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10025 4月2日 晴 良 （28阪神2）第3日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走9時55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

612 キ ラ パ ワ ー 牡3栗 56 田中 健山口 正行氏 福島 信晴 浦河 中神牧場 462± 01：12．9 2．1�
816 オ ク タ ゴ ン 牡3栗 56 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 新冠 対馬 正 518－ 21：13．0� 7．2�
24 タガノフォルトゥナ 牡3鹿 56 岩田 康誠八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 466± 0 〃 クビ 6．9�
48 ユーキホープ 牡3鹿 56 小牧 太田畑 富子氏 西橋 豊治 新ひだか 和田牧場 490－ 61：13．74 9．9�
59 メモリーマニフィカ 牝3黒鹿 54

53 ☆岩崎 翼�シンザンクラブ 柴田 光陽 浦河 谷川牧場 492＋ 21：13．8� 30．2�
611 アドマイヤフォルム 牡3黒鹿 56

54 △義 英真近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム B458± 01：14．33 50．0	
12 ガ リ ゲ ッ ト 牡3黒鹿56 中谷 雄太 
サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム B506± 0 〃 クビ 8．0�
36 フジヤマコクリュウ 牡3青鹿 56

55 ☆小崎 綾也藤本美也子氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 394＋ 21：14．4� 165．0�
23 ゴールドマリーン 牝3栗 54 和田 竜二朽名 誠氏 沖 芳夫 日高 鹿戸 正幸 B502＋ 21：14．5クビ 76．9
11 ギ ャ デ ィ ス 牡3鹿 56

53 ▲荻野 極加藤 誠氏 中竹 和也 浦河 カナイシスタッド 474－ 6 〃 クビ 70．5�
510 ヤマニンロスター 牡3栗 56 中村 将之土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 B474＋ 21：14．81� 54．0�
47 ペプチドヴィーナス 牝3黒鹿54 竹之下智昭沼川 一彦氏 木原 一良 浦河 杵臼牧場 460－ 21：15．12 339．7�
35 ダッシャークワトロ �3鹿 56

55 ☆�島 克駿芦田 信氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 B440－ 41：15．2� 8．6�
714 メイショウトヅガワ 牡3鹿 56 武 幸四郎松本 好雄氏 湯窪 幸雄 日高 高柳 隆男 478＋ 21：15．62� 47．9�
713 ルミナスエレメント 牡3鹿 56 太宰 啓介 
サンデーレーシング 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム B488± 01：15．91� 24．5�
815 アイファードン �3鹿 56

54 △城戸 義政中島 稔氏 加藤 敬二 新ひだか 静内山田牧場 420＋ 81：16．43 353．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 21，189，900円 複勝： 36，523，200円 枠連： 11，800，200円
馬連： 51，327，000円 馬単： 27，783，900円 ワイド： 31，581，900円
3連複： 79，274，500円 3連単： 97，871，400円 計： 357，352，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 150円 � 150円 枠 連（6－8） 670円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，130円

ワ イ ド �� 320円 �� 280円 �� 500円

3 連 複 ��� 1，150円 3 連 単 ��� 3，970円

票 数

単勝票数 計 211899 的中 � 77642（1番人気）
複勝票数 計 365232 的中 � 112912（1番人気）� 53167（2番人気）� 51466（3番人気）
枠連票数 計 118002 的中 （6－8） 13504（2番人気）
馬連票数 計 513270 的中 �� 54738（2番人気）
馬単票数 計 277839 的中 �� 18323（2番人気）
ワイド票数 計 315819 的中 �� 25241（2番人気）�� 31100（1番人気）�� 14748（5番人気）
3連複票数 計 792745 的中 ��� 51582（1番人気）
3連単票数 計 978714 的中 ��� 17835（2番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．9―12．2―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．7―35．6―47．8―1：00．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キ ラ パ ワ ー �
�
父 トーホウエンペラー �

