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10061 4月7日 晴 良 （31阪神2）第6日 第1競走 ��1，400�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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

714 デュアラブル 牝3栗 54 川田 将雅 �ロードホースクラブ 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム 484－ 41：25．7 1．8�
47 ウ ィ ズ リ ー 牝3栗 54 四位 洋文寺田 寿男氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 448－ 2 〃 クビ 5．4�
59 レイナブローニュ 牝3栗 54 福永 祐一山本又一郎氏 斉藤 崇史 新冠 秋田牧場 448± 01：25．91� 12．3�
713 オーシャンズルーラ 牝3鹿 54 北村 友一一村 哲也氏 安田 翔伍 日高 高山牧場 458 ―1：26．32� 44．6�
611 マサノバルサー 牝3黒鹿54 川島 信二猪野毛雅人氏 加用 正 新ひだか 猪野毛牧場 458－ 21：26．61� 6．8�
48 ヴィヴァンフィーユ 牝3栗 54 岩田 康誠 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 480± 01：27．02� 13．8	
23 ラ ヴ ィ テ ス 牝3黒鹿54 A．シュタルケ�ノースヒルズ 高橋 康之 新ひだか 土居牧場 438＋ 61：27．1� 66．7


（独）

816 スイートミーティア 牝3鹿 54 藤岡 康太伊東 純一氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 450＋ 41：27．2� 16．0�
815 アンラッシュ 牝3黒鹿54 国分 恭介前田 晋二氏 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 436＋ 41：27．41� 40．7�
24 スカーレットサクラ 牝3栗 54 松山 弘平新井 浩明氏 宮本 博 安平 ノーザンファーム 494－ 4 〃 アタマ 34．5
612 セラールネイジュ 牝3芦 54

53 ☆坂井 瑠星ニューワールドレー
シング� 武 幸四郎 新ひだか チャンピオンズファーム 440＋141：27．93 67．6�

35 アレグレモエティー 牝3芦 54 和田 竜二斉藤 等氏 山内 研二 新冠 オリエント牧場 454－ 41：28．0クビ 85．6�
11 ジェムディーラー 牝3鹿 54 松田 大作ゴドルフィン 石橋 守 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 446 ―1：28．53 244．8�
36 タガノアリサ 牝3鹿 54 酒井 学八木 良司氏 石橋 守 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 446－ 61：29．13� 43．7�
12 シゲルハートダイヤ 牝3栗 54 大野 拓弥森中 蕃氏 鈴木 孝志 新ひだか 前田牧場 444 ―1：29．63 137．5�
510 グランヴィクトリア 牝3鹿 54 長岡 禎仁 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 杉山 晴紀 むかわ 上水牧場 446－ 81：29．81� 95．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 35，104，400円 複勝： 69，250，300円 枠連： 15，143，900円
馬連： 56，842，100円 馬単： 31，832，400円 ワイド： 51，253，700円
3連複： 91，470，800円 3連単： 122，883，900円 計： 473，781，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 130円 � 180円 枠 連（4－7） 320円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 660円

ワ イ ド �� 190円 �� 310円 �� 730円

3 連 複 ��� 1，210円 3 連 単 ��� 3，500円

票 数

単勝票数 計 351044 的中 � 152163（1番人気）
複勝票数 計 692503 的中 � 300553（1番人気）� 104404（2番人気）� 58362（4番人気）
枠連票数 計 151439 的中 （4－7） 36280（1番人気）
馬連票数 計 568421 的中 �� 89072（1番人気）
馬単票数 計 318324 的中 �� 35809（1番人気）
ワイド票数 計 512537 的中 �� 80882（1番人気）�� 40497（3番人気）�� 14870（8番人気）
3連複票数 計 914708 的中 ��� 56293（3番人気）
3連単票数 計1228839 的中 ��� 25398（4番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―12．2―12．7―12．4―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―35．4―48．1―1：00．5―1：12．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デュアラブル �
�
父 Curlin �

�
母父 Storm Cat デビュー 2018．7．7 中京7着

2016．3．27生 牝3栗 母 ハリケーンフラッグ 母母 Pennant Champion 5戦1勝 賞金 10，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グランヴィクトリア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年5月7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 ジューンハルジオン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

10062 4月7日 晴 良 （31阪神2）第6日 第2競走 ��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

816 オ メ ガ 牡3鹿 56 川田 将雅石川 達絵氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 508＋241：55．4 1．7�
48 シゲルクロダイヤ 牡3鹿 56 古川 吉洋森中 蕃氏 谷 潔 新冠 川島牧場 500－ 4 〃 ハナ 3．3�
11 バンプファイア 牡3青鹿56 戸崎 圭太村上 憲政氏 高柳 大輔 安平 �橋本牧場 492－ 41：56．78 10．7�
24 ラ イ ワ ル ツ 牝3鹿 54 岩田 康誠森田 藤治氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 456＋ 21：56．8� 43．4�
12 ヴェイパライズ 牡3黒鹿56 秋山真一郎加藤 誠氏 中竹 和也 日高 川端 正博 452± 0 〃 ハナ 19．5�
815 プ カ ナ ラ 牡3青鹿56 国分 恭介�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 平山牧場 458－ 2 〃 クビ 59．8	
611 ウェーブライダー 牡3鹿 56 川須 栄彦万波 健二氏 中尾 秀正 浦河 杵臼牧場 510－ 21：56．9クビ 24．1

