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10049 4月6日 雨 良 （25阪神2）第5日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時00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

611 ヴァレンティーア 牝3栗 54 小牧 太佐々木主浩氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 446－ 21：55．4 23．1�
612 ワンダーテルヌーラ 牝3鹿 54 丸野 勝虎山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 448＋ 2 〃 クビ 18．0�

（愛知）

47 エーシンオマーン 牝3鹿 54 浜中 俊�栄進堂 高野 友和 浦河 栄進牧場 470＋ 21：56．03� 2．6�
714 レッドアモーレ 牝3鹿 54 武 豊 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 480－ 21：56．31� 4．3�
35 サンレイフローラ 牝3鹿 54

51 ▲花田 大昂永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 442－ 21：56．61� 29．9�
36 クロカミノオトメ 牝3青 54 酒井 学 	サンデーレーシング 羽月 友彦 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458＋ 6 〃 ハナ 13．1

48 シャインエタニティ 牝3青鹿 54

52 △菱田 裕二	宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 444－ 21：56．7� 180．7�
815 ティボリハーモニー 牝3栗 54 A．シュタルケ 松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 492－ 4 〃 クビ 16．4�
（独）

12 タガノアムール 牝3鹿 54 福永 祐一八木 良司氏 吉村 圭司 新冠 岡牧場 498－141：56．91� 4．7
713 ヘブンズボイス 牝3鹿 54 国分 優作小林 久義氏 平田 修 新ひだか 神垣 道弘 480＋ 21：57．11� 196．7�
11 ストロンボリ 牝3栗 54 幸 英明芹澤 精一氏 宮 徹 浦河 市川フアーム 474＋ 21：57．2クビ 134．2�
59 セイウンラードゥガ 牝3鹿 54

51 ▲岩崎 翼西山 茂行氏 河内 洋 新冠 川上牧場 414－10 〃 ハナ 37．9�
23 ピ ア グ ラ ス 牝3栗 54 蛯名 正義吉田 照哉氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 454 ―1：57．41� 16．9�
24 ウォーターグッデイ 牝3芦 54 川田 将雅山岡 良一氏 河内 洋 浦河 本巣牧場 446－ 21：57．71� 34．8�
510 アルテッツァ 牝3鹿 54 和田 竜二森川 満氏 荒川 義之 浦河 杵臼斉藤牧場 438＋ 82：00．7大差 348．9�
816 ソ ラ 牝3栗 54 C．デムーロ 林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 462－102：01．55 77．7�

（伊）

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，069，500円 複勝： 32，431，400円 枠連： 10，466，600円
馬連： 38，019，100円 馬単： 25，791，600円 ワイド： 19，757，800円
3連複： 59，534，200円 3連単： 86，183，800円 計： 288，254，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，310円 複 勝 � 520円 � 500円 � 150円 枠 連（6－6） 14，500円

馬 連 �� 13，940円 馬 単 �� 31，570円

ワ イ ド �� 3，270円 �� 700円 �� 900円

3 連 複 ��� 7，730円 3 連 単 ��� 86，070円

票 数

単勝票数 計 160695 的中 � 5501（8番人気）
複勝票数 計 324314 的中 � 13232（9番人気）� 13790（7番人気）� 84068（1番人気）
枠連票数 計 104666 的中 （6－6） 533（27番人気）
馬連票数 計 380191 的中 �� 2013（35番人気）
馬単票数 計 257916 的中 �� 603（76番人気）
ワイド票数 計 197578 的中 �� 1416（35番人気）�� 7222（7番人気）�� 5522（9番人気）
3連複票数 計 595342 的中 ��� 5687（26番人気）
3連単票数 計 861838 的中 ��� 739（245番人気）

ハロンタイム 12．9―11．0―13．9―13．4―12．7―12．8―12．8―12．7―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．9―37．8―51．2―1：03．9―1：16．7―1：29．5―1：42．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F38．7
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ヴァレンティーア �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Spinning World デビュー 2012．11．3 京都11着

2010．2．4生 牝3栗 母 タイキロザリオ 母母 ロイヤルブライド 4戦1勝 賞金 5，500，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アルテッツァ号・ソラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年5月6日まで平

地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

10050 4月6日 雨 良 （25阪神2）第5日 第2競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走10時30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

714� ヴードゥーフェスト 牡3青鹿56 藤岡 佑介 �社台レースホース宮 徹 米 Shadai Cor-
poration 530＋ 41：26．3 3．3�

23 � イ ナ セ ナ 牡3栗 56 福永 祐一林 正道氏 吉田 直弘 米 Guy Snowden &
Diane Snowden 524－ 21：26．72� 2．4�

816 ウォーターポルトス 牡3栗 56 武 幸四郎山岡 良一氏 河内 洋 浦河 本巣牧場 498－ 61：26．8� 14．2�
35 フミノメモリー 牡3黒鹿56 幸 英明谷 二氏 西浦 勝一 新冠 須崎牧場 512－12 〃 ハナ 8．5�
59 サンライズウォー 牡3鹿 56 国分 恭介松岡 隆雄氏 石坂 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462－ 8 〃 クビ 60．3�
12 メイショウドゥーマ 牡3黒鹿56 太宰 啓介松本 好	氏 本田 優 新冠 ビッグレッドファーム 478－ 21：27．11	 7．3

47 エアーウェーブ 牡3鹿 56 武 豊小林竜太郎氏 梅田 智之 平取 船越 伸也 B524＋ 6 〃 アタマ 9．6�
612 トゥルーピース 牝3栗 54 川田 将雅小田切有一氏 音無 秀孝 日高 山本 通則 458＋ 21：28．48 21．5�
48 スリーエスペラント 牡3栗 56 秋山真一郎永井商事 武 宏平 新ひだか 武 牧場 486 ―1：28．82� 326．2�
611 クリノアンデス 牝3鹿 54 北村 友一栗本 博晴氏 田中 章博 新冠 競優牧場 408－101：28．9� 246．8�
713 シゲルカプリコーン 牡3鹿 56 国分 優作 ブルアンドベア 加藤 敬二 浦河 丸幸小林牧場 484－ 4 〃 ハナ 382．5�
11 トップハーレー 
3青鹿56 小坂 忠士�コオロ 境 直行 新冠 秋田牧場 444－ 81：29．0	 386．3�
36 シゲルウオザ 牡3鹿 56 酒井 学森中 蕃氏 沖 芳夫 日高 エンドレス