�
母父 メイセイオペラ デビュー 2015．7．4 中京11着

2013．3．28生 牡3栗 母 ジ ュ リ ア 母母 グレシアンライコー 8戦1勝 賞金 8，300，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 オクタゴン号の騎手水口優也は，発走後まもなく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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 カシノポップ号・ゴルトシュミット号・ナムラシャーロット号
（非抽選馬） 2頭 エーティーチャンプ号・カシマホープスター号

10026 4月2日 晴 良 （28阪神2）第3日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時25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

36 カネトシクレスト 牡3鹿 56 秋山真一郎兼松 忠男氏 大橋 勇樹 浦河 山下 恭茂 518 ―1：53．8 153．5�
816 ジュンレンパ 牡3鹿 56 松若 風馬河合 純二氏 森 秀行 新冠 秋田牧場 470－ 41：54．22� 66．8�
611 ショークール 牡3栗 56 川田 将雅吉冨 学氏 庄野 靖志 新冠 若林牧場 510＋ 21：54．41� 2．8�
35 グレートジーピー 牡3黒鹿56 国分 優作竹下千亜子氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 488－ 4 〃 クビ 12．3�
510 ミュートロギア 牡3青鹿56 四位 洋文 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 新ひだか 岡田スタツド 480－ 41：54．93 3．0�
12 サトノアルカディア 牡3黒鹿56 藤岡 康太里見 治氏 平田 修 千歳 社台ファーム B518－ 21：55．32� 68．8	
47 クインズフェザー 牡3鹿 56 川島 信二 �クイーンズ・ランチ 宮本 博 新ひだか 土田 和男 468－ 6 〃 クビ 13．3

11 トウケイドラゴン 牡3黒鹿 56

53 ▲荻野 極木村 信彦氏 沖 芳夫 浦河 細道牧場 468＋ 21：55．4� 237．7�
24 アヴァンスマン 牡3栗 56 幸 英明前田 幸治氏 浜田多実雄 新ひだか 土居 忠吉 512 ―1：55．82� 182．0�
48 ヒラボクハンター 牡3鹿 56 池添 謙一�平田牧場 須貝 尚介 浦河 高昭牧場 556± 0 〃 クビ 6．4
23 カルムパシオン 牡3鹿 56 福永 祐一前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 520－ 61：56．01 10．3�
713 カ ラ ビ ナ 牡3鹿 56 武 豊 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 518± 0 〃 ハナ 16．9�
815 ブレイジンフェザー 牡3黒鹿56 高田 潤野田 善己氏 角居 勝彦 新ひだか フジワラフアーム 470＋ 41：56．21� 105．2�
59 トーホウリーガル 牡3青鹿56 北村 友一東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 522＋ 81：56．51� 21．1�
612 シゲルシロカジキ 牡3芦 56

53 ▲三津谷隼人森中 蕃氏 木原 一良 日高 浜本牧場 484＋ 41：56．81� 413．5�
714 モズリンリン 牡3鹿 56

55 ☆小崎 綾也 �キャピタル・システム 村山 明 日高 日高大洋牧場 B456－ 41：57．01 386．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 22，227，500円 複勝： 40，640，200円 枠連： 13，553，000円
馬連： 51，859，900円 馬単： 27，356，600円 ワイド： 33，706，300円
3連複： 75，396，900円 3連単： 98，084，800円 計： 362，825，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 15，350円 複 勝 � 3，590円 � 1，520円 � 170円 枠 連（3－8） 11，880円

馬 連 �� 254，370円 馬 単 �� 310，870円

ワ イ ド �� 57，880円 �� 10，510円 �� 3，290円

3 連 複 ��� 459，730円 3 連 単 ��� 5，079，390円

票 数

単勝票数 計 222275 的中 � 1158（12番人気）
複勝票数 計 406402 的中 � 2375（12番人気）� 5801（10番人気）� 84930（2番人気）
枠連票数 計 135530 的中 （3－8） 884（25番人気）
馬連票数 計 518599 的中 �� 158（89番人気）
馬単票数 計 273566 的中 �� 66（156番人気）
ワイド票数 計 337063 的中 �� 149（92番人気）�� 825（47番人気）�� 2673（31番人気）
3連複票数 計 753969 的中 ��� 123（262番人気）
3連単票数 計 980848 的中 ��� 14（1969番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．7―36．4―48．7―1：01．4―1：14．0―1：26．8―1：40．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．4―3F39．8
1
3
11（1，10，16）－（3，13）5（7，9）（2，14）－8，6，15－12＝4・（11，16）－（1，10）－（13，5）2（6，3，9）（12，7，8，14）15＝4