23 メイショウヒノクニ 牡3黒鹿56 藤岡 康太松本 好雄氏 大橋 勇樹 日高 戸川牧場 468± 01：57．0� 84．6�
714 ナリタエストレジャ 牡3栗 56 松田 大作�オースミ 木原 一良 千歳 社台ファーム 400± 01：57．21� 87．5�
35 ウ ル バ ー ノ 牝3栗 54 松山 弘平ゴドルフィン 岡田 稲男 愛 Godolphin 434－ 81：57．73 45．2
47 アンフィニマン 牡3芦 56 和田 竜二�ノースヒルズ �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 506－ 61：57．8� 15．8�
36 カフジマーキュリー 牡3栗 56 水口 優也加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 472± 01：58．01� 127．5�
612 リトルフォレスト 牝3鹿 54 小牧 太小林 善一氏 武 英智 千歳 社台ファーム 476－ 2 〃 アタマ 303．6�
510 ハッピーパラダイス 牡3黒鹿56 幸 英明小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 492＋ 41：58．21� 165．3�
713 スズカコンパス 牡3鹿 56 酒井 学永井 啓弍氏 木原 一良 浦河 日の出牧場 418＋ 61：58．3クビ 57．8�
59 フ ュ ラ ー 牝3鹿 54 北村 友一宮田美恵子氏 浜田多実雄 日高 白井牧場 434± 01：58．5	 110．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，280，800円 複勝： 45，747，000円 枠連： 15，646，000円
馬連： 52，075，300円 馬単： 31，214，400円 ワイド： 41，227，800円
3連複： 74，565，700円 3連単： 118，656，800円 計： 407，413，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 110円 � 190円 枠 連（4－8） 220円

馬 連 �� 260円 馬 単 �� 350円

ワ イ ド �� 140円 �� 400円 �� 430円

3 連 複 ��� 790円 3 連 単 ��� 1，500円

票 数

単勝票数 計 282808 的中 � 129889（1番人気）
複勝票数 計 457470 的中 � 190034（1番人気）� 103811（2番人気）� 31777（4番人気）
枠連票数 計 156460 的中 （4－8） 55033（1番人気）
馬連票数 計 520753 的中 �� 152888（1番人気）
馬単票数 計 312144 的中 �� 66220（1番人気）
ワイド票数 計 412278 的中 �� 100035（1番人気）�� 21151（3番人気）�� 19840（4番人気）
3連複票数 計 745657 的中 ��� 69968（1番人気）
3連単票数 計1186568 的中 ��� 57328（1番人気）

ハロンタイム 12．9―11．1―13．7―12．8―13．0―13．3―13．2―12．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．0―37．7―50．5―1：03．5―1：16．8―1：30．0―1：42．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

オ メ ガ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Numerous デビュー 2018．6．24 東京2着

2016．1．12生 牡3鹿 母 リアリサトリス 母母 Riziere 4戦1勝 賞金 11，100，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 アルデエンブレム号・エイシンオリヒメ号・オンワードセルフ号・タガノスミカ号・ルルド号

第２回 阪神競馬 第６日



10063 4月7日 晴 良 （31阪神2）第6日 第3競走 ��
��1，200�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
1：08．8
1：08．7

重
重

815 ミユキメガバックス 牡3黒鹿56 C．ルメール 長井 純一氏 牧田 和弥 むかわ 貞広 賢治 542－101：13．4 1．7�
510 ジョートラジャ 牡3芦 56 川須 栄彦上田けい子氏 松下 武士 浦河 斉藤 政志 532－ 21：14．35 23．7�
23 スマートマウアー 牡3鹿 56 武 豊大川 徹氏 大久保龍志 新ひだか 静内山田牧場 508＋ 8 〃 クビ 27．6�
612 ク リ ー 牡3鹿 56 幸 英明サン 安達 昭夫 日高 滝本 健二 472－ 21：14．4� 4．1�
714 グランツシチー 牡3栗 56 松田 大作 �友駿ホースクラブ 牧田 和弥 浦河 杵臼牧場 442－101：14．5� 128．5�
36 ディーズファンシー 牝3栗 54 松山 弘平秋谷 壽之氏 岡田 稲男 新ひだか 野坂牧場 398－ 2 〃 クビ 86．8	
816 ミキノモンテカルロ 牝3鹿 54 古川 吉洋谷口 久和氏 南井 克巳 浦河 浦河育成牧場 470 ―1：14．71� 14．5

48 サウンドシュリット 牝3黒鹿54 池添 謙一増田 雄一氏 高橋 康之 様似 髙村 伸一 446＋ 21：14．8� 35．6�
59 	 ステラインアテーザ 牡3芦 56 松若 風馬加藤 誠氏 中竹 和也 加

James Everatt, Jane-
ane Everatt & Arika
Everatt－Meeuse

B514＋ 61：14．9� 11．2�
12 ケントホープ 牡3鹿 56 岩崎 翼田畑 富子氏 西橋 豊治 新ひだか 山野牧場 470－ 41：15．0
 32．3
35 トウケイクレナイ 牝3黒鹿54 酒井 学木村 信彦氏 飯田 祐史 浦河 谷川牧場 476＋ 21：15．1クビ 14．6�
611	 ファイナルドリーム 牝3黒鹿54 藤岡 康太 DMMドリームクラブ� 池江 泰寿 英 Grangecon

Stud 480－ 21：15．31� 33．9�
713 アイファーハニー 牝3鹿 54 小牧 太中島 稔氏 服部 利之 新冠 川上 悦夫 408－ 61：16．25 562．0�
24 パープルカムカム 牡3栗 56 川島 信二中野 銀十氏 飯田 雄三 浦河 栄進牧場 418－ 2 〃 ハナ 417．6�
47 エスペランサボス 牡3栗 56 北村 友一江上 幸�氏 作田 誠二 浦河 バンブー牧場 484＋ 41：16．73 193．1�
11 キョウエイリップル 牝3栗 54

53 ☆坂井 瑠星田中 晴夫氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 454 ―1：25．0大差 58．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 35，758，200円 複勝： 72，052，000円 枠連： 14，159，200円
馬連： 55，936，000円 馬単： 34，836，800円 ワイド： 44，148，700円
3連複： 79，687，500円 3連単： 130，244，400円 計： 466，822，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 580円 � 500円 枠 連（5－8） 680円

馬 連 �� 2，450円 馬 単 �� 3，260円

ワ イ ド �� 850円 �� 930円 �� 6，730円

3 連 複 ��� 13，510円 3 連 単 ��� 42，510円

票 数

単勝票数 計 357582 的中 � 162587（1番人気）
複勝票数 計 720520 的中 � 439098（1番人気）� 13361（8番人気）� 15702（7番人気）
枠連票数 計 141592 的中 （5－8） 15988（2番人気）
馬連票数 計 559360 的中 �� 17668（8番人気）
馬単票数 計 348368 的中 �� 8005（9番人気）
ワイド票数 計 441487 的中 �� 13747（7番人気）�� 12416（9番人気）�� 1606（48番人気）
3連複票数 計 796875 的中 ��� 4421（40番人気）
3連単票数 計1302444 的中 ��� 2221（108番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―12．2―12．5―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．8―36．0―48．5―1：00．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミユキメガバックス �
�
父 ベルシャザール �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2019．3．2 阪神5着

