 枠 連（2－6） 3，350円

馬 連 �� 7，770円 馬 単 �� 21，790円

ワ イ ド �� 2，220円 �� 1，310円 �� 540円

3 連 複 ��� 9，620円 3 連 単 ��� 120，530円

票 数

単勝票数 計 340419 的中 � 14421（7番人気）
複勝票数 計 570447 的中 � 29595（8番人気）� 79840（3番人気）� 110619（1番人気）
枠連票数 計 218048 的中 （2－6） 5033（13番人気）
馬連票数 計 707864 的中 �� 7060（26番人気）
馬単票数 計 317289 的中 �� 1092（67番人気）
ワイド票数 計 488935 的中 �� 5413（26番人気）�� 9377（15番人気）�� 24950（4番人気）
3連複票数 計 997266 的中 ��� 7767（30番人気）
3連単票数 計1112283 的中 ��� 669（372番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―13．0―12．5―12．6―12．5―12．3―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．4―36．4―48．9―1：01．5―1：14．0―1：26．3―1：38．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．5―3F37．0
1
3
1，9（2，15）－（3，14）（7，11）－13，4（12，10）（5，6）8・（1，11）（2，9）（3，14，15）7（13，10）（4，6）12（5，8）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タガノアンピール �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2016．8．13 新潟7着

2014．2．12生 牡3黒鹿 母 シャドウムーン 母母 エビスファミリー 6戦2勝 賞金 14，050，000円

10066 4月9日 曇 不良 （29阪神2）第6日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走12時55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
1：08．8
1：08．7

重
重

48 エネルムサシ 牡4鹿 57 岩田 康誠鈴木 康弘氏 高橋 康之 浦河 駿河牧場 512＋ 81：09．8 4．2�
59 ラララルジェス 牝4鹿 55 和田 竜二フジイ興産� 今野 貞一 千歳 社台ファーム 470± 01：10．33 19．1�
36 クリノサンレオ 牡4栗 57 幸 英明栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 440－ 2 〃 ハナ 3．5�
11 ライラムーン 牝4鹿 55 北村 友一 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 464－ 21：10．83 34．6�
815� グレートブレス 牡5栗 57

56 ☆岩崎 翼 �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 514－ 61：11．01� 9．5	

510 カゼノカムイ 牡4鹿 57 丸山 元気菅原 広隆氏 寺島 良 青森 荒谷牧場 482－101：11．2� 30．3

12 � メイショウワカアユ 牡5鹿 57 武 豊松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 太陽牧場 480－ 21：11．41� 30．6�
612� シゲルマンタ 牡4鹿 57 酒井 学森中 蕃氏 千田 輝彦 新冠 長浜 秀昭 494－ 9 〃 ハナ 101．6�
816 キンシロケット 牡4鹿 57

54 ▲富田 暁若草クラブ 浅見 秀一 日高 千葉飯田牧場 510＋ 4 〃 クビ 126．3
47 メイショウグンパイ 牡4黒鹿 57

56 ☆義 英真松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 474－22 〃 ハナ 4．6�
23 � チャーミングポッケ 牝5栗 55 小牧 太橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 444－ 21：11．5	 87．8�
713� マヤブリリアント 牝4栗 55

52 ▲川又 賢治�まの 大橋 勇樹 日高 高山 博 386± 0 〃 アタマ 151．3�
714� スズカディープ 
5青鹿57 松山 弘平永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 B422－ 81：11．71	 38．3�
35 パセンジャーシップ 牝5芦 55 松若 風馬吉田 千津氏 清水 久詞 千歳 社台ファーム 496＋ 41：11．91� 18．2�
24 � キシュウマイウェイ 牝4青鹿55 小林 徹弥木村 昌三氏 安達 昭夫 浦河 谷川牧場 434－ 4 〃 クビ 143．1�
611 ショウナンカイドウ 牡4栗 57 藤岡 康太国本 哲秀氏 高野 友和 日高 下河辺牧場 B522－ 61：12．0クビ 6．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，315，200円 複勝： 41，866，900円 枠連： 20，034，600円
馬連： 63，944，900円 馬単： 27，098，900円 ワイド： 39，074，700円
3連複： 82，552，100円 3連単： 97，305，300円 計： 399，192，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 190円 � 300円 � 150円 枠 連（4－5） 1，530円

