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10061 4月12日 晴 重 （27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）

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 テイエムジンソク 牡3芦 56 竹之下智昭竹園 正繼氏 木原 一良 日高 日高テイエム
牧場株式会社 488＋ 21：52．3 31．6�

815 コパノチャーリー 牡3栗 56 武 豊小林 祥晃氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 498－ 41：52．61� 3．5�
510 タムロミラクル 牡3青鹿56 M．デムーロ谷口 屯氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 462－ 41：53．77 1．7�
714 チャップリン 牡3黒鹿56 川田 将雅髙瀬 真尚氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 482－ 2 〃 ハナ 12．6�
47 フェブカリエンテ 牡3青鹿56 太宰 啓介釘田 義広氏 湯窪 幸雄 新ひだか 原口牧場 514＋ 61：53．8� 12．1�
23 レッツイットラン 牡3栗 56 菱田 裕二深見 富朗氏 牧田 和弥 浦河 金成吉田牧場 470－ 41：54．33 18．0�
713 コンゴウヒーロー 牡3芦 56 藤岡 康太金岡 久夫氏 宮 徹 新ひだか 本桐牧場 540＋ 21：54．4� 119．3	
59 シンゼンライカー 牡3黒鹿56 吉田 豊原 司郎氏 飯田 祐史 浦河トラストスリーファーム 454＋ 21：54．61� 233．2

48 シゲルエイサー 牡3栗 56 幸 英明森中 蕃氏 武田 博 日高 中前牧場 468＋ 21：54．91� 63．8�
816 ルナマジック 牡3鹿 56 福永 祐一ニットー商事� 田中 章博 新冠 カミイスタット 480± 01：55．21� 20．0
36 ホーリーランド 牡3鹿 56 熊沢 重文市川 義美氏 松永 幹夫 安平 追分ファーム 512＋ 61：55．62� 156．4�
11 メイショウエリー 牝3黒鹿54 武 幸四郎松本 好�氏 松永 昌博 浦河 浦河日成牧場 488－ 61：55．7クビ 141．0�
12 エスケイアタック 牝3栗 54

52 △岩崎 翼服部 新平氏 加藤 敬二 浦河 ヒダカフアーム 432± 01：55．8� 365．5�
612 サンフェニックス 牡3栗 56 酒井 学永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 482＋ 21：55．9� 290．2�
35 ア ニ エ ー ル 牝3青鹿54 四位 洋文寺田千代乃氏 清水 久詞 えりも エクセルマネジメント 470－ 61：56．0クビ 102．7�
24 パッションエレナ 牝3栗 54

51 ▲城戸 義政泉 一郎氏 高橋 義忠 新冠 パカパカ
ファーム 512＋ 41：57．8大差 37．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，312，200円 複勝： 48，484，400円 枠連： 12，700，900円
馬連： 50，589，000円 馬単： 32，605，400円 ワイド： 26，785，800円
3連複： 72，474，700円 3連単： 120，690，200円 計： 388，642，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，160円 複 勝 � 360円 � 110円 � 110円 枠 連（6－8） 3，050円

馬 連 �� 3，590円 馬 単 �� 9，780円

ワ イ ド �� 890円 �� 650円 �� 140円

3 連 複 ��� 1，370円 3 連 単 ��� 20，690円

票 数

単勝票数 計 243122 的中 � 6138（7番人気）
複勝票数 計 484844 的中 � 11894（7番人気）� 99000（2番人気）� 246534（1番人気）
枠連票数 計 127009 的中 （6－8） 3217（10番人気）
馬連票数 計 505890 的中 �� 10897（11番人気）
馬単票数 計 326054 的中 �� 2498（25番人気）
ワイド票数 計 267858 的中 �� 5901（12番人気）�� 8397（10番人気）�� 67167（1番人気）
3連複票数 計 724747 的中 ��� 39544（4番人気）
3連単票数 計1206902 的中 ��� 4228（57番人気）

ハロンタイム 12．8―10．5―13．3―13．3―12．8―12．7―12．2―12．3―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．3―36．6―49．9―1：02．7―1：15．4―1：27．6―1：39．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．6―3F36．9
1
3

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

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

テイエムジンソク �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2015．3．21 阪神6着

2012．4．21生 牡3芦 母 マイディスカバリー 母母 マイグリーン 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 パッションエレナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年5月12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 シゲルオカメマツリ号
（非抽選馬） 2頭 アサケバトル号・サンライズステラ号

10062 4月12日 晴 重 （27阪神2）第6日 第2競走 ��
��1，200�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
1：08．8
1：08．7

重
重

815 サカダッシュ 牡3鹿 56 菱田 裕二一村 哲也氏 岡田 稲男 浦河 ダイヤモンドファーム 478± 01：11．9 12．0�
23 スリーキンシャサ 牡3鹿 56

54 △岩崎 翼永井商事� 南井 克巳 青森 石田 英機 510－ 21：12．21� 33．5�
510 ウエスタンラムール 牡3黒鹿 56

53 ▲義 英真西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 444－101：12．83� 13．9�
59 コパノチャールズ 牡3栗 56 武 豊小林 祥晃氏 宮 徹 新ひだか 伊藤 敏明 500＋ 6 〃 クビ 2．6�
12 	 ジェントルヴァウ 牝3鹿 54 浜中 俊窪田 康志氏 藤原 英昭 米 Claiborne

Farm 462－ 61：12．9クビ 1．9�
611 テイエムジョウネツ 牝3黒鹿54 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 416± 0 〃 クビ 12．2	
47 ノ ラ ネ コ 
3栗 56 水口 優也
ヒダカファーム中竹 和也 浦河 ヒダカフアーム 448－ 61：13．43 179．2�
36 	 エナジータウン 牡3鹿 56 幸 英明幅田 昌伸氏 藤岡 健一 米 Gallagher’s