ファーム 514＋ 21：29．21 186．8�
510 カワキタミラクル 牡3黒鹿 56

53 ▲岩崎 翼川島 吉男氏 梅内 忍 新ひだか 木田牧場 482＋ 61：29．94 405．8�
24 リュウフォワード 牡3鹿 56 熊沢 重文三好紘之輔氏 大橋 勇樹 浦河 ヒダカフアーム 486 ―1：31．28 304．8�
815 ニチドウカムイ 牡3黒鹿 56

54 △菱田 裕二山田 伸氏 高橋 義忠 新ひだか 大平牧場 478－22 （競走中止） 60．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 19，412，700円 複勝： 35，470，000円 枠連： 8，292，200円
馬連： 37，171，400円 馬単： 25，633，600円 ワイド： 20，002，000円
3連複： 53，672，900円 3連単： 81，875，300円 計： 281，530，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 130円 � 120円 � 310円 枠 連（2－7） 410円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 980円

ワ イ ド �� 180円 �� 680円 �� 760円

3 連 複 ��� 1，710円 3 連 単 ��� 7，890円

票 数

単勝票数 計 194127 的中 � 46545（2番人気）
複勝票数 計 354700 的中 � 84473（2番人気）� 112014（1番人気）� 17330（6番人気）
枠連票数 計 82922 的中 （2－7） 15262（1番人気）
馬連票数 計 371714 的中 �� 65787（1番人気）
馬単票数 計 256336 的中 �� 19412（2番人気）
ワイド票数 計 200020 的中 �� 35799（1番人気）�� 6202（8番人気）�� 5527（11番人気）
3連複票数 計 536729 的中 ��� 23295（5番人気）
3連単票数 計 818753 的中 ��� 7663（21番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―12．0―12．2―12．4―12．7―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．8―35．8―48．0―1：00．4―1：13．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ヴードゥーフェスト �
�
父 Big Brown �

�
母父 Danehill デビュー 2012．10．14 京都8着

2010．2．20生 牡3青鹿 母 Voodoo Lady 母母 Saramah 8戦1勝 賞金 9，600，000円
〔競走中止〕 ニチドウカムイ号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症したため4コーナーで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 シゲルヘビザ号・ソンブレロ号・ハクサンナチュラル号・ラストキャスケード号・リトルトレイシー号
（非抽選馬） 2頭 アラビアンドラゴン号・カツトシクン号

第２回 阪神競馬 第５日



10051 4月6日 雨 良 （25阪神2）第5日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走11時00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
1：09．7
1：08．7

重
重

36 ヨゾラニネガイヲ 牝3鹿 54 福永 祐一 �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 446＋ 41：13．3 6．7�
510 マリナーズコンパス 牝3鹿 54 C．デムーロ 谷掛 龍夫氏 加用 正 千歳 社台ファーム 422－ 4 〃 クビ 10．3�

（伊）

12 チェリーミルズ 牝3鹿 54 秋山真一郎 H.H．シェイク・ハムダン 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 454＋ 21：13．4� 10．9�

816 メイショウメロディ 牝3鹿 54 武 豊松本 好�氏 西浦 勝一 浦河 浦河日成牧場 440＋ 21：13．5クビ 5．8�
24 ウォーターチューン 牝3鹿 54 川田 将雅山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 444＋ 2 〃 クビ 4．1	
35 プリーズドスマイル 牝3鹿 54 浜中 俊 
グリーンファーム安田 隆行 千歳 社台ファーム 430＋ 21：13．6� 17．6�
714 オリエンタルエッグ 牝3青鹿54 酒井 学棚網るみ子氏 田所 秀孝 新ひだか 矢野牧場 458－ 21：13．81 6．8�
47 ケイティバローズ 牝3鹿 54

52 △菱田 裕二猪熊 広次氏 角田 晃一 新冠 石郷岡 雅樹 484＋ 21：14．43� 6．7
713 ワイングラス 牝3栗 54 幸 英明猪野毛雅人氏 加用 正 新ひだか 猪野毛牧場 462＋ 21：14．61� 13．7�
11 タマモキラリ 牝3鹿 54 和田 竜二タマモ
 中竹 和也 新ひだか 曾我 博 432－ 61：15．34 55．5�
48 クリノマナスル 牝3鹿 54 太宰 啓介栗本 博晴氏 日吉 正和 日高 日西牧場 438＋ 41：15．72� 312．9�
23 レーリュッケン 牝3黒鹿54 熊沢 重文�ターフ・スポート柴田 光陽 新ひだか 聖心台牧場 B434－ 21：15．8� 23．1�
612 カシノハートフル 牝3黒鹿54 岡田 祥嗣柏木 務氏 谷 潔 熊本 本田 土寿 462＋ 21：16．33 235．1�
59 ア ク ロ ニ ム 牝3栗 54

51 ▲岩崎 翼 H.H．シェイク・モハメド 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 404－141：16．4クビ 407．3�

611 ワンダーブライド 牝3栗 54 国分 優作山本 信行氏 梅内 忍 日高 日西牧場 388＋ 21：16．72 477．8�
815 ライズプレシャス 牝3鹿 54 上村 洋行�髙昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 452± 01：17．44 411．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，794，600円 複勝： 34，265，800円 枠連： 10，719，700円
馬連： 39，427，400円 馬単： 24，184，800円 ワイド： 19，612，400円
3連複： 54，443，100円 3連単： 77，890，000円 計： 277，337，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 250円 � 300円 � 320円 枠 連（3－5） 2，890円

馬 連 �� 3，630円 馬 単 �� 5，530円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 1，190円 �� 1，300円

3 連 複 ��� 8，490円 3 連 単 ��� 58，070円

票 数

単勝票数 計 167946 的中 � 19988（4番人気）
複勝票数 計 342658 的中 � 38472（3番人気）� 29781（6番人気）� 27944（7番人気）
枠連票数 計 107197 的中 （3－5） 2739（17番人気）
馬連票数 計 394274 的中 �� 8018（22番人気）
馬単票数 計 241848 的中 �� 3228（27番人気）
ワイド票数 計 196124 的中 �� 4694（15番人気）�� 4079（19番人気）�� 3710（23番人気）
3連複票数 計 544431 的中 ��� 4737（43番人気）
3連単票数 計 778900 的中 ��� 990（284番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―12．2―12．3―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―24．2―36．4―48．7―1：00．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヨゾラニネガイヲ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Rock of Gibraltar デビュー 2012．7．7 函館5着