馬 連 �� 4，570円 馬 単 �� 6，580円

ワ イ ド �� 1，810円 �� 470円 �� 940円

3 連 複 ��� 4，990円 3 連 単 ��� 28，150円

票 数

単勝票数 計 273152 的中 � 51327（2番人気）
複勝票数 計 418669 的中 � 57686（3番人気）� 28320（6番人気）� 89846（1番人気）
枠連票数 計 200346 的中 （4－5） 10107（6番人気）
馬連票数 計 639449 的中 �� 10823（15番人気）
馬単票数 計 270989 的中 �� 3085（25番人気）
ワイド票数 計 390747 的中 �� 5229（20番人気）�� 22749（3番人気）�� 10488（10番人気）
3連複票数 計 825521 的中 ��� 12407（15番人気）
3連単票数 計 973053 的中 ��� 2506（79番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．2―11．5―11．7―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．1―45．6―57．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F35．7
3 8（11，15）5，7（6，13）9，10（1，3）（4，12，14）16－2 4 8（11，15）（5，6，7）9，13（1，10）（3，12，14，16）4－2
市場取引馬

勝馬の
紹 介

エネルムサシ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Salt Lake デビュー 2016．1．10 京都2着

2013．4．15生 牡4鹿 母 クリノトップレディ 母母 ビーバップアルー 4戦2勝 賞金 15，620，000円



10067 4月9日 曇 重 （29阪神2）第6日 第7競走 ��
��1，600�サラブレッド系4歳以上

発走13時25分 （芝・右・外）
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
1：32．0
1：30．7

良
良

24 アナザープラネット 牡4鹿 57 川田 将雅市川義美ホール
ディングス� 角居 勝彦 新ひだか フジワラフアーム 480－ 61：34．9 6．1�

611 ムーンクエイク �4栗 57 C．ルメール �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 484－ 41：35．0	 2．8�
12 イレイション 牡5栗 57 藤岡 佑介 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 490－ 2 〃 クビ 3．7�
23 トレジャートローヴ 牡4芦 57 中谷 雄太吉田 勝己氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 444－ 61：35．63	 8．4�
48 マコトサダイジン �6栗 57 和田 竜二�ディアマント 松田 国英 新冠 新冠橋本牧場 454＋121：35．81
 48．8	
36 ディープウェーブ 牡7青鹿57 岩田 康誠万波 健二氏 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452＋141：35．9� 62．8

713 ペプチドサプル 牝4黒鹿55 四位 洋文沼川 一彦氏 木原 一良 浦河 杵臼牧場 462＋ 4 〃 アタマ 12．8�
714 オンザロックス 牡4鹿 57

54 ▲川又 賢治稻井田安史氏 森 秀行 新冠 ベルモント
ファーム 480－ 21：36．32	 25．5�

612� キングクリチャン 牡8栗 57 丸山 元気栗本 博晴氏 高市 圭二 むかわ 小林 孝幸 B506＋14 〃 ハナ 172．6
818 サイモンラムセス 牡7鹿 57 幸 英明澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 B442－161：36．4	 46．3�
35 リリーヴィクトリー 牡5黒鹿57 小坂 忠士土井 孝夫氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 510＋ 81：36．61
 192．8�
11 ストリートキャップ 牡5芦 57 福永 祐一 �ローレルレーシング 斎藤 誠 新冠 佐藤 信広 484－ 41：36．81
 32．4�
817 アッシュゴールド 牡5栗 57 池添 謙一 �社台レースホース池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450＋ 4 〃 クビ 41．2�
59 ラッフォルツァート 牝5鹿 55 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 474－ 81：36．9クビ 64．2�
47 コウユーアンドレ 牡7鹿 57 国分 恭介加治屋貞光氏 大根田裕之 新ひだか 藤原牧場 478＋ 6 〃 ハナ 165．2�
510 ステファンバローズ 牡4黒鹿57 松若 風馬猪熊 広次氏 松下 武士 新ひだか 前田 宗将 470± 01：37．0	 14．3�
816 プレミオテーラー 牝5黒鹿 55