Stud 464－ 61：13．61� 19．8�
35 ナ ン シ ー 牝3栗 54

51 ▲城戸 義政薪浦 亨氏 西村 真幸 安平 吉田 三郎 414－ 41：14．13 95．3
714 ト ゥ ル エ ノ 牡3鹿 56 岡田 祥嗣吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム 434＋ 61：14．41� 310．6�
48 ニホンピロアモーレ 牝3栗 54 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 平取 稲原牧場 462－ 41：14．72 196．2�
24 アイアンラミング 牝3鹿 54 太宰 啓介池上 一馬氏 坪 憲章 新ひだか グローリーファーム 520－ 61：14．8クビ 159．7�
11 グッドピアス 牝3栗 54 和田 竜二杉立 恭平氏 川村 禎彦 新冠 ヒノデファーム 404＋ 41：15．01� 339．3�
713 パ テ ィ 牝3鹿 54 森 一馬薪浦 英稔氏 西村 真幸 新ひだか 秋田育成牧場 412－121：15．1� 568．0�
612 クィーンアルビレオ 牝3鹿 54 松山 弘平髙野 葉子氏 高野 友和 新冠 中央牧場 414－ 61：15．84 352．5�
816 キ ー マ ー ク 牡3栗 56 藤岡 康太北前孔一郎氏 宮 徹 日高 田中 元寿 468± 01：16．01� 405．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，854，200円 複勝： 38，039，300円 枠連： 14，015，700円
馬連： 55，879，500円 馬単： 37，030，400円 ワイド： 25，563，600円
3連複： 70，444，900円 3連単： 136，111，800円 計： 401，939，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，200円 複 勝 � 390円 � 740円 � 440円 枠 連（2－8） 12，050円

馬 連 �� 14，180円 馬 単 �� 28，250円

ワ イ ド �� 3，160円 �� 1，260円 �� 3，480円

3 連 複 ��� 39，340円 3 連 単 ��� 276，410円

票 数

単勝票数 計 248542 的中 � 16465（3番人気）
複勝票数 計 380393 的中 � 27112（4番人気）� 12784（6番人気）� 22925（5番人気）
枠連票数 計 140157 的中 （2－8） 901（19番人気）
馬連票数 計 558795 的中 �� 3053（24番人気）
馬単票数 計 370304 的中 �� 983（43番人気）
ワイド票数 計 255636 的中 �� 2059（23番人気）�� 5339（14番人気）�� 1868（26番人気）
3連複票数 計 704449 的中 ��� 1343（62番人気）
3連単票数 計1361118 的中 ��� 357（361番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．9―11．8―11．6―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．6―35．5―47．3―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サカダッシュ �
�
父 ローレルゲレイロ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2014．6．28 函館4着

2012．5．11生 牡3鹿 母 デュランティ 母母 サクラシルフィード 9戦1勝 賞金 9，900，000円
〔発走状況〕 テイエムジョウネツ号は，枠入り不良。
〔制裁〕 ウエスタンラムール号の騎手義英真は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番・8番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キーマーク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年5月12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 カノーヴァ号・グランマーロン号・サマーサラファン号・シートライアル号

第２回 阪神競馬 第６日



10063 4月12日 晴 稍重 （27阪神2）第6日 第3競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走11時05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

611 アレスバローズ 牡3黒鹿56 浜中 俊猪熊 広次氏 角田 晃一 日高 ヤナガワ牧場 472＋ 21：36．7 3．4�
713 サンクボヌール 牝3栗 54 C．ルメール �社台レースホース石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 422＋ 4 〃 アタマ 5．0�
715 リアンシチー 牝3鹿 54

51 ▲義 英真 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 新ひだか 幌村牧場 422－ 61：36．91� 35．1�
714 ノミネーション 牡3黒鹿56 岩田 康誠石川 達絵氏 矢作 芳人 新ひだか タイヘイ牧場 458± 01：37．0� 10．4�
36 サウンドギャツビー 牡3黒鹿56 戸崎 圭太増田 雄一氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 490＋ 61：37．1� 9．2	
612 エイシンラケシス 牝3鹿 54 吉田 豊�栄進堂 小崎 憲 新ひだか 千代田牧場 432 ― 〃 クビ 189．4

35 アドマイヤロワ 牡3鹿 56 福永 祐一近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 474＋ 81：37．2� 9．9�
12 キャストアスペル 牝3鹿 54 武 豊�G1レーシング 長浜 博之 安平 追分ファーム 466± 0 〃 クビ 12．0�
11 ウインハインズ 牡3黒鹿56 和田 竜二�ウイン 中村 均 新冠 三村 卓也 458＋301：37．3� 113．7
24 キングヴァラール 牡3黒鹿56 菱田 裕二宮田 守氏 崎山 博樹 浦河 バンブー牧場 496± 01：37．4� 64．9�
48 エバーハーモニー 牡3黒鹿56 藤岡 佑介 �社台レースホース藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464－ 21：37．61� 6．8�
47 ヤマニンロードン 牝3鹿 54

52 △岩崎 翼土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 462－ 41：37．7� 7．2�
817 カシノサクセス 牡3黒鹿56 酒井 学柏木 務氏 日吉 正和 新ひだか 野坂牧場 450－101：38．87 332．2�
816 ランドマークライト 牝3芦 54 幸 英明青山 洋一氏 平田 修 新冠 新冠橋本牧場 428－101：39．11� 166．5�
59 トウカイオリエント 牡3鹿 56 池添 謙一内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 484 ―1：39．31� 95．2�
23 アメリカンジュエル 牝3栗 54 水口 優也小野 博郷氏 崎山 博樹 日高 坂東ファーム 438 ― 〃 クビ 254．6�
510 パープルファイト 牡3黒鹿56 高倉 稜中野 銀十氏 鈴木 孝志 日高 鹿戸 正幸 468＋201：39．51 387．9�
818 ベストプラクティス 牝3鹿 54 松山 弘平柴田 洋一氏 中尾 秀正 浦河 鎌田 正嗣 424＋ 4 〃 クビ 172．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 25，747，900円 複勝： 43，194，900円 枠連： 19，875，300円
馬連： 61，225，200円 馬単： 28，778，400円 ワイド： 31，398，400円
3連複： 79，171，300円 3連単： 99，535，100円 計： 388，926，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 170円 � 170円 � 830円 枠 連（6－7） 630円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 1，740円