2010．3．17生 牝3鹿 母 スターアイル 母母 Isle de France 9戦1勝 賞金 10，550，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ライズプレシャス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年5月6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） 1頭 ゴールデンリーフ号
（非抽選馬） 2頭 ジョウショーピアス号・マキアージュシチー号
※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。

10052 4月6日 雨
（ 芝 ）良
（ダート）良 （25阪神2）第5日 第4競走 ��2，970�サラブレッド系障害4歳以上

発走11時30分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード3：15．7良・良

45 サウンドアフリート 牡4栗 59 田村 太雅増田 雄一氏 佐藤 正雄 新ひだか 三石橋本牧場 452± 03：23．1 4．6�
814� エーシンジーライン 牡8黒鹿60 西谷 誠�栄進堂 坂口 正則 米 Winches-

ter Farm 494－ 23：23．73� 1．5�
22 ジークジオン 牡4栗 59 金子 光希幅田 昌伸氏 加用 正 新ひだか 猪野毛牧場 482＋123：23．8� 22．2�
712 クレバーキング 牡5鹿 60 植野 貴也 �ウエスタンファーム 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 482＋ 63：24．12 10．4�
34 ナ イ ク 牡4鹿 59 江田 勇亮加藤 信之氏 高橋 文雅 新ひだか 林 祐二 B480－ 63：24．2クビ 51．0�
69 � セフティーフライト 牡4栗 59 難波 剛健原口 輝昭氏 武 宏平 新ひだか 三石ファーム 454± 03：24．94 66．9	
11 ジョープラチネラ 牝5鹿 58 平沢 健治上田けい子氏 岩戸 孝樹 新冠 川上 悦夫 454＋ 23：25．11 14．0

33 ヴィーヴァギブソン 牡6鹿 60 小坂 忠士芹澤 精一氏 武 宏平 平取 スガタ牧場 520＋ 23：25．2	 50．6�
58 タッチドヘヴンリー 牡5鹿 60 北沢 伸也谷水 雄三氏 大根田裕之 新ひだか カントリー牧場 524＋263：26．15 62．7�
711 ヨドノエース 牡4黒鹿59 草野 太郎海原 聖一氏 高橋 義博 平取 高橋 啓 468± 03：27．05 180．1
46 マージービート 牡6栗 60 五十嵐雄祐 �キャロットファーム 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 486－163：27．21
 85．9�
813 ピエナオリオン �5黒鹿60 林 満明本谷 兼三氏 谷 潔 千歳 社台ファーム 470－ 83：27．73 151．1�
610 ミ ヒ ロ 牡4鹿 59 大江原 圭大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社

大原ファーム 438－183：36．4大差 181．3�
57 トップミノル 牡6青鹿60 熊沢 重文吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 486＋ 6 （競走中止） 17．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 17，620，800円 複勝： 26，938，800円 枠連： 9，892，900円
馬連： 28，648，200円 馬単： 23，926，100円 ワイド： 15，418，300円
3連複： 42，138，800円 3連単： 84，374，500円 計： 248，958，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 140円 � 110円 � 350円 枠 連（4－8） 340円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 1，060円

ワ イ ド �� 170円 �� 1，050円 �� 620円

3 連 複 ��� 2，630円 3 連 単 ��� 15，130円

票 数

単勝票数 計 176208 的中 � 30404（2番人気）
複勝票数 計 269388 的中 � 41791（2番人気）� 130698（1番人気）� 9446（6番人気）
枠連票数 計 98929 的中 （4－8） 21549（1番人気）
馬連票数 計 286482 的中 �� 59582（1番人気）
馬単票数 計 239261 的中 �� 16802（3番人気）
ワイド票数 計 154183 的中 �� 31718（1番人気）�� 2886（12番人気）�� 5155（7番人気）
3連複票数 計 421388 的中 ��� 11830（5番人気）
3連単票数 計 843745 的中 ��� 4117（38番人気）
上り 1マイル 1：46．8 4F 51．3－3F 38．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→
」
�
�
14（5，4）1，12－3（13，2）9，8，11－6＝10・（5，14）4（12，1）－2，9，3，11，13，8－6＝10

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

勝馬の
紹 介

サウンドアフリート �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2011．7．16 函館8着

2009．5．10生 牡4栗 母 チェリーテースト 母母 ダイアナソロン 障害：4戦1勝 賞金 9，800，000円
〔競走中止〕 トップミノル号は，1号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 オープンセサミ号・フォレストリーダー号



10053 4月6日 雨 良 （25阪神2）第5日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12時20分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

816 ウインデスティニー 牡3栗 56 C．デムーロ�ウイン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 426± 02：02．8 14．2�
（伊）

48 サンマルホーム 牡3栗 56 和田 竜二相馬 勇氏 山内 研二 新冠 太陽ジョイフ
ル牧場 426－ 4 〃 クビ 6．8�

24 シゲルオヒツジザ 牡3青 56 蛯名 正義森中 蕃氏 牧田 和弥 新ひだか 田中 裕之 456－ 22：02．9クビ 4．6�
47 � サウンドデューク 牡3栗 56

54 △菱田 裕二増田 雄一氏 安達 昭夫 愛 Round
Hill Stud 448± 02：03．11 3．3�

713 トウカイプリーズ 牡3鹿 56 幸 英明内村 正則氏 野中 賢二 日高 福満牧場 468 ―2：03．73� 40．6�
23 サクラクーベラ 牡3栗 56 浜中 俊�さくらコマース岡田 稲男 新ひだか 新和牧場 452＋ 8 〃 クビ 12．3	
815 モ ズ ダ イ コ 牡3黒鹿56 丸野 勝虎北側 雅司氏 小崎 憲 浦河 大北牧場 480－ 2 〃 ハナ 92．2


（愛知）

35 ホットサマーホット 牡3鹿 56 国分 恭介 �三石川上牧場 野村 彰彦 新ひだか 三石川上牧場 452＋ 22：03．8	 48．9�
11 デビルズハーツ 牡3鹿 56 四位 洋文安原 浩司氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 482± 02：04．33 3．5
59 シャルパンテ 牡3栗 56 太宰 啓介岡 浩二氏 大根田裕之 新ひだか タイヘイ牧場 490－ 4 〃 クビ 125．5�
12 ローゼンガルテン 牡3青 56 小牧 太 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム B446＋ 8 〃 ハナ 32．8�
612 グロリエッテ 牝3鹿 54 藤岡 佑介 �ローレルレーシング 松永 昌博 日高 森永牧場 452－102：04．4	 36．0�
611 ショウナンカムリキ 牡3黒鹿56 酒井 学�湘南 日吉 正和 新ひだか 静内フアーム 516＋122：04．5クビ 179．2�
36 フールフォアラブ 牝3栗 54 川田 将雅 �グリーンファーム荒川 義之 千歳 社台ファーム 458＋ 42：04．71
 93．9�
510 テイエムイッキュウ 牡3栗 56