2
4

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

勝馬の
紹 介

カネトシクレスト �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 Giant’s Causeway 初出走

2013．5．1生 牡3鹿 母 ホームウォード 母母 Halo River 1戦1勝 賞金 5，000，000円

第２回 阪神競馬 第３日



10027 4月2日 晴 良 （28阪神2）第3日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時55分 （芝・右・外）

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
1：44．5
1：43．9

良
良

612 フライングレディ 牝3黒鹿54 武 豊金子真人ホール
ディングス� 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 418－ 41：48．2 3．0�

36 サトノオニキス 牝3黒鹿54 川島 信二里見 治氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 426 ―1：48．41� 39．8�
23 タガノガンチャン 牝3鹿 54 和田 竜二八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 466－ 21：48．5� 11．1�
715 エッジースタイル 牝3栗 54 M．デムーロ �サンデーレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 452－ 21：48．71� 3．0�
12 パーシーズベスト 牝3黒鹿54 岩田 康誠 �シルクレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 460＋121：48．8� 4．3	
510 フィエスタオーレ 牝3黒鹿54 中谷 雄太�ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社

ノースヒルズ 428－ 81：48．9クビ 208．5

713 ト コ ワ カ 牝3鹿 54 藤岡 康太橋元 勇氣氏 野中 賢二 浦河 笠松牧場 450 ― 〃 ハナ 15．0�
24 オ ー ラ パ 牝3栗 54 藤岡 佑介名古屋友豊� 木原 一良 新冠 オリエント牧場 434－ 61：49．22 429．1�
48 ロサモスカータ 牝3鹿 54 小牧 太吉田 勝己氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 448± 0 〃 ハナ 180．5
714 クーファレイア 牝3鹿 54

53 ☆�島 克駿大迫久美子氏 石坂 正 新冠 村上 欽哉 476＋ 21：49．41� 249．4�
817 チョウキタイ 牝3青鹿54 川須 栄彦丸山 隆雄氏 日吉 正和 新冠 武田牧場 434＋ 8 〃 クビ 160．9�
816 イリデッセンス 牝3黒鹿54 川田 将雅 �シルクレーシング 佐々木晶三 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476＋101：49．5� 12．2�
611 アマルティア 牝3黒鹿54 松若 風馬�ターフ・スポート安達 昭夫 日高 幾千世牧場 442－201：49．6クビ 79．9�
11 セ ミ ラ ミ ス 牝3青鹿54 福永 祐一前田 幸治氏 �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 428＋ 41：50．02� 66．3�
59 シャトレーヌ 牝3黒鹿54 菱田 裕二 �サンデーレーシング 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484－ 8 〃 クビ 358．7�
818 エイシンイヒラニ 牝3芦 54

53 ☆小崎 綾也�栄進堂 小崎 憲 浦河 三嶋牧場 430 ―1：50．31� 113．0�
47 テ レ チ ャ ウ 牝3栗 54 高倉 稜�イクタ 福島 信晴 新冠 ムラカミファーム 466 ―1：50．4� 26．3�
35 フルオブライト 牝3黒鹿 54

51 ▲森 裕太朗�下河辺牧場 宮本 博 日高 下河辺牧場 384 ―1：50．71� 299．9�
（18頭）

売 得 金
単勝： 29，774，900円 複勝： 40，965，500円 枠連： 14，661，000円
馬連： 53，474，100円 馬単： 28，548，600円 ワイド： 35，108，200円
3連複： 77，180，000円 3連単： 100，086，000円 計： 379，798，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 710円 � 210円 枠 連（3－6） 4，800円