2016．3．23生 牡3黒鹿 母 コフィーチャン 母母 ウ ィ ギ ン グ 3戦1勝 賞金 7，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キョウエイリップル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年5月7日まで平地

競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ヴィエントフレスコ号・ステイグリーン号・ティーフルムーン号

10064 4月7日 晴 良 （31阪神2）第6日 第4競走 ��
��1，800�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
1：44．5
1：43．9

良
良

612 フランクリン 牡3青 56 C．ルメール 近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 472－101：47．7 3．1�
47 レッドヴィータ 牝3青 54 横山 典弘紅露 純氏 昆 貢 新冠 新冠橋本牧場 442＋ 61：47．8� 4．2�
23 プ ロ ム 牝3鹿 54 和田 竜二吉田 照哉氏 宮 徹 千歳 社台ファーム 488± 0 〃 ハナ 16．8�
510� ミッドサマーハウス 牝3青 54 岩田 康誠ゴドルフィン 	島 一歩 英 Godolphin 450－ 6 〃 クビ 17．3�
12 ナリタムソウ 牡3鹿 56 北村 友一�オースミ 藤沢 則雄 浦河 	川 啓一 474± 01：48．01 59．2�
714 キタサンブラウン 牡3栗 56 A．シュタルケ	大野商事 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 528± 01：48．21
 12．6


（独）

611 アナザーラブソング 牡3栗 56 武 豊市川義美ホール
ディングス� 安達 昭夫 新ひだか フジワラフアーム 470＋ 2 〃 ハナ 19．8�

35 ロ ー ザ ン ヌ 牝3栗 54 戸崎 圭太山本 英俊氏 角居 勝彦 浦河 辻 牧場 470 ―1：48．41 24．6�
48 クロランサス 牝3鹿 54 福永 祐一 	社台レースホース松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 400－ 6 〃 ハナ 3．1
36 トップアスリート 牡3鹿 56 池添 謙一寺田千代乃氏 池添 学 千歳 社台ファーム B480－ 41：48．61� 26．6�
24 マリノフロンティア 牝3鹿 54 幸 英明�クラウン 角田 晃一 日高 クラウン日高牧場 468 ―1：48．91� 260．6�
715� エスカレードフジ 牡3鹿 56

55 ☆坂井 瑠星ライオンレースホース� 矢作 芳人 米 Bugle Hill
Farm, LLC 508－ 8 〃 アタマ 202．2�

713 デルマロンシャン 牡3栗 56 川島 信二浅沼 廣幸氏 田所 秀孝 千歳 社台ファーム 440－ 21：49．11
 688．8�
59 ナムラシェパード 牡3鹿 56 藤岡 康太奈村 信重氏 大橋 勇樹 日高 いとう牧場 468＋ 41：49．31
 65．9�
816 ファーマトパーズ 牝3鹿 54 川須 栄彦中西 功氏 牧田 和弥 日高 増尾牧場 422－ 41：49．51
 577．2�
11 シェルメール 牝3黒鹿54 松若 風馬 	キャロットファーム 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 412± 01：49．6� 168．1�
818 オールドボンバー 牡3栗 56 国分 恭介	リーヴァ 矢作 芳人 新ひだか 桜井牧場 476 ―1：49．91� 291．9�
817 ロ ロ ペ ニ 牡3栗 56 古川 吉洋畑佐 博氏 牧田 和弥 浦河 富田牧場 498 ―1：50．22 308．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 41，414，900円 複勝： 46，083，600円 枠連： 19，016，700円
馬連： 69，620，200円 馬単： 36，468，600円 ワイド： 51，495，400円
3連複： 103，830，600円 3連単： 139，075，800円 計： 507，005，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 160円 � 160円 � 340円 枠 連（4－6） 270円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，200円

ワ イ ド �� 310円 �� 1，340円 �� 950円

3 連 複 ��� 6，280円 3 連 単 ��� 22，640円

票 数

単勝票数 計 414149 的中 � 104353（2番人気）
複勝票数 計 460836 的中 � 84603（3番人気）� 87017（2番人気）� 26583（7番人気）
枠連票数 計 190167 的中 （4－6） 54462（1番人気）
馬連票数 計 696202 的中 �� 76879（3番人気）
馬単票数 計 364686 的中 �� 22675（4番人気）
ワイド票数 計 514954 的中 �� 48028（3番人気）�� 9054（16番人気）�� 13090（8番人気）
3連複票数 計1038306 的中 ��� 12397（18番人気）
3連単票数 計1390758 的中 ��� 4452（58番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．7―35．5―47．6―59．8―1：12．1―1：24．1―1：35．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フランクリン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2018．9．16 阪神4着

2016．3．22生 牡3青 母 ロ ベ ル タ 母母 グレースアドマイヤ 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔制裁〕 ナリタムソウ号の騎手北村友一は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：16番）
〔3走成績による出走制限〕 シェルメール号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年6月7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） 1頭 スズカルージュ号
（非抽選馬） 3頭 テイエムウンマカ号・テイエムカイリキ号・メグスタサンライズ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



10065 4月7日 晴 良 （31阪神2）第6日 第5競走 ��
��1，400�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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

611 レッドルゼル 牡3鹿 56 北村 友一 �東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム 466－ 61：25．3 2．1�
36 ペ ガ サ ス 牡3青鹿56 松山 弘平中辻 明氏 大久保龍志 新ひだか 織田 正敏 452＋ 41：25．83 84．0�

48 � ララクリュサオル 牡3鹿 56 和田 竜二フジイ興産� 今野 貞一 米 Ranjan
Racing Inc. 492－141：25．9クビ 2．1�

（法942）

713 ガ ン ケ ン 牡3黒鹿56 幸 英明岡 浩二氏 宮本 博 日高 アイズスタッド株式会社 520＋ 21：26．0� 15．6�
24 シンゼンブースター 牡3栗 56 池添 謙一原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大