ワ イ ド �� 410円 �� 2，070円 �� 2，120円

3 連 複 ��� 8，980円 3 連 単 ��� 24，840円

票 数

単勝票数 計 257479 的中 � 60236（1番人気）
複勝票数 計 431949 的中 � 76116（1番人気）� 74477（2番人気）� 9648（9番人気）
枠連票数 計 198753 的中 （6－7） 24280（2番人気）
馬連票数 計 612252 的中 �� 51009（1番人気）
馬単票数 計 287784 的中 �� 12381（1番人気）
ワイド票数 計 313984 的中 �� 21933（1番人気）�� 3687（28番人気）�� 3600（29番人気）
3連複票数 計 791713 的中 ��� 6608（39番人気）
3連単票数 計 995351 的中 ��� 2904（73番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―23．9―36．0―48．6―1：01．3―1：13．3―1：24．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．1―3F35．4
3 14，18，4（12，15，16）11（5，13）（6，7）1，17，2，9（3，8）－10 4 14，18（4，15）16（12，11）13（5，6，7，17）（1，2）9（3，8）－10

勝馬の
紹 介

アレスバローズ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2014．12．6 阪神2着

2012．5．14生 牡3黒鹿 母 タイセイエトワール 母母 エンスラーリング 3戦1勝 賞金 7，800，000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。
（非抽選馬） 2頭 アスタープロスパー号・ブリヤン号

10064 4月12日 晴 重 （27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 （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

68 タガノクレイオス 牡3鹿 56 菱田 裕二八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 488＋ 21：51．2 3．0�

710 マルカウォーレン 牡3黒鹿56 福永 祐一日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 508－ 2 〃 クビ 2．4�
811 モルトベーネ 牡3栗 56 松山 弘平三宅 正義氏 松永 昌博 浦河 櫛桁牧場 454± 01：51．41 16．5�
33 ドラゴンバローズ 牡3栗 56 武 豊猪熊 広次氏 武田 博 新ひだか ヒサイファーム 488＋ 61：51．5� 21．0�
812 サーサルヴァトーレ 牡3黒鹿56 北村 友一 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 482－ 41：51．6� 7．6�
55 ヒデノインペリアル 牡3栗 56 幸 英明大石 秀夫氏 梅田 智之 平取 清水牧場 490＋ 21：51．81� 14．0	
44 ヒルノデンハーグ 牡3栗 56 �島 良太
ヒルノ 昆 貢 新冠 オリエント牧場 476－ 41：51．9� 7．8�
22 マッシヴランナー 牡3黒鹿56 藤岡 佑介小川 勲氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 508± 01：52．32� 73．3�
56 メ ナ ス コ 牡3黒鹿56 浜中 俊 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 452＋ 21：52．83 20．6
11 セルリアンコスモ 牡3鹿 56 太宰 啓介�イクタ 川村 禎彦 新冠 ムラカミファーム 496－ 21：53．54 154．2�
79 サンレイルージュ 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政永井 啓弍氏 西橋 豊治 様似 様似共栄牧場 446＋ 41：53．6� 205．5�
67 モ ラ ル タ 牡3鹿 56 和田 竜二永田 和彦氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 514－ 5 〃 クビ 212．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 29，496，400円 複勝： 39，133，900円 枠連： 14，105，700円
馬連： 61，311，700円 馬単： 35，713，800円 ワイド： 33，069，400円
3連複： 77，200，500円 3連単： 131，427，500円 計： 421，458，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 110円 � 210円 枠 連（6－7） 390円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 820円

ワ イ ド �� 190円 �� 830円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，870円 3 連 単 ��� 6，680円

票 数

単勝票数 計 294964 的中 � 77266（2番人気）
複勝票数 計 391339 的中 � 69674（2番人気）� 119662（1番人気）� 34181（5番人気）
枠連票数 計 141057 的中 （6－7） 27873（1番人気）
馬連票数 計 613117 的中 �� 110373（1番人気）
馬単票数 計 357138 的中 �� 32474（1番人気）
ワイド票数 計 330694 的中 �� 54518（1番人気）�� 8540（12番人気）�� 17464（4番人気）
3連複票数 計 772005 的中 ��� 30856（5番人気）
3連単票数 計1314275 的中 ��� 14259（12番人気）

ハロンタイム 12．4―10．5―12．8―12．7―12．9―12．5―12．1―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―22．9―35．7―48．4―1：01．3―1：13．8―1：25．9―1：38．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タガノクレイオス �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2014．10．19 京都5着

2012．1．31生 牡3鹿 母 オーベルジュ 母母 タガノラピス 6戦2勝 賞金 12，900，000円
※サンレイルージュ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



10065 4月12日 晴 重 （27阪神2）第6日 第5競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走12時25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

611 ヒドゥンブレイド 牡5黒鹿57 福永 祐一 �シルクレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 492＋ 21：24．3 10．0�
35 � トウケイアロー 牡4鹿 57 和田 竜二木村 信彦氏 松下 武士 新ひだか 増本牧場 472－ 71：24．51� 18．1�
510 フィオリート 牡5芦 57

54 ▲城戸 義政松田 整二氏 牧浦 充徳 様似 猿倉牧場 520± 01：24．6� 27．3�
47 シ ュ ネ ー ル 牡4鹿 57 浜中 俊永田 和彦氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 504－ 2 〃 クビ 3．8�
612 ケルンウィナー 牡4栗 57 菱田 裕二谷和 光彦氏 松田 国英 浦河 ひるかわ育

成牧場 498－ 61：24．7クビ 6．8�
714 アサクサプライド 牡4栗 57 M．デムーロ田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 458－ 41：24．8	 12．9	
24 キョウワランサー 牡4栗 57 C．ルメール�協和牧場 五十嵐忠男 新冠 協和牧場 B476＋ 2 〃 クビ 18．8

59 ティマイドリーム 牡5鹿 57 武 豊田畑 利彦氏 西村 真幸 浦河 鎌田 正嗣 490＋ 4 〃 ハナ 45．4�
12 メテオライト 
6栗 57 岩田 康誠 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 514± 01：24．9クビ 8．7�
36 ゴールデンアタック 牡7栗 57 幸 英明協栄 北出 成人 日高 タバタファーム 490－ 4 〃 アタマ 11．9�
815 ナリタロック 牡5栗 57 高倉 稜オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 500± 01：25．21	 5．2�
23 デンコウウノ 牡4鹿 57