馬 連 �� 5，900円 馬 単 �� 8，890円

ワ イ ド �� 1，910円 �� 410円 �� 3，240円

3 連 複 ��� 12，660円 3 連 単 ��� 64，320円

票 数

単勝票数 計 297749 的中 � 78116（1番人気）
複勝票数 計 409655 的中 � 99450（1番人気）� 10396（8番人気）� 50513（4番人気）
枠連票数 計 146610 的中 （3－6） 2365（15番人気）
馬連票数 計 534741 的中 �� 7023（16番人気）
馬単票数 計 285486 的中 �� 2406（28番人気）
ワイド票数 計 351082 的中 �� 4497（18番人気）�� 24699（4番人気）�� 2600（23番人気）
3連複票数 計 771800 的中 ��� 4570（29番人気）
3連単票数 計1000860 的中 ��� 1128（152番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―36．0―48．9―1：01．6―1：13．9―1：25．3―1：36．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フライングレディ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2015．9．21 阪神2着

2013．2．10生 牝3黒鹿 母 ピンクカメオ 母母 シルバーレーン 7戦1勝 賞金 11，850，000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 エンプレスクー号・リーズ号

10028 4月2日 晴 良 （28阪神2）第3日 第4競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走11時25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

47 グランプリアクセル 牡3鹿 56
53 ▲坂井 瑠星�グランプリ 矢作 芳人 浦河 杵臼牧場 B478－ 21：35．6 5．4�

816 ツースターク 牝3鹿 54 国分 恭介宮田 直也氏 浜田多実雄 日高 沖田牧場 440－ 41：35．81� 37．4�
612 アグネスリバティ 牡3黒鹿 56

53 ▲三津谷隼人渡辺公美子氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 472± 0 〃 ハナ 9．1�
36 クリノサンスーシ 牝3鹿 54 幸 英明栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 木村牧場 428＋ 21：35．9� 8．0�
817 ナリノクインビー 牝3黒鹿54 川田 将雅成塚 清志氏 	島 一歩 千歳 社台ファーム 460－201：36．0
 15．1�
11 タガノシャーロット 牝3黒鹿54 秋山真一郎八木 良司氏 平田 修 新冠 八木牧場 472＋ 2 〃 クビ 11．5	
714 ウインクルスーパー 牝3鹿 54 武 豊塚本 能交氏 高橋 亮 日高 竹島 幸治 466－ 41：36．1クビ 8．3

59 スノーサミット 牝3栗 54 菱田 裕二 H.H．シェイク・モハメド 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480 ―1：36．42 47．4�
818 レーヌドコロール 牝3黒鹿54 池添 謙一 �シルクレーシング 角田 晃一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488＋ 21：36．5� 7．1
23 エイシンチムニー 牝3黒鹿54 酒井 学�栄進堂 田所 秀孝 浦河 多田 善弘 526－ 8 〃 ハナ 55．4�
35 スターストリーム 牝3黒鹿 54

53 ☆岩崎 翼 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 千田 輝彦 新ひだか 藤原牧場 432± 0 〃 クビ 10．3�

48 アグネスブレイブ 牡3鹿 56 武 幸四郎渡辺公美子氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 470± 01：36．6� 26．8�
510 トウカイペアーナ 牝3栗 54

53 ☆小崎 綾也内村 正則氏 野中 賢二 平取 二風谷ファーム 442 ―1：36．7� 50．3�
715� エイシンイクサボシ 牡3鹿 56 小牧 太�栄進堂 小崎 憲 愛 K. K. Ei-

shindo 422－10 〃 クビ 5．5�
12 タガノアメジスト 牝3鹿 54

53 ☆	島 克駿八木 一雄氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 402 ―1：36．8クビ 158．1�

611 フェアウェルローズ 牝3栗 54 藤懸 貴志吉田 照哉氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 458＋ 2 〃 クビ 219．0�
713 ヤマイチサンライズ 牡3黒鹿 56