53 ▲岩崎 翼竹園 正繼氏 鹿戸 明 鹿児島 テイエム牧場 466－142：05．44 361．2�
714 エ リ ッ ク 牡3鹿 56 国分 優作門野 重雄氏 加藤 敬二 新ひだか 原口牧場 434± 02：05．72 416．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，752，300円 複勝： 35，370，900円 枠連： 13，844，200円
馬連： 40，217，100円 馬単： 28，352，900円 ワイド： 21，563，900円
3連複： 59，024，700円 3連単： 98，531，900円 計： 316，657，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，420円 複 勝 � 370円 � 210円 � 200円 枠 連（4－8） 1，400円

馬 連 �� 2，990円 馬 単 �� 7，530円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 850円 �� 450円

3 連 複 ��� 4，340円 3 連 単 ��� 33，810円

票 数

単勝票数 計 197523 的中 � 10973（6番人気）
複勝票数 計 353709 的中 � 21434（5番人気）� 46596（4番人気）� 53232（3番人気）
枠連票数 計 138442 的中 （4－8） 7312（5番人気）
馬連票数 計 402171 的中 �� 9930（12番人気）
馬単票数 計 283529 的中 �� 2779（27番人気）
ワイド票数 計 215639 的中 �� 5020（13番人気）�� 6084（10番人気）�� 12852（5番人気）
3連複票数 計 590247 的中 ��� 10048（13番人気）
3連単票数 計 985319 的中 ��� 2151（100番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．4―37．5―50．6―1：03．1―1：15．6―1：27．4―1：38．8―1：50．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウインデスティニー �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Halling デビュー 2012．9．16 阪神8着

2010．3．20生 牡3栗 母 ドラールフローラン 母母 Indict 7戦1勝 賞金 5，500，000円
※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） 1頭 サンライズシルバー号
（非抽選馬） 2頭 サンレイジェム号・ナリタカマー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

10054 4月6日 雨 稍重 （25阪神2）第5日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時50分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

33 クリソライト 牡3鹿 56 A．シュタルケ �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 492＋101：51．2 1．5�
（独）

44 コウエイアース 牡3鹿 56 和田 竜二西岡 静男氏 川村 禎彦 新ひだか グランド牧場 456＋ 21：52．37 53．8�
11 ゴ ダ ー ル 牡3黒鹿56 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 466－ 21：52．83 5．8�
67 トーホウビッグガン 牡3黒鹿56 酒井 学東豊物産� 田島 良保 日高 竹島 幸治 490± 01：53．22� 31．1�
66 アロウィーバイオ 牡3鹿 56 国分 優作バイオ� 西浦 勝一 平取 清水牧場 472± 01：53．52 7．6	
22 フミノファルコン 牡3黒鹿56 福永 祐一谷 二氏 目野 哲也 浦河 笹島 政信 534＋ 41：53．82 6．3

55 ジョーヌドール 牡3栗 56 蛯名 正義広尾レース� 二ノ宮敬宇 浦河 笠松牧場 450－ 61：54．11� 33．4�
78 ユキノスライダー 牡3栗 56

54 △菱田 裕二遠藤 宗義氏 領家 政蔵 日高 川端 正博 446－ 4 〃 ハナ 51．6�
79 メイショウユウヤケ 牝3黒鹿54 国分 恭介松本 和子氏 増本 豊 様似 清水 誠一 430－ 21：54．41� 109．1
810 ドリームクラーク 牡3栗 56 丸野 勝虎セゾンレースホース� 飯田 雄三 新ひだか

北海道大学北方生
物圏フィールド科学セ
ンター静内研究牧場

496－ 31：54．6� 240．0�
（愛知）

811 ブルーボンボヤージ 牝3鹿 54 太宰 啓介 �ブルーマネジメント本田 優 浦河 大島牧場 B486＋ 41：56．210 142．3�
（11頭）

売 得 金
単勝： 28，864，600円 複勝： 98，280，200円 枠連： 9，688，400円
馬連： 37，583，800円 馬単： 36，167，800円 ワイド： 25，302，300円
3連複： 63，660，400円 3連単： 155，307，400円 計： 454，854，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 680円 � 150円 枠 連（3－4） 2，920円

馬 連 �� 2，800円 馬 単 �� 3，540円

ワ イ ド �� 980円 �� 190円 �� 1，910円

3 連 複 ��� 3，150円 3 連 単 ��� 16，260円

票 数

単勝票数 計 288646 的中 � 155121（1番人気）
複勝票数 計 982802 的中 � 689510（1番人気）� 10706（7番人気）� 88914（2番人気）
枠連票数 計 96884 的中 （3－4） 2449（9番人気）
馬連票数 計 375838 的中 �� 9908（9番人気）
馬単票数 計 361678 的中 �� 7549（11番人気）
ワイド票数 計 253023 的中 �� 5453（10番人気）�� 45672（1番人気）�� 2675（16番人気）
3連複票数 計 636604 的中 ��� 14928（8番人気）
3連単票数 計1553074 的中 ��� 7051（51番人気）

ハロンタイム 12．8―10．8―12．8―12．2―12．5―12．9―12．4―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．6―36．4―48．6―1：01．1―1：14．0―1：26．4―1：38．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クリソライト �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2012．7．7 中京2着

2010．2．2生 牡3鹿 母 クリソプレーズ 母母 キャサリーンパー 7戦2勝 賞金 30，404，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



10055 4月6日 雨 良 （25阪神2）第5日 第7競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走13時20分 （芝・右・外）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：32．0
1：30．7

良
良

612 アルバタックス 牡3栗 56 浜中 俊 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 492＋ 41：34．0 5．4�
713� ヒ ュ ウ マ 牡3鹿 56 C．デムーロ 林 正道氏 矢作 芳人 米 Aaron Sones 480＋ 2 〃 クビ 8．8�

（伊）

817 オースミナイン 牡3鹿 56 福永 祐一�オースミ 松永 昌博 様似 猿倉牧場 468＋ 61：34．21� 4．1�
24 フ ル ー キ ー 牡3青鹿56 A．シュタルケ 金子真人ホールディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 466－ 41：34．3クビ 3．2�

（独）

816 タガノラルフ 牡3青鹿56 川田 将雅八木 良司氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 482＋ 4 〃 ハナ 55．8	