作ステーブル 476－ 41：26．1� 56．0�
612 サンライズハイアー 牡3鹿 56 大野 拓弥松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 浦河小林牧場 B480＋ 61：26．84 107．7	
35 タイセイビルダー 牡3栗 56

55 ☆坂井 瑠星田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 506± 01：27．11	 57．4

47 ウォーターファラオ 牡3鹿 56 戸崎 圭太山岡 正人氏 岡田 稲男 浦河 畔高牧場 438± 0 〃 ハナ 146．7�
816 メイショウヤシャ 牡3栗 56 岩田 康誠松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 470－ 21：27．2	 22．6�
12 ハクユウフライヤー 牡3芦 56 丸山 元気 �H.Iコーポレーション 村山 明 新冠 オリエント牧場 B446＋ 21：27．41
 321．2
23 � カーンテソーロ 牡3栗 56 三浦 皇成了德寺健二ホール

ディングス� 竹内 正洋 仏
Dunmore Stud（Ire-
land）Ltd, Earl
Haras De L’Hotellerie

474－ 81：27．5クビ 18．8�
59 クリスタルオーブ 牝3鹿 54 国分 恭介永田 和彦氏 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 450－ 21：27．92� 331．6�
510 ペプチドオリバー 牡3栗 56 四位 洋文沼川 一彦氏 武 英智 日高 木村牧場 450＋ 41：28．32� 304．2�
11 � ピ ア シ ッ ク 牡3鹿 56 武 豊�キーファーズ 森 秀行 米

McMahon of
Saratoga Thor-
oughbreds, LLC

460－121：28．4� 39．8�
815 キララアモーレ 牝3栗 54 藤岡 康太吉澤 克己氏 今野 貞一 浦河 辻 牧場 462＋ 21：28．5� 152．3�
714 テーオーキャンディ 牝3黒鹿54 川須 栄彦小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 418－ 21：30．4大差 20．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，262，000円 複勝： 58，598，100円 枠連： 18，722，100円
馬連： 71，808，800円 馬単： 38，766，800円 ワイド： 57，302，100円
3連複： 105，208，200円 3連単： 150，159，800円 計： 548，827，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 820円 � 120円 枠 連（3－6） 3，970円

馬 連 �� 9，180円 馬 単 �� 12，330円

ワ イ ド �� 2，220円 �� 140円 �� 2，540円

3 連 複 ��� 4，370円 3 連 単 ��� 36，960円

票 数

単勝票数 計 482620 的中 � 179923（2番人気）
複勝票数 計 585981 的中 � 214406（1番人気）� 8036（10番人気）� 139388（2番人気）
枠連票数 計 187221 的中 （3－6） 3653（12番人気）
馬連票数 計 718088 的中 �� 6060（17番人気）
馬単票数 計 387668 的中 �� 2357（26番人気）
ワイド票数 計 573021 的中 �� 5001（22番人気）�� 148567（1番人気）�� 4343（25番人気）
3連複票数 計1052082 的中 ��� 18052（10番人気）
3連単票数 計1501598 的中 ��� 2945（90番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―12．0―12．5―12．2―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．7―35．7―48．2―1：00．4―1：12．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドルゼル �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2018．9．17 阪神3着

2016．3．25生 牡3鹿 母 フレンチノワール 母母 パープルホワイト 4戦2勝 賞金 18，106，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テーオーキャンディ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年5月7日まで平地

競走に出走できない。

10066 4月7日 晴 良 （31阪神2）第6日 第6競走 ��
��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

55 パキュートハート 牡4鹿 57 岩田 康誠中野 和子氏 石橋 守 むかわ 桑原牧場 528＋101：53．9 2．5�
89 � ブリッツシュラーク 牡5芦 57 M．デムーロ前田 幸貴氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 466± 01：54．53	 6．0�
33 
 タ ピ ゾ ー 牡5芦 57 A．シュタルケ 大塚 亮一氏 友道 康夫 米 Mike G.

Rutherford 492－ 81：54．92	 4．9�
（独）

78 マ ン ナ ム 牡4鹿 57 幸 英明永山 勝敏氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 B496＋ 81：55．0	 7．8�
44 ミラクルユニバンス 牡6栗 57 三浦 皇成亀井 哲也氏 村山 明 千歳 社台ファーム 454± 0 〃 クビ 65．5�
77 ワイルドシング 牡4黒鹿57 国分 恭介 �カナヤマホール

ディングス 飯田 祐史 新ひだか 前田ファーム 434－ 6 〃 クビ 13．4	
66 スマートウェールズ 牡5黒鹿 57

56 ☆坂井 瑠星大川 徹氏 石坂 正 浦河 杵臼牧場 464＋ 21：55．1クビ 12．4

11 クレスコブレイブ 牡5栗 57 岡田 祥嗣堀川 三郎氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム B518＋ 61：55．31� 97．3�
22 メイショウテンシャ 牡5芦 57 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 480＋101：55．4クビ 5．7�
810� エスプリゾーン 牡5栗 57 和田 竜二村上 稔氏 大橋 勇樹 日高 三城牧場 454± 01：56．57 107．6

（10頭）

売 得 金
単勝： 33，142，800円 複勝： 36，980，300円 枠連： 11，569，400円
馬連： 57，459，700円 馬単： 32，390，200円 ワイド： 40，536，000円
3連複： 76，531，700円 3連単： 125，667，400円 計： 414，277，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 180円 � 150円 枠 連（5－8） 850円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 1，550円

ワ イ ド �� 290円 �� 230円 �� 560円

3 連 複 ��� 1，210円 3 連 単 ��� 5，350円

票 数

単勝票数 計 331428 的中 � 103935（1番人気）
複勝票数 計 369803 的中 � 95562（1番人気）� 42586（4番人気）� 58810（2番人気）
枠連票数 計 115694 的中 （5－8） 10473（4番人気）
馬連票数 計 574597 的中 �� 44950（4番人気）
馬単票数 計 323902 的中 �� 15596（6番人気）
ワイド票数 計 405360 的中 �� 36003（3番人気）�� 49783（1番人気）�� 16116（8番人気）
3連複票数 計 765317 的中 ��� 47250（3番人気）
3連単票数 計1256674 的中 ��� 17024（8番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―14．0―12．9―12．9―13．0―12．1―11．9―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―38．2―51．1―1：04．0―1：17．0―1：29．1―1：41．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