54 ☆岩崎 翼中西 浩一氏 河内 洋 新ひだか 畠山牧場 472－ 61：37．53 108．2�
715 サバンナロード 牡4鹿 57 浜中 俊吉田 和美氏 木村 哲也 米 Michael

Sucher 534－181：38．03 67．6�
（18頭）

売 得 金
単勝： 39，944，300円 複勝： 58，276，600円 枠連： 24，540，000円
馬連： 90，885，700円 馬単： 41，323，400円 ワイド： 54，393，600円
3連複： 120，038，200円 3連単： 142，695，500円 計： 572，097，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 160円 � 140円 � 160円 枠 連（2－6） 580円

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 2，460円

ワ イ ド �� 380円 �� 440円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，320円 3 連 単 ��� 10，450円

票 数

単勝票数 計 399443 的中 � 51776（3番人気）
複勝票数 計 582766 的中 � 83998（3番人気）� 125277（1番人気）� 90789（2番人気）
枠連票数 計 245400 的中 （2－6） 32529（1番人気）
馬連票数 計 908857 的中 �� 68324（2番人気）
馬単票数 計 413234 的中 �� 12554（8番人気）
ワイド票数 計 543936 的中 �� 35866（2番人気）�� 30503（3番人気）�� 43983（1番人気）
3連複票数 計1200382 的中 ��� 68048（1番人気）
3連単票数 計1426955 的中 ��� 9892（14番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．1―35．8―47．7―59．6―1：10．9―1：22．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アナザープラネット �
�
父 ワークフォース �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．3．6 中山2着

2013．4．4生 牡4鹿 母 ダイヤモンドピサ 母母 ジ ョ ー ド 11戦3勝 賞金 36，200，000円
※ストリートキャップ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

10068 4月9日 曇 重 （29阪神2）第6日 第8競走 ��
��1，400�

て ん の う じ

天 王 寺 特 別
発走13時55分 （ダート・右）
4歳以上，1，000万円以下，28．4．9以降29．4．2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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

47 タイセイエクレール 牡4鹿 55 田辺 裕信田中 成奉氏 森田 直行 新ひだか 藤沢牧場 516－ 61：22．5 14．1�
35 ピースマーク 牡6鹿 55 幸 英明小林竜太郎氏 沖 芳夫 えりも エクセルマネジメント B494－181：22．71� 12．5�
12 � キングライオン 牡4栗 56 M．デムーロライオンレースホース� 杉山 晴紀 米

Nursery Place,
Donaldson &
Broadbent

B488＋ 2 〃 アタマ 2．4�
36 レンイングランド 牡5芦 56 岩田 康誠田畑 勝彦氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 534± 01：22．8	 64．8�
510 アドマイヤムテキ 牡4黒鹿55 和田 竜二近藤 利一氏 中尾 秀正 洞
湖 レイクヴィラファーム 494－ 2 〃 クビ 6．3�
816 ヴ ェ ゼ ー ル 牡4栗 55 岩崎 翼畑佐 博氏 河内 洋 浦河 中神牧場 552＋ 61：22．9	 58．9	
612 ライドオンウインド 牡5栗 57 藤岡 康太名古屋友豊� 木原 一良 日高 春木 昭雄 510－ 4 〃 クビ 22．2