36 コナブリュワーズ 牝3黒鹿54 蛯名 正義 �サンデーレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 462＋12 〃 アタマ 22．2

47 ダイナミックガイ 牡3栗 56 国分 優作小川 勲氏 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 478＋ 41：34．4	 8．4�
510 ゼンノコリオリ 牡3鹿 56 北村 友一大迫久美子氏 安田 隆行 浦河 中村 雅明 458－ 21：34．82
 63．6�
815 ヤ マ ノ レ オ �3栗 56 和田 竜二山泉 恵宥氏 山内 研二 新ひだか キヨタケ牧場 466－ 2 〃 クビ 56．5
714� エーシンサファイア 牝3鹿 54 藤岡 佑介�栄進堂 藤岡 健一 米 Woodford Thor-

oughbreds, LLC 488＋141：35．43
 10．8�
23 プリフォンテイン 牡3鹿 56 池添 謙一 H.H．シェイク・モハメド 松永 幹夫 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 498－ 21：35．71	 24．4�
48 フィールドゴーゴー 牡3鹿 56 秋山真一郎地田 勝三氏 野村 彰彦 浦河 谷口牧場 522＋ 4 〃 クビ 71．5�
12 テーオーレイチェル 牝3芦 54 幸 英明小笹 公也氏 岡田 稲男 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 428＋ 41：35．8
 190．0�
59 ハンドリング 牡3青鹿 56

54 △菱田 裕二永田 清男氏 服部 利之 新ひだか 白井 吉美 456＋ 61：35．9
 109．5�
35 マイネエビータ 牝3鹿 54 酒井 学 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 新冠 コスモヴューファーム 424＋ 21：36．22 185．2�
611� ア ン デ ス 牝3黒鹿54 丸野 勝虎伊藤 將氏 倉地 学 新冠 堤 牧場 B414－ 31：36．62
 505．8�

（愛知） （愛知）

11 ジョリフェロー 牡3鹿 56 小牧 太�フォーレスト 池添 兼雄 様似 様似渡辺牧場 482＋101：36．81
 45．2�
（17頭）

売 得 金
単勝： 24，904，800円 複勝： 43，895，000円 枠連： 14，259，100円
馬連： 53，970，900円 馬単： 31，262，500円 ワイド： 25，657，700円
3連複： 69，724，700円 3連単： 106，656，200円 計： 370，330，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 180円 � 230円 � 180円 枠 連（6－7） 1，050円

馬 連 �� 1，990円 馬 単 �� 3，290円

ワ イ ド �� 580円 �� 520円 �� 590円

3 連 複 ��� 2，530円 3 連 単 ��� 16，020円

票 数

単勝票数 計 249048 的中 � 36518（3番人気）
複勝票数 計 438950 的中 � 69603（2番人気）� 46731（5番人気）� 67597（3番人気）
枠連票数 計 142591 的中 （6－7） 10109（5番人気）
馬連票数 計 539709 的中 �� 20062（9番人気）
馬単票数 計 312625 的中 �� 7034（12番人気）
ワイド票数 計 256577 的中 �� 10821（6番人気）�� 12517（5番人気）�� 10684（7番人気）
3連複票数 計 697247 的中 ��� 20390（6番人気）
3連単票数 計1066562 的中 ��� 4915（43番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―11．9―11．8―11．7―11．2―11．2―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．1―36．0―47．8―59．5―1：10．7―1：21．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F34．5
3 ・（14，17）13（2，8，15）16，12，11，6，7，9（3，10）5（4，1） 4 ・（14，13，17）15（2，8）16，12（6，11）7，9，10，3（5，1）4

勝馬の
紹 介

アルバタックス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2012．10．28 京都2着

2010．3．8生 牡3栗 母 タックスシェルター 母母 タックスヘイブン 6戦2勝 賞金 17，400，000円
※フルーキー号は，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，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

10056 4月6日 雨 稍重 （25阪神2）第5日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時50分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
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
1：09．7
1：08．7

重
重

816 メイショウユメゴゼ 牝4栃栗55 武 豊松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 444± 01：12．3 5．6�
35 スターマイン 牡4青 57 蛯名 正義�ノースヒルズ 荒川 義之 新冠 ノースヒルズマネジメント 480－ 21：12．4� 6．4�
510 キタサンウンリュー 牡4黒鹿57 国分 優作�大野商事 河内 洋 新ひだか 平野牧場 528－ 41：12．5� 11．0�
714� ウエスタンムサシ 牡4芦 57 C．デムーロ 西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 496＋ 6 〃 ハナ 6．4�

（伊）

612 シゲルシュサ 牝5鹿 55 幸 英明森中 蕃氏 柴田 政見 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 434＋ 4 〃 クビ 53．5	

815 ジョウショーキング 牡4青鹿57 国分 恭介熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 田中 元寿 478＋ 21：12．71	 19．2

23 シルクフラッシュ 牡5芦 57 四位 洋文有限会社シルク田島 良保 新冠 中村農場 470＋ 21：12．8� 6．1�
11 ヴァルナビット 牡4栗 57 酒井 学田中 充氏 藤沢 則雄 新ひだか 伊藤 敏明 492＋ 21：12．9� 9．0�
24 � キクノラフィカ 牡4青鹿57 熊沢 重文菊池 五郎氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム B478＋ 21：13．0� 30．4
59 ダイシンサーベル 牡8黒鹿 57

55 △菱田 裕二大八木信行氏 吉田 直弘 門別 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 480－ 21：13．74 203．7�

611 カシノラピス 牝4栗 55
52 ▲岩崎 翼柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 434± 01：13．8� 527．4�

48 ビ ッ ク ケ ン 牡4鹿 57 太宰 啓介小野 建氏 境 直行 浦河 三好牧場 464－ 4 〃 クビ 202．4�
12 メイショウオハツ 牝4黒鹿55 北村 友一松本 好雄氏 武田 博 浦河 本巣 敦 490＋ 61：14．22� 42．8�
47 ミヤジチョビ 牡4栗 57 和田 竜二曽我 司氏 川村 禎彦 新冠 村上 欽哉 B484± 01：14．51� 39．7�
36 � アイファーパローマ 牝4黒鹿 55

52 ▲花田 大昂中島 稔氏 加藤 敬二 新ひだか 静内山田牧場 436＋ 81：16．8大差 663．8�
713 フリップフロップ 牝4鹿 55 浜中 俊吉田 哲哉氏 浜田多実雄 浦河 有限会社