パキュートハート �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2018．2．17 京都3着

2015．4．23生 牡4鹿 母 キャントセイワーズ 母母 リファールニース 8戦2勝 賞金 22，550，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



10067 4月7日 晴 良 （31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）
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
1：31．9
1：30．7

良
良

35 ジョーアラビカ 牡5芦 57 松若 風馬上田けい子氏 清水 久詞 浦河 杵臼斉藤牧場 510± 01：34．2 5．1�
610 ロードマドリード 牡4鹿 57 和田 竜二 �ロードホースクラブ 角居 勝彦 新ひだか ケイアイファーム 458－ 4 〃 クビ 4．9�
713 オーダードリブン 牡6黒鹿57 M．デムーロ �社台レースホース牧田 和弥 千歳 社台ファーム 450－ 61：34．41� 4．9�
47 	 シーシャンティ 牡4鹿 57 戸崎 圭太谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 494＋ 1 〃 クビ 14．2�
59 サンライズクロンヌ 牡6栗 57 岡田 祥嗣松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 中田 英樹 498－ 61：34．5クビ 92．4	
814 ブレイニーラン 牡4鹿 57 A．シュタルケ �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 460± 01：34．6
 7．1


（独）

712 トウカイオルデン 牡4鹿 57 三浦 皇成内村 正則氏 安田 隆行 新ひだか 平野牧場 472＋ 2 〃 アタマ 12．1�
11 ピエナミント 牝4鹿 55 武 豊本谷 兼三氏 飯田 祐史 千歳 社台ファーム 454± 01：34．7� 6．1�
815 エアマスカーニ 牡4栃栗57 福永 祐一 �ラッキーフィールド笹田 和秀 様似 猿倉牧場 442－ 41：34．91� 22．5
34 タイセイグランツ 牡4黒鹿 57

56 ☆坂井 瑠星田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 518＋ 21：35．21
 71．0�
611 ペプチドオーキッド 牡4鹿 57 四位 洋文沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 486－ 81：35．83� 25．4�
46 レッドシャーロット 牝4鹿 55 横山 典弘 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 466± 01：35．9� 17．0�
23 サ イ エ ン 牝4栗 55 秋山真一郎 �二風谷ファーム 石坂 公一 平取 二風谷ファーム 430－ 2 〃 ハナ 197．0�
58 ジ ス モ ン ダ 牝4鹿 55 大野 拓弥�ミルファーム 加藤士津八 日高 シンボリ牧場 474－ 21：36．32� 281．2�
22 ルーズベルトゲーム 牝5黒鹿55 松山 弘平 �社台レースホース橋口 慎介 千歳 社台ファーム 426－ 8 〃 クビ 49．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 38，351，100円 複勝： 59，748，000円 枠連： 19，937，100円
馬連： 82，374，500円 馬単： 33，295，000円 ワイド： 55，050，900円
3連複： 117，521，000円 3連単： 136，905，500円 計： 543，183，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 150円 � 160円 � 170円 枠 連（3－6） 1，060円

馬 連 �� 1，130円 馬 単 �� 2，340円

ワ イ ド �� 460円 �� 460円 �� 560円

3 連 複 ��� 2，030円 3 連 単 ��� 11，770円

票 数

単勝票数 計 383511 的中 � 59974（3番人気）
複勝票数 計 597480 的中 � 104155（1番人気）� 92860（2番人気）� 90724（3番人気）
枠連票数 計 199371 的中 （3－6） 14530（4番人気）
馬連票数 計 823745 的中 �� 56245（1番人気）
馬単票数 計 332950 的中 �� 10650（2番人気）
ワイド票数 計 550509 的中 �� 31110（1番人気）�� 30582（2番人気）�� 24437（7番人気）
3連複票数 計1175210 的中 ��� 43369（2番人気）
3連単票数 計1369055 的中 ��� 8426（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．1―36．1―48．2―59．9―1：10．9―1：22．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．3
3 5，10，4（7，12）（3，14）（9，15，11）2，6，1，8，13 4 5，10，4（7，12）（3，9，14）11（2，15）1（6，13）8

勝馬の
紹 介

ジョーアラビカ �
�
父 ジョーカプチーノ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2016．10．29 京都3着

2014．4．23生 牡5芦 母 アクティブアクト 母母 アクティブレディー 24戦3勝 賞金 50，882，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

10068 4月7日 晴 良 （31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；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

713 アーバンイェーガー 牡5黒鹿57 戸崎 圭太西城 公雄氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 498－101：24．3 13．5�
59 メイショウギガース 牡5青鹿57 浜中 俊松本 好雄氏 岡田 稲男 様似 中脇 一幸 484± 01：24．51� 7．0�
510 テイエムグッドマン 牡5鹿 57 四位 洋文竹園 正繼氏 武 英智 新ひだか 本桐牧場 B492± 01：25．03 2．8�
12 ミッキーマインド 牡4鹿 57 川田 将雅野田みづき氏 音無 秀孝 浦河 三嶋牧場 B470－ 21：25．42� 7．2�
11 メイショウヤクシマ 牡6栗 57 秋山真一郎松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 岡部牧場 478＋121：25．5クビ 12．6�
23 ハ ゼ ル 牡4栗 57 M．デムーロ杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 ムラカミファーム 502＋ 4 〃 ハナ 6．5�
47 	 カ ミ ノ コ 牡4青鹿57 小牧 太門野 重雄氏 森 秀行 米 Winches-

ter Farm 470－ 21：25．71
 61．1	
48 スズカフェスタ 牡4栗 57 武 豊永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 斉藤英牧場 506± 01：25．91
 24．9

815 クリノキング �5栗 57 酒井 学栗本 守氏 湯窪 幸雄 新冠 柏木 一則 B480＋ 2 〃 ハナ 21．5�
612 ザ ク イ ー ン 牝5黒鹿55 藤岡 康太�NICKS 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 486－ 21：26．0� 49．0
24 ローデルバーン 牡6黒鹿57 大野 拓弥佐々木雄二氏 石坂 公一 浦河 �川 啓一 474± 01：26．42� 289．5�
36 	 アメリカンファクト 牡4栗 57 福永 祐一吉澤 克己氏 戸田 博文 米 Nesco II Ltd. B502± 0 〃 クビ 7．9�
35 リヴァイバル 牝6栗 55 和田 竜二杉山 忠国氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 496± 01：26．5 192．0�
611� セルバンテスカズマ 牡6黒鹿57 岩田 康誠合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 538－ 21：26．71 42．5�
714	 ソウルセイバー �4黒鹿57 三浦 皇成�ノースヒルズ 中竹 和也 米