11 � キングジュエリー 牡4栗 55 松若 風馬平井 裕氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 536± 0 〃 ハナ 24．7�
24 ウォーシップマーチ 牡7黒鹿54 岡田 祥嗣谷掛 龍夫氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 478－ 41：23．0クビ 82．5�
611 メイショウマイカゼ 牝4黒鹿52 高倉 稜松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 440± 0 〃 ハナ 108．2
59 キセキノツヅキ 牡4鹿 54 義 英真 �社台レースホース飯田 祐史 千歳 社台ファーム 456－10 〃 アタマ 18．9�
815 カネコメオスター 牡6栗 53 酒井 学髙岡 義雄氏 服部 利之 新ひだか 藤沢牧場 502－ 6 〃 同着 42．6�
23 ロゼッタストーン 牡8鹿 54 松山 弘平太田珠々子氏 森田 直行 日高 天羽牧場 478－ 41：23．1クビ 97．6�
714 タマモユウトウセイ 牡6栗 55 池添 謙一タマモ� 五十嵐忠男 新冠 新冠伊藤牧場 B484－ 41：23．95 3．9�
713� ブルーミーフラワー 牡6鹿 53 丸山 元気 �クイーンズ・ランチ 畠山 吉宏 米 Liberation Farm &

Brandywine Farm 496＋ 41：24．11� 128．7�
48 ブ リ ク ス ト 牡5黒鹿57 川田 将雅 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 500＋181：24．84 18．9�
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売 得 金
単勝： 42，954，500円 複勝： 60，594，500円 枠連： 25，113，000円
馬連： 95，682，200円 馬単： 41，723，300円 ワイド： 58，091，500円
3連複： 130，519，900円 3連単： 159，266，900円 計： 613，945，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，410円 複 勝 � 310円 � 380円 � 170円 枠 連（3－4） 3，200円

馬 連 �� 6，410円 馬 単 �� 12，880円

ワ イ ド �� 2，050円 �� 700円 �� 770円

3 連 複 ��� 5，360円 3 連 単 ��� 49，490円

票 数

単勝票数 計 429545 的中 � 24318（5番人気）
複勝票数 計 605945 的中 � 46502（4番人気）� 35656（5番人気）� 116571（2番人気）
枠連票数 計 251130 的中 （3－4） 6064（12番人気）
馬連票数 計 956822 的中 �� 11565（20番人気）
馬単票数 計 417233 的中 �� 2428（39番人気）
ワイド票数 計 580915 的中 �� 6956（21番人気）�� 21908（5番人気）�� 19607（6番人気）
3連複票数 計1305199 的中 ��� 18234（13番人気）
3連単票数 計1592669 的中 ��� 2333（140番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．3―11．5―11．6―12．0―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―34．5―46．0―57．6―1：09．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイセイエクレール �
�
父 ベ ー カ バ ド �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2015．9．6 小倉7着

2013．3．6生 牡4鹿 母 クリスビーナス 母母 プレイリースカイ 18戦3勝 賞金 42，032，000円
〔制裁〕 ピースマーク号の騎手幸英明は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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） 3頭 カメット号・ペプチドアルマ号・レッドヴェルサス号
（非抽選馬） 2頭 オーマイガイ号・タッチシタイ号



10069 4月9日 曇 稍重 （29阪神2）第6日 第9競走 ��
��2，000�

わす ぐさ

忘 れ な 草 賞
発走14時25分 （芝・右）
牝，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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．6
1：56．1

良
良

33 ハローユニコーン 牝3鹿 54 田辺 裕信 �CHEVAL AT-
TACHE �島 一歩 浦河 村下 明博 428－ 62：04．3 6．6�

77 アルメリアブルーム 牝3鹿 54 福永 祐一 �サンデーレーシング 高橋 康之 安平 追分ファーム 414－ 2 〃 アタマ 11．8�
11 ドロウアカード 牝3栗 54 武 豊�G1レーシング 角田 晃一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448＋ 6 〃 ハナ 3．1�
810 イストワールファム 牝3栗 54 C．ルメール �シルクレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 444－ 22：04．72	 1．8�
78 ブラックオニキス 牝3青鹿55 和田 竜二岡田 牧雄氏 加藤 和宏 日高 広富牧場 400－142：04．91	 16．2	
22 サツキユニヴァース 牝3栗 54 岩田 康誠小野 博郷氏 寺島 良 新ひだか 田中 裕之 436－ 42：05．0
 72．7