松田牧場 472＋ 6 （競走中止） 4．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，091，800円 複勝： 41，894，200円 枠連： 18，077，200円
馬連： 57，375，000円 馬単： 32，569，800円 ワイド： 27，605，000円
3連複： 76，847，800円 3連単： 120，949，100円 計： 399，409，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 240円 � 210円 � 330円 枠 連（3－8） 1，400円

馬 連 �� 2，190円 馬 単 �� 4，080円

ワ イ ド �� 890円 �� 1，500円 �� 920円

3 連 複 ��� 8，110円 3 連 単 ��� 43，250円

票 数

単勝票数 計 240918 的中 � 34339（2番人気）
複勝票数 計 418942 的中 � 47082（5番人気）� 58743（3番人気）� 29993（7番人気）
枠連票数 計 180772 的中 （3－8） 9543（8番人気）
馬連票数 計 573750 的中 �� 19359（13番人気）
馬単票数 計 325698 的中 �� 5896（21番人気）
ワイド票数 計 276050 的中 �� 7793（11番人気）�� 4428（23番人気）�� 7487（12番人気）
3連複票数 計 768478 的中 ��� 6999（33番人気）
3連単票数 計1209491 的中 ��� 2064（163番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．9―11．9―11．9―13．0

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウユメゴゼ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー 2012．4．7 阪神4着

2009．4．8生 牝4栃栗 母 レインボウスズラン 母母 オオシマスズラン 8戦2勝 賞金 16，770，000円
〔競走中止〕 フリップフロップ号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイファーパローマ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年5月6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） 2頭 アルティザン号・ヤマニンアルシェ号
（非抽選馬） 1頭 ワンダーゴヴェルノ号
※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。



10057 4月6日 雨 良 （25阪神2）第5日 第9競走 ��
��2，400�

し ら さ ぎ

白 鷺 特 別
発走14時25分 （芝・右・外）
4歳以上，1，000万円以下，24．4．7以降25．3．31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 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．2
2：22．1

良
良

89 オーヴァージョイド 牡5鹿 54 蛯名 正義 �サンデーレーシング 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム 522± 02：27．7 21．3�
810 エクセルサス 牡6栃栗56 浜中 俊 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 524＋ 2 〃 クビ 7．4�
55 ゴットマスタング 牡5青鹿55 藤田 伸二後藤 進氏 木原 一良 浦河 日の出牧場 466＋ 22：27．8� 3．5�
44 タマモグランプリ �6鹿 55 国分 恭介タマモ� 川村 禎彦 新冠 村田牧場 424－ 2 〃 ハナ 17．8�
33 ラウンドロビン 牡4黒鹿56 C．デムーロ 諸江 幸祐氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 430＋ 82：27．9� 2．0	

（伊）

22 クリビツテンギョ 牡4栗 55 武 豊�浜本牧場 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 480＋ 42：28．0� 11．9

78 ミヤコトップガン 牡7栗 54 四位 洋文松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 ヤナガワ牧場 468＋ 22：28．21	 92．2�
77 エ デ ィ ン 牝4栗 52 菱田 裕二�ノースヒルズ 白井 寿昭 新冠 ノースヒルズマネジメント 460＋ 82：28．62� 12．4�
66 カリスマミッキー 牡5栗 55 丸野 勝虎三木 久史氏 中村 均 新冠 武田 寛治 482＋122：29．45 64．2

（愛知）

11 
 ケージーカチボシ 牡7鹿 51 酒井 学栗本 博晴氏 高市 圭二 新冠 岩見牧場 B540－ 42：29．61� 36．4�
（10頭）

売 得 金
単勝： 26，656，800円 複勝： 54，951，600円 枠連： 13，680，300円
馬連： 65，958，700円 馬単： 48，098，000円 ワイド： 28，569，600円
3連複： 82，636，500円 3連単： 210，213，800円 計： 530，765，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，130円 複 勝 � 720円 � 270円 � 170円 枠 連（8－8） 8，880円

馬 連 �� 8，370円 馬 単 �� 21，540円

ワ イ ド �� 1，740円 �� 1，470円 �� 510円

3 連 複 ��� 7，170円 3 連 単 ��� 88，200円

票 数

単勝票数 計 266568 的中 � 9882（7番人気）
複勝票数 計 549516 的中 � 15601（7番人気）� 52838（3番人気）� 114704（2番人気）
枠連票数 計 136803 的中 （8－8） 1138（21番人気）
馬連票数 計 659587 的中 �� 5816（22番人気）
馬単票数 計 480980 的中 �� 1648（44番人気）
ワイド票数 計 285696 的中 �� 3889（18番人気）�� 4636（17番人気）�� 14850（4番人気）
3連複票数 計 826365 的中 ��� 8511（23番人気）
3連単票数 計2102138 的中 ��� 1759（192番人気）

ハロンタイム 12．7―11．7―13．2―12．7―12．9―13．0―12．4―12．1―11．7―11．3―11．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．7―24．4―37．6―50．3―1：03．2―1：16．2―1：28．6―1：40．7―1：52．4―2：03．7―2：15．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F35．3
1
3
7，6（1，10）9，3（2，4）5－8
7，6（1，10）3，9，2，4－5，8

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

勝馬の
紹 介

オーヴァージョイド �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 El Gran Senor デビュー 2010．11．27 京都10着

2008．3．12生 牡5鹿 母 エ ラ テ ィ ス 母母 Summer Review 23戦4勝 賞金 60，730，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

10058 4月6日 雨 良 （25阪神2）第5日 第10競走 ��
��1，600�

さ ん よ う

山 陽 特 別
発走15時00分 （芝・右・外）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．0
1：30．7

良
良

24 カ ロ ッ サ ル 牡4鹿 57 北村 友一岡田 牧雄氏 松永 昌博 平取 びらとり牧場 490＋ 21：34．0 11．7�
12 メイショウヤタロウ 牡5鹿 57 藤田 伸二松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 日の出牧場 484＋ 2 〃 クビ 27．0�
815� ノーブルジュエリー 牝5黒鹿55 C．デムーロ �社台レースホース池江 泰寿 米 Shadai Farm 502－ 21：34．1クビ 1．9�

（伊）

47 チェリーヒロイン 牝4栗 55 武 豊伊藤 秀也氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 408± 01：34．2	 15．8�
35 ハッピーアビラ 牝4鹿 55 浜中 俊馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 452－ 81：34．41
 24．9�
510 ウイングザムーン 牝4鹿 55 秋山真一郎�髙昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 480＋ 6 〃 ハナ 13．1	
23 � ディープフィールド 牡5黒鹿57 福永 祐一近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 496± 0 〃 アタマ 25．3