Dr. Stephen G.
Jackson & Deb-
bie Jackson

540± 01：27．12� 98．8�

816 ララメダイユドール 牡5鹿 57 北村 友一フジイ興産� 今野 貞一 浦河 ヒダカフアーム 514＋161：27．31� 58．9�
（法942）

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，427，200円 複勝： 71，942，000円 枠連： 24，695，300円
馬連： 100，970，200円 馬単： 43，316，300円 ワイド： 70，199，100円
3連複： 149，862，400円 3連単： 188，263，600円 計： 692，676，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，350円 複 勝 � 360円 � 260円 � 130円 枠 連（5－7） 1，620円

馬 連 �� 7，070円 馬 単 �� 14，890円

ワ イ ド �� 2，010円 �� 690円 �� 410円

3 連 複 ��� 4，480円 3 連 単 ��� 50，230円

票 数

単勝票数 計 434272 的中 � 25677（7番人気）
複勝票数 計 719420 的中 � 38936（7番人気）� 59081（5番人気）� 200784（1番人気）
枠連票数 計 246953 的中 （5－7） 11781（5番人気）
馬連票数 計1009702 的中 �� 11058（23番人気）
馬単票数 計 433163 的中 �� 2181（49番人気）
ワイド票数 計 701991 的中 �� 8284（23番人気）�� 25741（7番人気）�� 47947（3番人気）
3連複票数 計1498624 的中 ��� 25035（14番人気）
3連単票数 計1882636 的中 ��� 2717（153番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．5―35．6―48．0―1：00．3―1：12．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アーバンイェーガー �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2017．2．25 中山7着

2014．5．25生 牡5黒鹿 母 マイグリーン 母母 マイサクセション 23戦4勝 賞金 62，124，000円



10069 4月7日 晴 良 （31阪神2）第6日 第9競走 ��
��2，000�

わす ぐさ

忘 れ な 草 賞（Ｌ）
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，日本馬：馬齢重量，収得賞金
1，200万円毎1�増，�：馬齢重量，GⅠ競走1着馬2�増，GⅡ競走またはGⅢ競走1着
馬1�増

賞 品
本 賞 20，000，000円 8，000，000円 5，000，000円 3，000，000円 2，000，000円
付 加 賞 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

77 ラヴズオンリーユー 牝3鹿 54 M．デムーロ DMMドリームクラブ� 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 456＋ 42：00．6 1．5�
11 ル タ ン ブ ル 牝3黒鹿54 松山 弘平杉浦 和也氏 寺島 良 日高 竹島 幸治 432＋ 22：01．13 19．2�
89 キラープレゼンス 牝3青鹿54 北村 友一 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 506－ 4 〃 アタマ 18．3�
66 ランブリングアレー 牝3黒鹿54 浜中 俊 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム B466－ 42：01．2クビ 3．9�
55 ラ シ ェ ー ラ 牝3鹿 54 武 豊ニューワールドレー

シング� 笹田 和秀 浦河 フクオカファーム 442－ 4 〃 ハナ 12．5	
33 テイクザヘルム 牝3芦 54 戸崎 圭太 �キャロットファーム 安田 翔伍 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464－ 22：01．3	 12．8

88 フィブロライト 牝3青鹿54 C．ルメール �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 412－ 62：02．04 27．0�
44 キュールエミヤビ 牝3鹿 54 三浦 皇成岡本 良三氏 中尾 秀正 浦河 杵臼牧場 456± 02：02．42	 143．8�
22 カ グ ラ ヒ メ 牝3青鹿54 横山 典弘 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 日高 シンボリ牧場 458－ 42：04．6大差 33．5
（9頭）

売 得 金
単勝： 74，009，400円 複勝： 219，272，400円 枠連： 19，078，600円
馬連： 110，537，200円 馬単： 80，516，400円 ワイド： 65，979，100円
3連複： 134，775，800円 3連単： 367，783，100円 計： 1，071，952，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 320円 � 250円 枠 連（1－7） 1，750円

馬 連 �� 1，600円 馬 単 �� 2，320円

ワ イ ド �� 560円 �� 380円 �� 1，700円

3 連 複 ��� 3，980円 3 連 単 ��� 14，860円

票 数

単勝票数 計 740094 的中 � 391561（1番人気）
複勝票数 計2192724 的中 � 1693875（1番人気）� 43631（6番人気）� 60819（5番人気）
枠連票数 計 190786 的中 （1－7） 8426（5番人気）
馬連票数 計1105372 的中 �� 53293（5番人気）
馬単票数 計 805164 的中 �� 26017（6番人気）
ワイド票数 計 659791 的中 �� 30458（6番人気）�� 47774（3番人気）�� 9075（18番人気）
3連複票数 計1347758 的中 ��� 25346（10番人気）
3連単票数 計3677831 的中 ��� 17938（46番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―12．4―12．2―12．5―12．5―12．1―11．5―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．9―36．3―48．5―1：01．0―1：13．5―1：25．6―1：37．1―1：48．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．1―3F35．0
1
3
4，6（2，9，8）5，7（1，3）
4，8，6（2，9，7）（1，5，3）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ラヴズオンリーユー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー 2018．11．3 京都1着

2016．3．26生 牝3鹿 母 ラヴズオンリーミー 母母 Monevassia 3戦3勝 賞金 37，441，000円

10070 4月7日 晴 良 （31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，1，600万円以下，30．4．7以降31．3．31まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

ハンブルク競馬場賞（1着）
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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．5
1：19．0