54 ▲義 英真田中 康弘氏 武田 博 様似 中脇 一幸 486－ 61：25．62� 77．1�
713 スズカチャンプ 牡6鹿 57 太宰 啓介永井 啓弍氏 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 498－ 2 〃 クビ 79．6�
48 � チュウワワンダー 牡5鹿 57 戸崎 圭太中西 忍氏 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 478＋ 41：25．7クビ 12．5�
816� エヴリシーズン 牡5鹿 57 吉田 豊飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 452＋ 81：26．55 188．0�
11 シュバインハーベン 牝4栗 55 酒井 学長井 純一氏 沖 芳夫 新ひだか 谷岡牧場 416＋ 61：27．77 486．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，997，100円 複勝： 44，228，700円 枠連： 19，222，600円
馬連： 68，772，700円 馬単： 31，093，900円 ワイド： 37，931，300円
3連複： 93，705，600円 3連単： 114，050，900円 計： 437，002，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，000円 複 勝 � 380円 � 800円 � 830円 枠 連（3－6） 1，480円

馬 連 �� 10，610円 馬 単 �� 21，490円

ワ イ ド �� 3，930円 �� 5，190円 �� 8，250円

3 連 複 ��� 116，740円 3 連 単 ��� 631，190円

票 数

単勝票数 計 279971 的中 � 22271（5番人気）
複勝票数 計 442287 的中 � 32865（6番人気）� 14053（10番人気）� 13451（11番人気）
枠連票数 計 192226 的中 （3－6） 10034（7番人気）
馬連票数 計 687727 的中 �� 5023（43番人気）
馬単票数 計 310939 的中 �� 1085（87番人気）
ワイド票数 計 379313 的中 �� 2500（46番人気）�� 1887（52番人気）�� 1181（67番人気）
3連複票数 計 937056 的中 ��� 602（231番人気）
3連単票数 計1140509 的中 ��� 131（1340番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―11．6―12．6―12．2―11．8―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．4―35．0―47．6―59．8―1：11．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒドゥンブレイド �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Storm Cat デビュー 2012．12．23 阪神5着

2010．4．17生 牡5黒鹿 母 クロースシークレット 母母 Turbo Launch 19戦2勝 賞金 28，960，000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。
（非抽選馬） 3頭 サンライズバード号・ジョーウォルター号・ロードストーム号

10066 4月12日 晴 重 （27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）

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

713 ブロンクスシルバー 牝4芦 55 M．デムーロ �社台レースホース吉田 直弘 千歳 社台ファーム 486－ 21：52．1 2．1�
11 ロ ゼ ラ ニ 牝5鹿 55 戸崎 圭太宮田 守氏 崎山 博樹 新冠 平山牧場 476＋ 41：52．95 6．2�
611 クイーンズシアター 牝4鹿 55 岩田 康誠 �グリーンファーム安田 隆行 千歳 社台ファーム 456－ 2 〃 クビ 17．1�
816 メイショウルンバ 牝4栗 55 武 幸四郎松本 好雄氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 470± 01：53．0� 9．1�
24 サンレイフローラ 牝5鹿 55 武 豊永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 B452＋ 21：53．1� 10．2	
714 メイショウブーケ 牝4栗 55 幸 英明松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 B456－ 2 〃 アタマ 36．7

510 ウォーターフレアー 牝4黒鹿 55

53 △岩崎 翼山岡 良一氏 河内 洋 浦河 伏木田牧場 488± 01：53．42 33．4�
815 タ マ モ リ ド 牝4黒鹿55 水口 優也タマモ� 高橋 亮 新ひだか フジワラフアーム 482－ 61：53．5クビ 51．5�
612 ウインクルミラクル 牝4鹿 55 福永 祐一�有能 高橋 亮 新冠 隆栄牧場 470＋101：53．6� 8．9
47 パンズラビリンス 牝4鹿 55

52 ▲城戸 義政 �社台レースホース角田 晃一 千歳 社台ファーム B448± 01：53．81� 138．3�
12 キネオマドンナ 牝4芦 55 浜中 俊吉田 千津氏 石坂 正 千歳 社台ファーム 482＋ 21：53．9クビ 10．6�
23 スカイグラフィティ 牝5芦 55 川田 将雅飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 494＋ 2 〃 アタマ 57．8�
36 サ チ ヒ メ 牝5青鹿55 菱田 裕二林 孝輝氏 日吉 正和 日高 鹿戸 美明 444＋ 41：54．21� 187．9�
35 ビジュートウショウ 牝4栗 55 松山 弘平トウショウ産業� 今野 貞一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 446－ 6 〃 ハナ 35．7�
59 ララエクレリゼ 牝4黒鹿55 和田 竜二フジイ興産� 今野 貞一 日高 下河辺牧場 458± 01：54．52 129．5�
48 カシノソラーレ 牝5栗 55 熊沢 重文柏木 務氏 日吉 正和 鹿児島 柏木 務 484＋ 81：57．1大差 143．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，689，900円 複勝： 47，119，900円 枠連： 18，730，600円
馬連： 66，152，600円 馬単： 34，614，900円 ワイド： 35，039，600円
3連複： 84，376，300円 3連単： 117，087，300円 計： 432，811，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 200円 � 290円 枠 連（1－7） 560円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 1，380円

ワ イ ド �� 360円 �� 590円 �� 1，380円

3 連 複 ��� 3，030円 3 連 単 ��� 10，450円

票 数

単勝票数 計 296899 的中 � 111840（1番人気）
複勝票数 計 471199 的中 � 144308（1番人気）� 53628（3番人気）� 30539（7番人気）
枠連票数 計 187306 的中 （1－7） 25611（2番人気）
馬連票数 計 661526 的中 �� 58897（3番人気）
馬単票数 計 346149 的中 �� 18715（3番人気）
ワイド票数 計 350396 的中 �� 27375（2番人気）�� 15071（5番人気）�� 5957（15番人気）
3連複票数 計 843763 的中 ��� 20873（9番人気）
3連単票数 計1170873 的中 ��� 8122（18番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―13．3―12．9―12．2―12．9―12．8―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．0―36．3―49．2―1：01．4―1：14．3―1：27．1―1：39．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブロンクスシルバー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2013．7．7 中京12着

2011．3．14生 牝4芦 母 ラピッドオレンジ 母母 オレンジピール 16戦2勝 賞金 25，380，000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 ナリタメロディ号