48 リフトザウイングス 牡5青鹿57 小牧 太 �社台レースホース橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 514－121：34．5クビ 15．7�
714 キネオピューマ 牡4鹿 57 四位 洋文ジャパンフードビジネス� 清水 久詞 新冠 パカパカ

ファーム 450＋ 41：34．71
 15．7
59 サンマルクイーン 牝4栗 55 幸 英明相馬 勇氏 大橋 勇樹 浦河 笹島 政信 B452－ 41：34．8� 40．8�
611 ブルーハーツクライ 牡4栗 57 国分 恭介 �ブルーマネジメント服部 利之 新ひだか 加野牧場 500＋ 4 〃 クビ 197．9�
713 ピュアソウル 牡4鹿 57 川田 将雅 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 414－ 21：34．9� 64．3�
11 ヴァリアシオン 牡4鹿 57 A．シュタルケ �サンデーレーシング 西園 正都 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502－ 2 〃 ハナ 5．3�
（独）

612 メイショウローラン 牡8鹿 57 武 幸四郎松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 磯野牧場 464＋ 61：35．11
 121．3�
816 リバーキャッスル 牝8栗 55 藤岡 佑介河越 武治氏 作田 誠二 三石 飯岡牧場 444－ 41：36．710 212．8�
36 サ ン ビ ー ム 牡5黒鹿57 和田 竜二�フォーレスト 山内 研二 浦河 丸幸小林牧場 516－ 21：37．65 272．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，913，000円 複勝： 68，951，700円 枠連： 30，222，400円
馬連： 118，219，900円 馬単： 67，666，900円 ワイド： 47，653，000円
3連複： 151，389，900円 3連単： 265，211，300円 計： 789，228，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，170円 複 勝 � 260円 � 420円 � 120円 枠 連（1－2） 1，260円

馬 連 �� 8，820円 馬 単 �� 16，900円

ワ イ ド �� 1，920円 �� 400円 �� 670円

3 連 複 ��� 4，350円 3 連 単 ��� 54，250円

票 数

単勝票数 計 399130 的中 � 27024（3番人気）
複勝票数 計 689517 的中 � 54700（3番人気）� 29182（7番人気）� 245756（1番人気）
枠連票数 計 302224 的中 （1－2） 17818（6番人気）
馬連票数 計1182199 的中 �� 9892（26番人気）
馬単票数 計 676669 的中 �� 2955（49番人気）
ワイド票数 計 476530 的中 �� 5610（23番人気）�� 32515（2番人気）�� 17553（5番人気）
3連複票数 計1513899 的中 ��� 25706（12番人気）
3連単票数 計2652113 的中 ��� 3608（168番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．2―35．9―47．5―59．2―1：10．3―1：21．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F34．8
3 9（2，15）（6，11）（1，10）（3，13）4（7，12）（5，8）－14－16 4 ・（9，15）（6，2）（10，11）（1，13）（4，3）（7，12）（5，8）14＝16
市場取引馬

勝馬の
紹 介

カ ロ ッ サ ル �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2011．11．13 京都2着

2009．5．29生 牡4鹿 母 レ オ コ マ チ 母母 ローズレッド 16戦3勝 賞金 46，611，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※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。



10059 4月6日 雨 良 （25阪神2）第5日 第11競走 ��
��1，400�第56回サンケイスポーツ杯阪神牝馬ステークス（ＧⅡ）

発走15時35分 （芝・右）
牝，4歳以上；負担重量は，54�，24．4．7以降GⅠ競走1着馬2�増，GⅡ競走1着馬1�
増，24．4．6以前のGⅠ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

サンケイスポーツ賞（1着）
賞 品

本 賞 51，000，000円 20，000，000円 13，000，000円 7，700，000円 5，100，000円
付 加 賞 1，148，000円 328，000円 164，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．9
1：19．0

良
良

816 サウンドオブハート 牝4栗 54 池添 謙一�ターフ・スポート松山 康久 新ひだか タイヘイ牧場 456－ 21：21．4 4．5�
815 イチオクノホシ 牝4芦 54 C．デムーロ �ビリオンスター矢野 英一 千歳 社台ファーム 460＋ 4 〃 クビ 13．5�

（伊）

24 クィーンズバーン 牝5黒鹿55 藤岡 佑介林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 452± 01：21．5� 21．5�
612 ハナズゴール 牝4栗 54 浜中 俊M．タバート氏 加藤 和宏 浦河 不二牧場 418－ 41：21．71	 2．0�
714 マコトナワラタナ 牝4鹿 54 酒井 学尾田左知子氏 鮫島 一歩 安平 ノーザンファーム 432＋ 4 〃 ハナ 220．0	
12 マルセリーナ 牝5鹿 55 川田 将雅 �社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム 448－ 41：21．8クビ 24．2

48 フミノイマージン 牝7鹿 55 太宰 啓介谷 二氏 本田 優 日高 シンコーファーム 484＋121：22．11� 15．0�
713 カラフルデイズ 牝5栗 54 福永 祐一 �サンデーレーシング 藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448＋ 21：22．2クビ 22．0�
36 アスカトップレディ 牝6黒鹿54 武 豊上野 武氏 須貝 尚介 新ひだか 藤井 益美 474± 0 〃 クビ 108．4
11 アイムユアーズ 牝4栗 54 A．シュタルケ ユアストーリー 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 466－ 21：22．3クビ 8．0�

（独）

59 シュプリームギフト 牝5青鹿54 秋山真一郎 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 462－ 4 〃 クビ 31．5�
23 ファインチョイス 牝4鹿 54 四位 洋文宮川 純造氏 領家 政蔵 浦河 富田牧場 470± 01：22．62 164．9�
510 サ マ ー ル ナ 牝4鹿 54 菱田 裕二セゾンレースホース� 木原 一良 新冠 松本 信行 458± 0 〃 アタマ 190．5�
35 ホエールキャプチャ 牝5芦 56 蛯名 正義嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 千代田牧場 472－ 2 〃 クビ 20．7�
611 アンシェルブルー 牝6黒鹿54 和田 竜二矢野 秀春氏 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 462－ 61：22．81
 85．3�
47 メイショウデイム 牝6黒鹿54 国分 恭介松本 和子氏 佐山 優 浦河 太陽牧場 472＋ 41：23．11� 40．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 109，792，500円 複勝： 159，106，400円 枠連： 73，389，800円
馬連： 378，546，300円 馬単： 199，522，700円 ワイド： 144，860，200円
3連複： 551，350，200円 3連単： 962，497，000円 計： 2，579，065，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 180円 � 370円 � 580円 枠 連（8－8） 2，420円