良
良

33 トゥザクラウン 牡5鹿 55 福永 祐一 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B524－ 21：20．5 2．1�
11 ヤマカツグレース 牝5栗 54 池添 謙一山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 458± 01：20．6� 15．5�
79 タイキサターン 牡4黒鹿55 北村 友一�大樹ファーム 高野 友和 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 488－ 81：20．7クビ 13．8�
812 スワーヴアーサー 牡6鹿 55 武 豊�NICKS 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 484－10 〃 ハナ 26．9�
68 デスティニーソング 牝5鹿 52 藤岡 康太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松下 武士 新ひだか 岡田スタツド 460－ 2 〃 アタマ 31．8	
710 ハ ウ メ ア 牝5栗 54 C．ルメール �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 474－ 21：20．91� 5．0

56 テルメディカラカラ 牝7黒鹿52 秋山真一郎小林 薫氏 石橋 守 新冠 錦岡牧場 476＋ 2 〃 クビ 80．7�
44 ジ ョ イ フ ル 牡5鹿 55 M．デムーロゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 518＋ 61：21．11� 6．7�
22 	 タガノジーニアス 牡6鹿 54 古川 吉洋八木 秀之氏 斉藤 崇史 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B514＋ 21：21．2
 79．2
811 グランドロワ 牡5栗 55 幸 英明田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 B490± 01：21．3クビ 19．4�
67 アンブロジオ 牡4栗 57 石橋 脩 �シルクレーシング 菊沢 隆徳 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460－ 8 〃 ハナ 20．5�
55 ボンセルヴィーソ 牡5栗 56 松山 弘平名古屋友豊� 池添 学 日高 白井牧場 478＋ 41：21．61� 8．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 72，528，600円 複勝： 98，512，100円 枠連： 32，850，600円
馬連： 172，216，000円 馬単： 74，063，000円 ワイド： 100，187，500円
3連複： 229，356，200円 3連単： 343，994，100円 計： 1，123，708，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 140円 � 350円 � 290円 枠 連（1－3） 2，490円

馬 連 �� 2，150円 馬 単 �� 3，160円

ワ イ ド �� 700円 �� 640円 �� 2，410円

3 連 複 ��� 7，600円 3 連 単 ��� 28，560円

票 数

単勝票数 計 725286 的中 � 267148（1番人気）
複勝票数 計 985121 的中 � 259901（1番人気）� 57929（6番人気）� 74507（5番人気）
枠連票数 計 328506 的中 （1－3） 10194（11番人気）
馬連票数 計1722160 的中 �� 61891（7番人気）
馬単票数 計 740630 的中 �� 17557（12番人気）
ワイド票数 計1001875 的中 �� 37324（7番人気）�� 41893（5番人気）�� 10082（30番人気）
3連複票数 計2293562 的中 ��� 22615（27番人気）
3連単票数 計3439941 的中 ��� 8731（93番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．5―33．1―44．6―56．1―1：07．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トゥザクラウン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．10．23 京都9着

2014．2．12生 牡5鹿 母 トゥザヴィクトリー 母母 フェアリードール 14戦5勝 賞金 84，230，000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7日 晴 良 （31阪神2）第6日 第11競走 ��
��1，600�第79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 105，000，000円 42，000，000円 26，000，000円 16，000，000円 10，500，000円
付 加 賞 24，829，000円 7，094，000円 3，547，000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

1：31．9
1：30．7
1：33．1

良
良
良

48 グランアレグリア 牝3鹿 55 C．ルメール �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 476－ 61：32．7 3．4�
816 シゲルピンクダイヤ 牝3黒鹿55 和田 竜二森中 蕃氏 渡辺 薫彦 日高 天羽牧場 458＋ 61：33．12� 20．0�
24 クロノジェネシス 牝3芦 55 北村 友一 �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 434－ 4 〃 クビ 5．7�
715 ダノンファンタジー 牝3鹿 55 川田 将雅�ダノックス 中内田充正 安平 ノーザンファーム 462＋ 2 〃 ハナ 2．8�
714 ビーチサンバ 牝3黒鹿55 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 470－ 61：33．2クビ 10．7	
818 プールヴィル 牝3鹿 55 秋山真一郎吉田 照哉氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 418± 01：33．3	 115．0

12 エールヴォア 牝3黒鹿55 松山 弘平佐伯由加理氏 橋口 慎介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 508－ 21：33．51
 26．1�
713 ジュランビル 牝3黒鹿55 松若 風馬村上 稔氏 寺島 良 新冠 松浦牧場 460－ 41：33．6	 154．5�
11 シェーングランツ 牝3青鹿55 武 豊 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 462－101：33．7クビ 19．2
47 アウィルアウェイ 牝3鹿 55 石橋 脩吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 458－ 41：34．02 54．6�
612 ノ ー ワ ン 牝3鹿 55 坂井 瑠星藤田 好紀氏 笹田 和秀 新ひだか 飛野牧場 482＋ 21：34．21
 71．3�
611 メイショウケイメイ 牝3鹿 55 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 412－ 21：34．41
 258．1�
59 アクアミラビリス 牝3鹿 55 M．デムーロ �社台レースホース吉村 圭司 千歳 社台ファーム 408－101：34．61
 12．4�
817 レッドアステル 牝3鹿 55 戸崎 圭太 �東京ホースレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 408－161：34．7� 117．6�
510 フィリアプーラ 牝3鹿 55 丸山 元気 �キャロットファーム 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 434－ 21：35．01	 95．2�
36 ホウオウカトリーヌ 牝3鹿 55 大野 拓弥小笹 芳央氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 476± 0 〃 クビ 249．2�
23 ノーブルスコア 牝3青鹿55 岩田 康誠二木 英德氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 434＋ 61：35．1	 52．6�
35 ルガールカルム 牝3鹿 55 三浦 皇成 �サンデーレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 456－ 41：35．52� 40．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 792，815，800円 複勝： 815，235，300円 枠連： 499，557，600円 馬連： 2，534，347，800円 馬単： 981，178，800円
ワイド： 1，168，965，200円 3連複： 3，743，958，000円 3連単： 6，302，500，200円 5重勝： 601，145，400円 計： 17，439，704，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 170円 � 400円 � 200円 枠 連（4－8） 3，110円

馬 連 �� 4，410円 馬 単 �� 5，700円

ワ イ ド �� 1，280円 �� 420円 �� 1，410円

3 連 複 ��� 5，990円 3 連 単 ��� 31，810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����� 11，688，930円