55 スリーミスヨハネス 牝3鹿 54 幸 英明永井商事� 加藤 敬二 浦河 辻 牧場 432－ 42：05．1クビ 132．7�
89 レッドストーリア 牝3鹿 54 丸田 恭介 �東京ホースレーシング 安田 隆行 日高 下河辺牧場 404＋ 22：05．31	 16．2�
44 ジョウショーホマレ 牝3栗 54 国分 恭介熊田 義孝氏 西橋 豊治 新冠 五丸農場 458－ 62：07．4大差 140．3
66 ヤマニンアンプリメ 牝3鹿 54 小牧 太土井 肇氏 中村 均 浦河 廣田 伉助 452± 02：11．3大差 73．5�

（10頭）

売 得 金
単勝： 55，352，500円 複勝： 50，449，700円 枠連： 19，539，400円
馬連： 113，762，600円 馬単： 61，009，100円 ワイド： 49，517，800円
3連複： 131，546，400円 3連単： 281，953，400円 計： 763，130，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 190円 � 220円 � 140円 枠 連（3－7） 1，600円

馬 連 �� 2，530円 馬 単 �� 5，090円

ワ イ ド �� 620円 �� 320円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，720円 3 連 単 ��� 13，770円

票 数

単勝票数 計 553525 的中 � 66120（3番人気）
複勝票数 計 504497 的中 � 63392（3番人気）� 51433（4番人気）� 110150（2番人気）
枠連票数 計 195394 的中 （3－7） 9415（7番人気）
馬連票数 計1137626 的中 �� 34789（10番人気）
馬単票数 計 610091 的中 �� 8982（16番人気）
ワイド票数 計 495178 的中 �� 18808（10番人気）�� 41728（3番人気）�� 35178（4番人気）
3連複票数 計1315464 的中 ��� 57248（7番人気）
3連単票数 計2819534 的中 ��� 14840（49番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―12．9―12．4―12．7―12．6―12．2―11．9―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．7―37．6―50．0―1：02．7―1：15．3―1：27．5―1：39．4―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―3F36．8
1
3
1，4，6，7（2，10）8，5，9－3
1，4，6（2，7）（5，10）8（3，9）

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

勝馬の
紹 介

ハローユニコーン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 パントレセレブル デビュー 2016．7．24 函館4着

2014．3．17生 牝3鹿 母 サンタローズ 母母 ユキノローズ 8戦3勝 賞金 40，755，000円
〔制裁〕 ドロウアカード号の騎手武豊は，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〕 ヤマニンアンプリメ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年5月9日まで平地

競走に出走できない。
※ヤマニンアンプリメ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

10070 4月9日 曇 稍重 （29阪神2）第6日 第10競走 ��
��1，400�大阪―ハンブルクカップ

発走15時00分 （芝・右）
4歳以上；負担重量は，日本馬：56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過
額1，200万円毎1�増，�：56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�
増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

ハンブルク競馬場賞（1着）
賞 品

本 賞 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000円
付 加 賞 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．9
1：19．0

良
良

812 エ ポ ワ ス 	9鹿 56 福永 祐一多田 信尊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 478－ 41：22．4 7．4�
11 ブラヴィッシモ 牡5鹿 56 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B496－ 21：22．5
 2．4�
68 ムーンクレスト 牡5鹿 56 藤岡 佑介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 本田 優 浦河 三嶋牧場 470－ 6 〃 アタマ 13．1�
710 ティーハーフ 牡7栗 58 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 460－ 81：22．6� 8．4�
55 ピークトラム 牡6黒鹿58 小牧 太吉田 照哉氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 502＋ 21：22．91
 33．8�
56 � ヒルノデイバロー 牡6黒鹿57 横山 典弘�ヒルノ 昆 貢 新冠 カミイスタット B528－ 4 〃 ハナ 5．0	
44 ムーンエクスプレス 牝5鹿 54 松山 弘平 �ローレルレーシング 鈴木 孝志 日高 坂 牧場 436－ 41：23．43 6．5