10067 4月12日 晴 良 （27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 キリシマホーマ 牡4鹿 57 小牧 太土屋 君春氏 橋口弘次郎 宮崎 土屋牧場 514－ 41：36．0 12．0�
713 レインフォール 牡6芦 57 太宰 啓介深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 下屋敷牧場 440＋ 2 〃 クビ 60．1�
23 タガノエンブレム 牡5青鹿57 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 464－ 61：36．31� 15．4�
48 タマモネイヴィー 牡4鹿 57 松山 弘平タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 B496＋ 21：36．4クビ 41．5�
11 ノーブルコロネット 牝5鹿 55 池添 謙一�G1レーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 494－ 61：36．5� 18．0�
611 サンセットスカイ 牡5栗 57 菱田 裕二前田 晋二氏 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 496＋ 8 〃 クビ 38．5	
47 マイティースコール 牡7栗 57 	島 良太小川 勲氏 宮 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470± 01：36．71
 235．6

36 � ホッコーアムール 牝5青 55 藤岡 佑介矢部 道晃氏 飯田 祐史 日高 川端 正博 458＋10 〃 アタマ 46．5�
714� サウンドデューク 牡5栗 57 武 豊増田 雄一氏 安達 昭夫 愛 Round

Hill Stud 476－ 2 〃 クビ 5．7�
35 ダノンムーン 牡6鹿 57 福永 祐一�ダノックス 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 454＋ 61：36．91 3．8
816 ベッラヴォーチェ 牝5鹿 55 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 448－ 2 〃 ハナ 3．4�
59 アドマイヤコリン 牡7青鹿57 岩田 康誠近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 446＋ 4 〃 クビ 49．7�
12 スランジバール 牡6鹿 57 浜中 俊�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 488± 01：37．0クビ 140．3�
715 イ デ ア 牡7鹿 57

55 △岩崎 翼畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 498＋ 41：37．1 407．6�
612 スズカシャーマン 牝4芦 55 横山 典弘永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新ひだか 藤沢牧場 452± 01：37．41� 33．3�
817 レッドジゼル 牝5鹿 55 四位 洋文 �東京ホースレーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 460－ 4 〃 クビ 7．7�
818 メイショウソレイユ 牡5鹿 57 吉田 豊松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 太陽牧場 460＋ 61：37．5 328．7�
510 レッドカイザー 牡4黒鹿57 M．デムーロ �東京ホースレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 484－ 41：38．03 24．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 35，467，300円 複勝： 53，756，000円 枠連： 25，409，300円
馬連： 84，152，800円 馬単： 39，024，100円 ワイド： 43，111，100円
3連複： 105，848，200円 3連単： 136，159，300円 計： 522，928，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，200円 複 勝 � 450円 � 1，590円 � 390円 枠 連（2－7） 1，750円

馬 連 �� 32，110円 馬 単 �� 59，600円

ワ イ ド �� 10，630円 �� 2，400円 �� 8，430円

3 連 複 ��� 131，650円 3 連 単 ��� 671，530円

票 数

単勝票数 計 354673 的中 � 23457（5番人気）
複勝票数 計 537560 的中 � 32638（6番人気）� 8056（14番人気）� 38369（5番人気）
枠連票数 計 254093 的中 （2－7） 11215（7番人気）
馬連票数 計 841528 的中 �� 2031（71番人気）
馬単票数 計 390241 的中 �� 491（136番人気）
ワイド票数 計 431111 的中 �� 1038（77番人気）�� 4705（23番人気）�� 1311（72番人気）
3連複票数 計1058482 的中 ��� 603（273番人気）
3連単票数 計1361593 的中 ��� 147（1449番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．5―36．8―49．6―1：01．9―1：13．3―1：24．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F34．1
3 13（1，5）（2，7）（4，3，12）（6，14）（8，15，16）9（11，17）10，18 4 13（5，7）1（2，3，12）（4，6，14）（8，15，16）9，17，11，10，18

勝馬の
紹 介

キリシマホーマ �
�
父 ロドリゴデトリアーノ �

�
母父 Dynaformer デビュー 2013．7．27 小倉7着

2011．5．6生 牡4鹿 母 ラッキービクトリー 母母 Silent Performer 11戦3勝 賞金 30，354，000円
［他本会外：2戦0勝］

10068 4月12日 晴 重 （27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 343，000円 98，000円 49，000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� ダノンクリエーター 牡6栗 57 和田 竜二�ダノックス 村山 明 米 Waterford
Farm 528－ 41：23．4 46．6�

59 フミノファルコン 牡5黒鹿57 福永 祐一谷 二氏 目野 哲也 浦河 笹島 政信 540－ 21：23．71	 2．6�
11 
 ヒラボクダッシュ 牡6栗 57 北村 友一�平田牧場 加藤 敬二 浦河 大柳ファーム 462± 01：23．8	 72．1�
611 サトノアビリティ 牡5栗 57 岩田 康誠里見 治氏 角居 勝彦 新ひだか 千代田牧場 512＋ 61：23．9クビ 20．8�
23 アクションバイオ 牡5黒鹿57 浜中 俊バイオ� 西浦 勝一 平取 坂東牧場 490－ 6 〃 アタマ 4．1�
815 メイショウオオカゼ 牡5黒鹿57 武 豊松本 好雄氏 南井 克巳 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 522＋ 4 〃 アタマ 6．3	
46 キタサンウンゲツ 牡4鹿 57 小牧 太
大野商事 橋口弘次郎 新ひだか 木田 祐博 506＋ 2 〃 ハナ 7．1�
814 ガ ン ジ ー 牡4栗 57 幸 英明岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 502－ 21：24．21	 12．2�
58 ツヨシノブルーム �6芦 57 小林 徹弥横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム 506± 01：24．41� 40．8
22 ケイリンボス 牡4栗 57 柴田 善臣山田 裕仁氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 518＋ 61：24．72 27．8�
610 マズルファイヤー 牡5青鹿57 M．デムーロ 
キャロットファーム 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 562＋ 41：24．8クビ 10．1�
712
 ブレイヴフィート 牝5鹿 55 藤岡 康太下河�行雄氏 森田 直行 日高 下河辺牧場 452＋ 21：25．22� 406．1�
47 バ コ パ 牡6栗 57 四位 洋文畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 486＋ 81：25．52 202．6�
35 ブラボーランサー 牡4鹿 57 菱田 裕二田畑 富子氏 日吉 正和 新ひだか 井高牧場 518＋ 41：25．92� 322．1�
34 ワキノネクサス 牝6鹿 55 松山 弘平脇山 良之氏 村山 明 新ひだか 広田牧場 452－ 41：27．49 221．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 38，936，900円 複勝： 54，073，300円 枠連： 22，691，200円
馬連： 96，644，500円 馬単： 43，431，900円 ワイド： 43，536，000円
3連複： 114，633，300円 3連単： 166，711，300円 計： 580，658，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，660円 複 勝 � 820円 � 140円 � 1，100円 枠 連（5－7） 4，630円