票 数

単勝票数 計7928158 的中 � 1857170（2番人気）
複勝票数 計8152353 的中 � 1450269（2番人気）� 419977（6番人気）� 1134710（3番人気）
枠連票数 計4995576 的中 （4－8） 124193（12番人気）
馬連票数 計25343478 的中 �� 472686（12番人気）
馬単票数 計9811788 的中 �� 128877（19番人気）
ワイド票数 計11689652 的中 �� 224199（12番人気）�� 776891（3番人気）�� 202579（15番人気）
3連複票数 計37439580 的中 ��� 468187（17番人気）
3連単票数 計63025002 的中 ��� 143640（84番人気）
5重勝票数 計6011454 的中 ����� 36

ハロンタイム 12．2―11．1―12．1―12．3―11．7―10．8―11．0―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．3―35．4―47．7―59．4―1：10．2―1：21．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．0―3F33．3
3 18，13（11，8）（6，15）9（4，12）（3，5，14）（2，7）16（1，17）10 4 ・（18，8）13（11，15）（6，9，14）（4，12，7）（3，5，16）（2，1，17）－10

勝馬の
紹 介

グランアレグリア �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Tapit デビュー 2018．6．3 東京1着

2016．1．24生 牝3鹿 母 タピッツフライ 母母 Flying Marlin 4戦3勝 賞金 188，275，000円
〔制裁〕 ダノンファンタジー号の騎手川田将雅は，向正面で内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：12番・9番・7番）

ノーワン号の騎手坂井瑠星は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：17番・10番・3
番）

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の10頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）10頭 アズマヘリテージ号・アフランシール号・イベリス号・ココフィーユ号・シャドウディーヴァ号・セントセシリア号・

トロイメント号・メイショウショウブ号・ラヴズオンリーユー号・ラブミーファイン号
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりグランアレグリア号・シゲルピンクダイヤ号・クロノジェネシス号・ダノンファンタジー号・ビーチサンバ号
は，優駿牝馬（GⅠ）競走に優先出走できる。

10072 4月7日 晴 良 （31阪神2）第6日 第12競走
ウインズ梅田開設70周年記念

��
��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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

33 � リテラルフォース 牡5黒鹿57 川田 将雅村上 稔氏 高柳 大輔 登別 ユートピア牧場 516－ 21：53．3 4．0�
813 グ ア ン 牝4栗 55 武 豊�キーファーズ 武 幸四郎 浦河 三嶋牧場 466± 01：53．4	 10．4�
46 フィールドセンス 牡5鹿 57 福永 祐一前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか 千代田牧場 536－ 81：53．5	 11．9�
712 フリーフリッカー 牡5鹿 57 北村 友一�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 476－ 8 〃 ハナ 8．0�
610 テーオーフォース 牡4黒鹿57 戸崎 圭太小笹 公也氏 岡田 稲男 日高 ヤナガワ牧場 470－ 8 〃 クビ 17．1�
22 グレートタイム 牡4黒鹿57 C．ルメール 金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 476－ 21：53．81	 2．7	
711 シ ロ ニ イ 牡5白 57 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 504－ 61：54．01
 7．7

69 テイエムジョウネツ 牝7黒鹿55 四位 洋文竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 454± 01：54．21
 71．4�
58 ノ ー ウ ェ イ 牡4鹿 57 和田 竜二宮川 純造氏 高橋 義忠 浦河 富田牧場 474－ 21：54．3	 14．6�
814 コンセギール 牡7黒鹿57 古川 吉洋前田 葉子氏 浜田多実雄 新冠 株式会社

ノースヒルズ 506－ 41：54．4� 177．9
57 マルカウォーレン 牡7黒鹿57 岩田 康誠日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 514－141：54．93 49．7�
34 メイショウカマクラ 牡6青鹿57 丸山 元気松本 好雄氏 上村 洋行 浦河 大島牧場 520＋ 21：55．0	 39．4�
11 ディープミタカ 牡8栗 57 藤岡 康太深見 敏男氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 462－ 61：55．31� 211．5�
45 � クリノヒビキ 牡4栗 57 小牧 太栗本 博晴氏 湯窪 幸雄 浦河 バンブー牧場 490± 01：55．72	 253．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 124，451，800円 複勝： 145，656，800円 枠連： 62，222，400円
馬連： 259，349，400円 馬単： 117，569，900円 ワイド： 173，269，000円
3連複： 383，800，800円 3連単： 597，043，200円 計： 1，863，363，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 160円 � 290円 � 320円 枠 連（3－8） 2，180円

馬 連 �� 2，130円 馬 単 �� 3，670円

ワ イ ド �� 680円 �� 670円 �� 1，580円

3 連 複 ��� 6，070円 3 連 単 ��� 29，290円

票 数

単勝票数 計1244518 的中 � 246729（2番人気）
複勝票数 計1456568 的中 � 301681（1番人気）� 114654（5番人気）� 102466（7番人気）
枠連票数 計 622224 的中 （3－8） 22030（9番人気）
馬連票数 計2593494 的中 �� 94193（8番人気）
馬単票数 計1175699 的中 �� 23969（13番人気）
ワイド票数 計1732690 的中 �� 66843（7番人気）�� 68214（6番人気）�� 26946（22番人気）
3連複票数 計3838008 的中 ��� 47408（21番人気）
3連単票数 計5970432 的中 ��� 14777（90番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―13．9―13．1―13．2―13．0―12．2―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―37．8―50．9―1：04．1―1：17．1―1：29．3―1：41．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�リテラルフォース �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 ダンスインザダーク

2014．4．29生 牡5黒鹿 母 アブソルートライン 母母 ヒドゥンダンス 15戦3勝 賞金 59，771，000円
初出走 JRA

５レース目



（31阪神2）第6日 4月7日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 176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

415，760，000円
24，670，000円
37，140，000円
51，160，000円
72，333，500円
5，242，000円
1，689，600円

勝馬投票券売得金
1，367，547，000円
1，739，077，900円
752，598，900円
3，623，537，200円
1，535，448，600円
1，919，614，500円
5，290，568，700円
8，723，177，800円
601，145，400円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 25，552，716，000円

総入場人員 50，877名 （有料入場人員 48，590名）
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