33 タガノブルグ 牡6鹿 56 川田 将雅八木 秀之氏 島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 458± 0 〃 クビ 40．3�
811 オデュッセウス 牡4鹿 56 和田 竜二ユアストーリー 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 490＋ 61：23．5クビ 36．2�
22 ウインガニオン 牡5黒鹿56 松若 風馬�ウイン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム 492± 01：24．03 20．8
67 トウシンイーグル 	9鹿 57 丸山 元気�サトー 山内 研二 えりも エクセルマネジメント B480－ 4 〃 アタマ 181．5�
79 ベルルミエール 牝6鹿 54 川島 信二佐々木政充氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 472＋ 41：24．53 38．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 55，110，500円 複勝： 73，762，500円 枠連： 27，419，600円
馬連： 158，173，400円 馬単： 69，786，600円 ワイド： 76，563，000円
3連複： 211，026，000円 3連単： 338，065，100円 計： 1，009，906，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 180円 � 130円 � 260円 枠 連（1－8） 640円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 2，250円

ワ イ ド �� 320円 �� 930円 �� 420円

3 連 複 ��� 2，260円 3 連 単 ��� 14，120円

票 数

単勝票数 計 551105 的中 � 59403（4番人気）
複勝票数 計 737625 的中 � 96112（3番人気）� 190173（1番人気）� 56138（6番人気）
枠連票数 計 274196 的中 （1－8） 32955（2番人気）
馬連票数 計1581734 的中 �� 149334（2番人気）
馬単票数 計 697866 的中 �� 23206（7番人気）
ワイド票数 計 765630 的中 �� 66455（2番人気）�� 19020（12番人気）�� 47241（4番人気）
3連複票数 計2110260 的中 ��� 69965（7番人気）
3連単票数 計3380651 的中 ��� 17346（39番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．6―35．5―47．2―58．6―1：10．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エ ポ ワ ス �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．4．2 阪神1着

2008．5．21生 	9鹿 母 マニックサンデー 母母 バブルプロスペクター 26戦6勝 賞金 150，863，000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



10071 4月9日 曇 稍重 （29阪神2）第6日 第11競走 ��
��1，600�第77回桜 花 賞（ＧⅠ）

発走15時40分 （芝・右・外）
牝，3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，55�

内閣総理大臣賞・日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 92，000，000円 37，000，000円 23，000，000円 14，000，000円 9，200，000円
付 加 賞 26，558，000円 7，588，000円 3，794，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

1：32．0
1：30．7
1：33．3

良
良
良

510 レーヌミノル 牝3栗 55 池添 謙一吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 466－ 21：34．5 40．8�
36 リスグラシュー 牝3黒鹿55 武 豊 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 436－ 21：34．6� 14．5�
714 ソウルスターリング 牝3青鹿55 C．ルメール �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 474－ 2 〃 クビ 1．4�
48 カラクレナイ 牝3栗 55 田辺 裕信吉田 照哉氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 480＋ 21：34．7クビ 24．3�
612 アエロリット 牝3芦 55 横山 典弘 �サンデーレーシング 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 480－ 6 〃 クビ 23．6�
817 デ ィ ア ド ラ 牝3鹿 55 岩田 康誠森田 藤治氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 474＋ 21：34．91	 207．2	
818 カワキタエンカ 牝3鹿 55 和田 竜二川島 吉男氏 浜田多実雄 新ひだか 木田牧場 458－ 21：35．11	 87．7