馬 連 �� 6，730円 馬 単 �� 19，170円

ワ イ ド �� 1，760円 �� 13，330円 �� 2，640円

3 連 複 ��� 62，660円 3 連 単 ��� 475，840円

票 数

単勝票数 計 389369 的中 � 6673（10番人気）
複勝票数 計 540733 的中 � 13199（9番人気）� 150044（1番人気）� 9552（11番人気）
枠連票数 計 226912 的中 （5－7） 3793（12番人気）
馬連票数 計 966445 的中 �� 11124（21番人気）
馬単票数 計 434319 的中 �� 1699（56番人気）
ワイド票数 計 435360 的中 �� 6482（20番人気）�� 826（58番人気）�� 4267（27番人気）
3連複票数 計1146333 的中 ��� 1372（113番人気）
3連単票数 計1667113 的中 ��� 254（748番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―11．2―12．0―12．1―12．1―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．0―34．2―46．2―58．3―1：10．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ダノンクリエーター �
�
父 Half Ours �

�
母父 Concern デビュー 2011．10．29 京都6着

2009．4．10生 牡6栗 母 Difficult 母母 Wings of Jove 22戦4勝 賞金 53，714，000円



10069 4月12日 晴 良 （27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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

67 ミッキークイーン 牝3鹿 54 浜中 俊野田みづき氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 426＋ 22：03．5 2．1�
812 ロ カ 牝3鹿 54 M．デムーロ吉田 勝己氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 490± 02：03．6� 2．9�
68 シ ャ ル ー ル 牝3栗 54 横山 典弘 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438＋ 22：03．81	 21．9�
56 カ ゼ ル タ 牝3栗 54 藤岡 康太吉田 和美氏 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 442＋ 82：03．9	 36．3�
710 フローレスダンサー 牝3鹿 54 C．ルメール �社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム 484－ 22：04．0	 6．9�
79 パワーウーマン 牝3栗 54 四位 洋文寺田千代乃氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 502＋ 62：04．42	 37．1	
55 ウォーターラボ 牝3青鹿54 北村 友一山岡 良一氏 安田 隆行 洞
湖 レイクヴィラファーム 440－ 82：04．5� 27．0

44 タッチングスピーチ 牝3鹿 54 福永 祐一 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 452＋ 22：04．81� 8．0�
22 スズカマドンナ 牝3鹿 54 岩田 康誠永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 440± 0 〃 ハナ 65．3�
811 エーティーロゼッタ 牝3鹿 54 藤岡 佑介荒木 徹氏 木原 一良 登別 青藍牧場 478＋ 42：04．9� 124．3
11 ダイワプロパー 牝3栗 54 戸崎 圭太大城 敬三氏 松田 国英 新ひだか フジワラフアーム 478－ 42：05．32	 68．7�
33 マダムウルル 牝3黒鹿54 幸 英明�ターフ・スポート宮 徹 浦河 市川フアーム 454－ 42：05．51� 124．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 61，004，700円 複勝： 75，910，700円 枠連： 24，439，200円
馬連： 141，338，800円 馬単： 80，891，600円 ワイド： 60，005，800円
3連複： 169，842，000円 3連単： 365，614，500円 計： 979，047，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 120円 � 320円 枠 連（6－8） 270円

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 470円

ワ イ ド �� 180円 �� 690円 �� 900円

3 連 複 ��� 1，540円 3 連 単 ��� 3，520円

票 数

単勝票数 計 610047 的中 � 227079（1番人気）
複勝票数 計 759107 的中 � 226165（1番人気）� 175939（2番人気）� 35405（6番人気）
枠連票数 計 244392 的中 （6－8） 69646（1番人気）
馬連票数 計1413388 的中 �� 336751（1番人気）
馬単票数 計 808916 的中 �� 126502（1番人気）
ワイド票数 計 600058 的中 �� 107584（1番人気）�� 19185（8番人気）�� 14305（11番人気）
3連複票数 計1698420 的中 ��� 82212（3番人気）
3連単票数 計3656145 的中 ��� 75187（7番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―13．3―13．2―13．0―12．7―12．5―12．0―11．1―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．1―37．4―50．6―1：03．6―1：16．3―1：28．8―1：40．8―1：51．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．2―3F34．7
1
3
9，10，2（1，4，11）（5，6）－7，12，3，8
9，10（2，11）4，6（1，5）7，3，12－8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミッキークイーン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Gold Away デビュー 2014．12．7 阪神2着

2012．2．8生 牝3鹿 母 ミュージカルウェイ 母母 Mulika 4戦2勝 賞金 41，258，000円

10070 4月12日 晴 良 （27阪神2）第6日 第10競走 ��
��2，400�大阪―ハンブルクカップ

発走15時00分 （芝・右・外）
4歳以上，26．4．12以降27．4．5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 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000円
付 加 賞 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．2
2：22．1

良
良

79 サトノシュレン 牡7黒鹿53 柴田 善臣里見 治氏 村山 明 浦河 昭和牧場 472－142：27．7 38．5�
55 レコンダイト 牡5黒鹿54 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 464＋ 4 〃 クビ 5．1�
11 ハギノハイブリッド 牡4栗 56 福永 祐一日隈 良江氏 松田 国英 千歳 社台ファーム 452± 02：27．8� 5．6�
67 マテンロウボス 牡4黒鹿55 四位 洋文寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 上村 清志 464－ 22：28．11� 2．3�
22 ホーカーテンペスト 牡6栗 55 浜中 俊 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 502＋ 42：28．2� 6．7	
812 マジェスティハーツ 牡5鹿 56 森 一馬 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 500＋ 42：28．41� 6．9