馬 連 �� 2，320円 馬 単 �� 3，580円

ワ イ ド �� 840円 �� 1，670円 �� 3，570円

3 連 複 ��� 14，500円 3 連 単 ��� 61，070円

票 数

単勝票数 計1097925 的中 � 193676（2番人気）
複勝票数 計1591064 的中 � 292622（2番人気）� 104832（4番人気）� 60900（9番人気）
枠連票数 計 733898 的中 （8－8） 22400（12番人気）
馬連票数 計3785463 的中 �� 120668（7番人気）
馬単票数 計1995227 的中 �� 41204（11番人気）
ワイド票数 計1448602 的中 �� 44244（6番人気）�� 21239（20番人気）�� 9689（41番人気）
3連複票数 計5513502 的中 ��� 28070（44番人気）
3連単票数 計9624970 的中 ��� 11633（175番人気）

ハロンタイム 12．4―11．6―11．8―11．5―11．4―11．2―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―24．0―35．8―47．3―58．7―1：09．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サウンドオブハート �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Caerleon デビュー 2011．8．20 新潟1着

2009．2．12生 牝4栗 母 シンメイミネルバ 母母 フ ジ ャ ブ 9戦6勝 賞金 172，611，000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。

10060 4月6日 雨 稍重 （25阪神2）第5日 第12競走 ��
��1，800�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 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

815 メイショウコロンボ 牡4青 57 武 幸四郎松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 中島 俊明 474－ 41：51．3 3．7�
23 � ダイヤノゲンセキ 	5黒鹿57 川田 将雅 �ダイヤモンドファーム 坂口 正則 浦河 ダイヤモンドファーム 516－101：51．4
 9．1�
24 ラガートモヒーロ 牡4黒鹿57 太宰 啓介奥村 啓二氏 柴田 政見 浦河 山春牧場 456＋ 21：52．14 14．0�
510 ツルマルスピリット 牡6青鹿57 小牧 太鶴田 鈴子氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 502± 0 〃 ハナ 2．0�
12 � キャッツインブーツ 牡8栗 57 国分 恭介山本 英俊氏 庄野 靖志 愛 Stonethorn

Stud Farms Ltd 542＋ 61：52．52� 15．4�
59 コスモアケルナル 牡4栗 57 幸 英明 �ビッグレッドファーム 田所 秀孝 新冠 ビッグレッドファーム 484＋ 8 〃 ハナ 43．3	
713� サウンドビガレス 牡4栗 57 浜中 俊増田 雄一氏 安達 昭夫 米 Center

Hills Farm 486＋ 4 〃 アタマ 26．0

714 サトノシーザー 牡4青 57 A．シュタルケ 里見 治氏 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 524－ 61：52．82 128．8�

（独）

816 デオヴォレンテ 牡4鹿 57 四位 洋文 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 488＋ 21：52．9クビ 34．9�

11 ラインレグルス 牡5鹿 57
54 ▲森 一馬大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 高橋 修 494＋ 41：53．0
 56．8

48 エアラーテル 牡4栗 57 福永 祐一 �ラッキーフィールド笹田 和秀 むかわ 上水牧場 460－ 4 〃 クビ 14．4�
36 � イーサンジャンパー 牡7栗 57 酒井 学国本 勇氏 境 直行 鵡川 上水牧場 514＋ 21：53．1クビ 222．0�
35 ハギノコメント 牡4鹿 57 藤田 伸二日隈 良江氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント 476＋ 21：53．41
 102．9�
611 スタンドバイミー 牡4鹿 57 蛯名 正義石川 達絵氏 中竹 和也 新ひだか 藤原牧場 452－ 41：53．82� 108．7�
612 デルマイザナミ 牝4鹿 55

53 △菱田 裕二浅沼 廣幸氏 高野 友和 日高 ファニーヒルファーム 446＋141：54．33 74．4�
47 ジョウノバッカス 牡4栗 57 和田 竜二小川 義勝氏 森 秀行 日高 三城牧場 490＋ 61：55．04 323．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，754，600円 複勝： 85，006，100円 枠連： 31，542，900円
馬連： 119，738，800円 馬単： 75，692，800円 ワイド： 50，233，400円
3連複： 154，409，300円 3連単： 315，076，200円 計： 870，454，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 200円 � 360円 � 460円 枠 連（2－8） 1，110円

馬 連 �� 2，740円 馬 単 �� 4，410円

ワ イ ド �� 860円 �� 1，040円 �� 1，870円

3 連 複 ��� 11，930円 3 連 単 ��� 39，640円

票 数

単勝票数 計 387546 的中 � 83481（2番人気）
複勝票数 計 850061 的中 � 136406（2番人気）� 58235（3番人気）� 43751（6番人気）
枠連票数 計 315429 的中 （2－8） 21070（4番人気）
馬連票数 計1197388 的中 �� 32333（7番人気）
馬単票数 計 756928 的中 �� 12693（14番人気）
ワイド票数 計 502334 的中 �� 14742（6番人気）�� 11992（10番人気）�� 6442（19番人気）
3連複票数 計1544093 的中 ��� 9552（34番人気）
3連単票数 計3150762 的中 ��� 5866（105番人気）

ハロンタイム 12．8―10．8―13．4―12．9―12．7―12．6―12．3―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．6―37．0―49．9―1：02．6―1：15．2―1：27．5―1：39．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウコロンボ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 エ ル ハ ー ブ デビュー 2012．1．14 小倉2着

2009．3．19生 牡4青 母 メイショウハーブ 母母 ル ハ ビ ー 9戦3勝 賞金 34，700，000円
※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。
（非抽選馬） 6頭 ヴァンヘルシング号・エーシンユリシーズ号・ピンウィール号・プルプル号・ペガサスフォース号・ボーカリスト号
※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。



（25阪神2）第5日 4月6日（土曜日） 雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良後稍重

競走回数 12回 出走頭数 180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

262，690，000円
2，080，000円
4，270，000円
2，490，000円
24，000，000円
67，748，000円
5，626，800円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
382，628，000円
716，562，100円
244，075，700円
1，014，876，600円
618，869，500円
446，235，600円
1，418，832，500円
2，564，766，500円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 7，406，846，500円

総入場人員 12，431名 （有料入場人員 11，466名）
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