12 ライジングリーズン 牝3青鹿55 丸田 恭介岡田 牧雄氏 奥村 武 日高 三城牧場 482± 01：35．2� 47．2�
24 ジューヌエコール 牝3鹿 55 北村 友一 �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 484－ 41：35．3
 96．6�
713 ヴゼットジョリー 牝3黒鹿55 福永 祐一 �社台レースホース中内田充正 千歳 社台ファーム 456－ 6 〃 ハナ 115．0
11 ミ ス エ ル テ 牝3鹿 55 川田 将雅 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 450－ 41：35．4� 16．7�
715 アドマイヤミヤビ 牝3芦 55 M．デムーロ近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 474－ 61：35．5� 5．1�
59 ゴールドケープ 牝3鹿 55 丸山 元気 �グリーンファーム荒川 義之 千歳 社台ファーム 434＋ 21：35．71	 94．8�
611 アロンザモナ 牝3鹿 55 幸 英明ディアレストクラブ� 西浦 勝一 新ひだか 広田牧場 462－ 81：35．8クビ 293．7�
47 ショーウェイ 牝3鹿 55 松若 風馬吉冨 学氏 斉藤 崇史 浦河 中脇 満 458＋ 2 〃 クビ 290．3�
816 ミスパンテール 牝3鹿 55 四位 洋文寺田千代乃氏 昆 貢 日高 三城牧場 502＋ 61：36．86 15．8�
35 ベ ル カ プ リ 牝3鹿 55 藤岡 佑介合同会社雅苑興業 西浦 勝一 安平 ノーザンファーム 448－101：37．22� 347．9�

（17頭）
23 サ ロ ニ カ 牝3黒鹿55 浜中 俊吉田 勝己氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 733，736，000円 複勝： 894，623，600円 枠連： 430，852，300円 馬連： 1，986，159，100円 馬単： 1，179，152，600円
ワイド： 914，925，500円 3連複： 2，847，754，000円 3連単： 7，211，244，200円 5重勝： 667，525，900円 計： 16，865，973，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，080円 複 勝 � 480円 � 240円 � 110円 枠 連（3－5） 7，470円

馬 連 �� 17，000円 馬 単 �� 45，330円

ワ イ ド �� 2，760円 �� 880円 �� 420円

3 連 複 ��� 5，020円 3 連 単 ��� 94，890円

5 重 勝
対象競走：中山10R／阪神10R／福島11R／中山11R／阪神11R

キャリーオーバー なし����� 38，939，010円

票 数

単勝票数 計7337360 的中 � 143713（8番人気）
複勝票数 計8946236 的中 � 206578（8番人気）� 508864（3番人気）� 5114810（1番人気）
枠連票数 計4308523 的中 （3－5） 44641（13番人気）
馬連票数 計19861591 的中 �� 96373（28番人気）
馬単票数 計11791526 的中 �� 19506（64番人気）
ワイド票数 計9149255 的中 �� 78601（25番人気）�� 263302（10番人気）�� 615724（3番人気）
3連複票数 計28477540 的中 ��� 424654（14番人気）
3連単票数 計72112442 的中 ��� 55096（214番人気）
5重勝票数 計6675259 的中 ����� 12

ハロンタイム 12．7―10．9―11．1―11．8―11．8―11．5―11．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．6―34．7―46．5―58．3―1：09．8―1：21．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．2
3 18－13，7（5，10）（1，4，14）（6，16）（2，11）9－12（8，17）15 4 18－13，7，10（5，4，14）6（1，11，16）（2，9）（8，12）（17，15）

勝馬の
紹 介

レーヌミノル �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2016．8．7 小倉1着

2014．4．24生 牝3栗 母 ダイワエンジェル 母母 プリンセススキー 7戦3勝 賞金 215，091，000円
〔出走取消〕 サロニカ号は，疾病〔左後肢跛行〕のため出走取消。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 スズカゼ号
（非抽選馬） 1頭 フェルトベルク号
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりレーヌミノル号・リスグラシュー号・ソウルスターリング号・カラクレナイ号は，優駿牝馬（GⅠ）競走に優先
出走できる。

10072 4月9日 曇 重 （29阪神2）第6日 第12競走 ��
��1，800�

う め だ

梅田ステークス
発走16時25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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

36 オウケンワールド 牡5芦 57 M．デムーロ福井 明氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 498－101：49．2 4．1�
11 オールマンリバー 牡5黒鹿57 北村 友一三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 506± 0 〃 クビ 14．8�
35 クリノリトミシュル 牝4鹿 55 C．ルメール 栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 日高 宝寄山 忠則 494＋ 41：49．3� 3．6�
510 タガノゴールド 牡6栗 57 丸山 元気八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 472± 01：49．62 20．0�
713	 グレイレジェンド 牡9芦 57 国分 優作小野 博郷氏 松永 幹夫 新ひだか 稲葉牧場 468± 01：49．7クビ 213．1�
24 コンセギール 牡5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 506－ 4 〃 アタマ 28．1�
714 マウントハレアカラ 牡5鹿 57 福永 祐一金子真人ホール