811 ヴィクトリースター 牡7鹿 52 酒井 学 �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 追分ファーム 470－ 42：28．61	 71．0�
33 カルドブレッサ 牡7栗 54 C．ルメール �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 494＋ 4 〃 ハナ 21．3�
56 タガノグーフォ 
6黒鹿53 菱田 裕二八木 良司氏 松田 国英 新冠 八木牧場 474－ 42：28．91� 103．9
710 シゲルササグリ 牡6黒鹿53 幸 英明森中 蕃氏 中村 均 新冠 平山牧場 512－10 〃 クビ 45．9�
44 ハナノシンノスケ 牡8鹿 52 岡田 祥嗣池田 實氏 服部 利之 浦河 杵臼斉藤牧場 488－ 22：29．0クビ 90．4�
68 ヴァンヌーヴォー 牡6鹿 54 池添 謙一 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 B512－ 62：30．17 36．7�
（12頭）

売 得 金
単勝： 54，108，200円 複勝： 62，355，600円 枠連： 27，545，600円
馬連： 149，684，100円 馬単： 77，230，100円 ワイド： 60，961，200円
3連複： 175，243，200円 3連単： 335，495，100円 計： 942，623，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，850円 複 勝 � 670円 � 190円 � 200円 枠 連（5－7） 3，280円

馬 連 �� 7，820円 馬 単 �� 21，570円

ワ イ ド �� 2，310円 �� 2，530円 �� 450円

3 連 複 ��� 12，910円 3 連 単 ��� 138，510円

票 数

単勝票数 計 541082 的中 � 11231（8番人気）
複勝票数 計 623556 的中 � 18872（7番人気）� 98124（2番人気）� 87394（3番人気）
枠連票数 計 275456 的中 （5－7） 6497（13番人気）
馬連票数 計1496841 的中 �� 14831（20番人気）
馬単票数 計 772301 的中 �� 2685（49番人気）
ワイド票数 計 609612 的中 �� 6438（20番人気）�� 5882（22番人気）�� 38490（5番人気）
3連複票数 計1752432 的中 ��� 10176（38番人気）
3連単票数 計3354951 的中 ��� 1756（304番人気）

ハロンタイム 13．0―12．0―13．2―12．8―12．6―12．9―12．2―12．0―11．8―11．5―11．4―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．0―25．0―38．2―51．0―1：03．6―1：16．5―1：28．7―1：40．7―1：52．5―2：04．0―2：15．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F35．2
1
3
9，10，4，11，2，1，12，7（5，3）8，6
9，10（4，11）2，1（7，12）（5，3）－8，6

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

サトノシュレン �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 エ ル ハ ー ブ デビュー 2011．1．23 小倉1着

2008．5．17生 牡7黒鹿 母 レッドダイヤモンド 母母 マチカネエルベ 27戦6勝 賞金 114，555，000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12日 晴 良 （27阪神2）第6日 第11競走 ��
��1，600�第75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 89，000，000円 36，000，000円 22，000，000円 13，000，000円 8，900，000円
付 加 賞 27，230，000円 7，780，000円 3，890，000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

36 レッツゴードンキ 牝3栗 55 岩田 康誠廣崎 利洋氏 梅田 智之 平取 清水牧場 464－ 41：36．0 10．2�
47 ク ル ミ ナ ル 牝3鹿 55 池添 謙一 �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 488＋ 21：36．74 23．2�
11 コンテッサトゥーレ 牝3鹿 55 C．ルメール �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム 444－ 21：36．8� 27．8�
713 クイーンズリング 牝3黒鹿55 M．デムーロ吉田 哲哉氏 吉村 圭司 千歳 社台ファーム 442－ 2 〃 ハナ 9．0�
23 ノットフォーマル 牝3黒鹿55 黛 弘人芳賀 克也氏 中野 栄治 新ひだか 千代田牧場 452－ 81：36．9	 255．6�
59 アンドリエッテ 牝3鹿 55 川田 将雅永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 432－ 4 〃 ハナ 9．2	
611 キャットコイン 牝3栗 55 柴田 善臣 �サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 428－12 〃 クビ 18．2

510 アースライズ 牝3青鹿55 幸 英明吉田 勝己氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 438± 0 〃 ハナ 219．9�
48 ルージュバック 牝3鹿 55 戸崎 圭太 �キャロットファーム 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 444－ 61：37．0クビ 1．6�
715 ココロノアイ 牝3鹿 55 横山 典弘�酒井牧場 尾関 知人 浦河 酒井牧場 452－ 8 〃 ハナ 7．6
817 レオパルディナ 牝3鹿 55 武 豊 �キャロットファーム 高橋 康之 平取 坂東牧場 424＋ 21：37．1� 140．7�
714 テンダリーヴォイス 牝3鹿 55 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム 408－ 8 〃 クビ 64．0�
35 ペ ル フ ィ カ 牝3黒鹿55 菱田 裕二前田 幸治氏 岡田 稲男 新冠 株式会社

ノースヒルズ 422－ 21：37．2	 111．2�
12 ムーンエクスプレス 牝3鹿 55 松山 弘平 �ローレルレーシング 鈴木 孝志 日高 坂 牧場 412－ 61：37．3	 84．5�
612 ロ ー デ ッ ド 牝3鹿 55 川島 信二 Him Rock Racing 荒川 義之 浦河 
川 啓一 450－ 21：37．4� 164．5�
816 メイショウメイゲツ 牝3鹿 55 吉田 豊松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 424－ 4 〃 ハナ 217．1�
24 トーセンラーク 牝3栗 55 吉田 隼人島川 �哉氏 菅原 泰夫 浦河 中神牧場 470－141：37．5クビ 316．8�
818 クールホタルビ 牝3栗 55 小牧 太川上 哲司氏 清水 久詞 新ひだか 畠山牧場 434－ 2 〃 クビ 291．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 749，757，800円 複勝： 678，106，100円 枠連： 530，459，100円 馬連： 2，175，602，300円 馬単： 1，295，929，900円
ワイド： 775，598，000円 3連複： 2，937，400，400円 3連単： 6，947，686，200円 5重勝： 790，788，200円 計： 16，881，328，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，020円 複 勝 � 260円 � 610円 � 750円 枠 連（3－4） 740円

馬 連 �� 7，860円 馬 単 �� 17，370円

ワ イ ド �� 2，030円 �� 2，260円 �� 3，910円

3 連 複 ��� 34，480円 3 連 単 ��� 233，390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����� 11，296，970円

票 数

単勝票数 計7497578 的中 � 585559（5番人気）
複勝票数 計6781061 的中 � 777194（3番人気）� 275965（7番人気）� 218134（8番人気）
枠連票数 計5304591 的中 （3－4） 552851（2番人気）
馬連票数 計21756023 的中 �� 214498（22番人気）
馬単票数 計12959299 的中 �� 55945（41番人気）
ワイド票数 計7755980 的中 �� 99355（19番人気）�� 88749（23番人気）�� 50554（30番人気）
3連複票数 計29374004 的中 ��� 63887（74番人気）
3連単票数 計69476862 的中 ��� 21582（447番人気）
5重勝票数 計7907882 的中 ����� 49

ハロンタイム 12．7―11．7―12．7―12．9―12．5―11．3―10．7―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．4―37．1―50．0―1：02．5―1：13．8―1：24．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F33．5
3 6（2，3）10（1，17）（4，12）（5，14，16）（7，8，13，15）（9，11）－18 4 6（3，10）（2，17）（4，14，12）（13，16）（1，5）（7，15）（8，11）（9，18）

勝馬の
紹 介

レッツゴードンキ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 マーベラスサンデー デビュー 2014．8．24 札幌1着

2012．4．6生 牝3栗 母 マ ル ト ク 母母 エリットビーナス 6戦2勝 賞金 176，935，000円
〔制裁〕 アースライズ号の騎手幸英明は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番）
※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） 1頭 ミッキークイーン号
（非抽選馬） 5頭 スキースクール号・スノーエンジェル号・ノースメイジャイ号・ノーブルヴィーナス号・フェアラフィネ号
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりレッツゴードンキ号・クルミナル号・コンテッサトゥーレ号・クイーンズリング号は，優駿牝馬（GⅠ）競走に優
先出走できる。

10072 4月12日 晴 重 （27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 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

23 トゥザレジェンド 牝5栗 55 武 豊 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 512－101：50．7 6．8�
815 ミッキースマホ 牡5栗 57 M．デムーロ野田みづき氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 478＋14 〃 クビ 3．4�
36 スノーモンキー 牡5鹿 57 戸崎 圭太石瀬 浩三氏 相沢 郁 新ひだか 藤原牧場 440－ 81：51．02 6．0�
59 ハ ル カ フ ジ 牡7鹿 57 藤岡 佑介河内 孝夫氏 藤岡 健一 新冠 中地 康弘 480－ 21：51．1クビ 216．5�
612 ミッキーヘネシー 牡6栃栗57 小牧 太野田みづき氏 橋口弘次郎 新冠 秋田牧場 478－10 〃 アタマ 30．6�
816 アテンファースト 牡5栗 57 池添 謙一玉置 潔氏 田中 章博 浦河 多田 善弘 486－14 〃 ハナ 19．4	
510� グレイレジェンド 牡7芦 57 熊沢 重文小野 博郷氏 松永 幹夫 新ひだか 稲葉牧場 466－ 61：51．2	 61．4

24 アドマイヤランディ 牡4栗 57 岩田 康誠近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 506－ 2 〃 アタマ 4．8�
11 ハギノタイクーン 牡6鹿 57 菱田 裕二日隈 良江氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 532－ 41：51．41 21．0�
611 アルディエス 牡6鹿 57 武 幸四郎G1レーシング 松永 幹夫 安平 追分ファーム 458－ 41：51．82	 88．0�
48 ランドマーキュリー 牡5栗 57 北村 友一木村 昌三氏 安達 昭夫 新冠 ハクツ牧場 522＋ 4 〃 アタマ 22．0�
47 ブルータンザナイト 牡6青鹿57 吉田 豊桜井 欣吾氏 吉田 直弘 新ひだか 飛野牧場 546± 01：52．01
 141．7�
714 サンライズホーム 牡4青鹿57 岡田 祥嗣松岡 隆雄氏 平田 修 新冠 松本 信行 482－ 21：52．42	 13．7�
713 レッドサクセサー 牡5青鹿57 酒井 学 東京ホースレーシング 角居 勝彦 平取 坂東牧場 B546＋ 81：52．6� 67．8�
12 ラローザブル 牡5栗 57 幸 英明髙樽さゆり氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 506－ 81：52．7	 9．0�
35 デリッツァリモーネ 牡4鹿 57 松山 弘平 �キャロットファーム 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484＋ 61：53．23 32．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 87，564，300円 複勝： 117，228，600円 枠連： 71，621，700円
馬連： 271，297，700円 馬単： 114，150，600円 ワイド： 116，711，000円
3連複： 319，463，900円 3連単： 523，153，000円 計： 1，621，190，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 210円 � 160円 � 200円 枠 連（2－8） 490円

馬 連 �� 1，410円 馬 単 �� 3，430円

ワ イ ド �� 590円 �� 770円 �� 440円

3 連 複 ��� 2，810円 3 連 単 ��� 17，520円

票 数

単勝票数 計 875643 的中 � 101790（4番人気）
複勝票数 計1172286 的中 � 128933（4番人気）� 223647（1番人気）� 147657（3番人気）
枠連票数 計 716217 的中 （2－8） 113257（1番人気）
馬連票数 計2712977 的中 �� 148420（3番人気）
馬単票数 計1141506 的中 �� 24946（10番人気）
ワイド票数 計1167110 的中 �� 50496（4番人気）�� 37419（8番人気）�� 71541（2番人気）
3連複票数 計3194639 的中 ��� 85005（4番人気）
3連単票数 計5231530 的中 ��� 21647（34番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．9―36．8―49．5―1：02．2―1：14．2―1：26．1―1：38．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トゥザレジェンド �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．11．25 京都4着

2010．4．5生 牝5栗 母 トゥザヴィクトリー 母母 フェアリードール 17戦5勝 賞金 64，671，000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。
（非当選馬） 6頭 エクストラゴールド号・タマラマ号・ダローネガ号・ノボリドリーム号・ハスラー号・メイショウソラーレ号

５レース目



（27阪神2）第6日 4月12日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
重

競走回数 12回 出走頭数 185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

402，940，000円
2，080，000円
4，480，000円
40，750，000円
37，710，000円
74，993，000円
5，476，000円
1，776，000円

勝馬投票券売得金
1，188，936，900円
1，301，631，400円
800，816，900円
3，282，650，900円
1，850，495，000円
1，289，711，200円
4，299，804，300円
9，193，722，200円
790，788，200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 23，998，557，000円

総入場人員 54，635名 （有料入場人員 52，486名）
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