ディングス	 角居 勝彦 日高 日高大洋牧場 474＋ 21：49．8� 10．7

815 ニホンピロヘーゼル 牝4鹿 55 浜中 俊小林百太郎氏 安達 昭夫 新ひだか 友田牧場 492± 01：49．9� 12．2�
47 サージェントバッジ 牡5黒鹿57 武 豊大塚 亮一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B494－ 21：50．11 5．7�
23 スノードルフィン 牡4黒鹿57 藤岡 康太 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 B480－ 41：50．2
 18．8
48 イ ク ラ ト ロ 牡6鹿 57 中谷 雄太 	キャピタル・システム 矢作 芳人 日高 目黒牧場 432－ 4 〃 ハナ 119．0�
611 カフェリュウジン 牡7鹿 57 池添 謙一西川 恭子氏 和田 雄二 新ひだか 三石橋本牧場 530－141：50．41� 58．8�
59 � エイシンエルヴィン 牡6鹿 57 幸 英明	栄進堂 中尾 秀正 愛 K. K. Ei-

shindo 490－ 61：50．93 40．7�
612 アテンファースト 牡7栗 57 太宰 啓介玉置 潔氏 寺島 良 浦河 多田 善弘 B492－ 41：51．32� 97．5�
816 キングストーン 牡6鹿 57 松山 弘平寺田 寿男氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム B506－141：51．83 16．8�
12 サクセスグローリー 牡6黒鹿57 岩田 康誠髙嶋 祐子氏 藤原 英昭 浦河 有限会社

吉田ファーム 552－101：51．9クビ 16．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 103，434，100円 複勝： 135，786，500円 枠連： 84，241，200円
馬連： 264，382，400円 馬単： 102，876，900円 ワイド： 146，111，300円
3連複： 378，951，200円 3連単： 529，722，000円 計： 1，745，505，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 180円 � 290円 � 160円 枠 連（1－3） 880円

馬 連 �� 3，330円 馬 単 �� 4，760円

ワ イ ド �� 970円 �� 320円 �� 670円

3 連 複 ��� 2，660円 3 連 単 ��� 16，490円

票 数

単勝票数 計1034341 的中 � 200084（2番人気）
複勝票数 計1357865 的中 � 196711（2番人気）� 100787（5番人気）� 250073（1番人気）
枠連票数 計 842412 的中 （1－3） 74120（4番人気）
馬連票数 計2643824 的中 �� 61369（10番人気）
馬単票数 計1028769 的中 �� 16184（11番人気）
ワイド票数 計1461113 的中 �� 35589（8番人気）�� 131166（1番人気）�� 53492（4番人気）
3連複票数 計3789512 的中 ��� 106694（2番人気）
3連単票数 計5297220 的中 ��� 23289（15番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―13．1―12．2―12．2―12．0―11．8―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．4―36．5―48．7―1：00．9―1：12．9―1：24．7―1：36．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オウケンワールド �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 マーベラスサンデー デビュー 2015．4．5 阪神9着

2012．6．10生 牡5芦 母 オウケンガール 母母 シスターソノ 18戦5勝 賞金 67，736，000円
〔制裁〕 コンセギール号の騎手和田竜二は，2コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：16番）

オールマンリバー号の騎手北村友一は，決勝線手前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）

５レース目



（29阪神2）第6日 4月9日（日曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

重後稍重
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 186頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

404，540，000円
20，230，000円
39，710，000円
49，210，000円
74，853，000円
5，465，000円
1，785，600円

勝馬投票券売得金
1，204，415，500円
1，545，191，800円
722，311，800円
3，071，055，300円
1，666，854，100円
1，532，155，200円
4，319，459，300円
9，282，067，500円
667，525，900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 24，011，036，400円

総入場人員 44，090名 （有料入場人員 42，103名）
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