54 △城戸 義政坂本 肇氏 加藤 敬二 浦河 宮内牧場 494 ―1：37．33 219．8�
24 サフランタイヨウ �3青鹿56 高倉 稜海原 聖一氏 松元 茂樹 平取 高橋 啓 434 ― 〃 ハナ 188．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 22，997，200円 複勝： 36，675，300円 枠連： 20，292，800円
馬連： 51，873，400円 馬単： 25，209，200円 ワイド： 33，428，300円
3連複： 75，227，000円 3連単： 82，583，600円 計： 348，286，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 210円 � 760円 � 350円 枠 連（4－8） 1，190円

馬 連 �� 8，050円 馬 単 �� 10，800円

ワ イ ド �� 2，310円 �� 1，240円 �� 5，090円

3 連 複 ��� 26，210円 3 連 単 ��� 126，310円

票 数

単勝票数 計 229972 的中 � 33799（1番人気）
複勝票数 計 366753 的中 � 54098（1番人気）� 10750（10番人気）� 27123（7番人気）
枠連票数 計 202928 的中 （4－8） 13182（6番人気）
馬連票数 計 518734 的中 �� 4994（36番人気）
馬単票数 計 252092 的中 �� 1750（54番人気）
ワイド票数 計 334283 的中 �� 3714（32番人気）�� 7094（14番人気）�� 1658（47番人気）
3連複票数 計 752270 的中 ��� 2152（92番人気）
3連単票数 計 825836 的中 ��� 474（467番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．8―35．7―47．9―1：00．5―1：12．0―1：23．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グランプリアクセル �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．8．22 札幌3着

2013．4．9生 牡3鹿 母 ロージーミスト 母母 ビューティフルベーシック 8戦1勝 賞金 9，350，000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 シルバージュビリー号
（非抽選馬） 2頭 エイシンヒアゴーズ号・ジョンブリアン号



10029 4月2日 晴 良 （28阪神2）第3日 第5競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走12時15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
1：21．5

不良
不良

611 ヴ ェ ゼ ー ル 牡3栗 56 松若 風馬畑佐 博氏 河内 洋 浦河 中神牧場 530± 01：24．7 15．9�
816 エ ポ ッ ク 牡3黒鹿 56

55 ☆�島 克駿吉澤 克己氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 B510＋101：24．8� 6．4�
35 ワンパーセント 牡3栗 56 池添 謙一島川 �哉氏 中川 公成 日高 有限会社 エ

スティファーム 466－ 41：25．22� 11．8�
48 クリノサンレオ 牡3栗 56 幸 英明栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 426－ 81：25．3� 144．9�
11 ス ト リ ク ス 牡3鹿 56 福永 祐一 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 494－ 6 〃 ハナ 2．8�
815 ビリケンラッシュ 牡3鹿 56 松山 弘平市川義美ホール

ディングス	 高橋 亮 浦河 谷川牧場 496－ 41：25．51� 120．3

12 ワールドフェーマス 牡3栗 56 藤岡 康太吉岡 泰治氏 羽月 友彦 浦河 高昭牧場 486－101：25．71� 26．3�
24 サフランハート 牡3鹿 56 田中 健海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 426± 0 〃 クビ 37．5�
36 ヒーローメーカー 牡3黒鹿56 武 豊林 正道氏 森田 直行 日高 シンボリ牧場 508－101：25．8� 3．6
612 タガノミルキー 牝3芦 54

51 ▲森 裕太朗八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 440＋ 41：25．9クビ 397．0�

714 アナフィエル 牝3栗 54 藤岡 佑介	ノースヒルズ 高橋 康之 新冠 株式会社
ノースヒルズ 424－ 21：26．11� 67．9�

713 ヤマニンエスペロス 牡3鹿 56
54 △義 英真土井 肇氏 中村 均 浦河 廣田 伉助 500－ 61：26．31� 358．5�

510 ラブミーロード 牝3鹿 54 和田 竜二小林 祥晃氏 沖 芳夫 新ひだか 静内酒井牧場 456＋ 41：26．4� 117．6�
23 メイショウメイコウ 牡3青鹿56 武 幸四郎松本 好雄氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 472＋ 2 〃 ハナ 19．1�
59 ラタンドレス 牝3鹿 54 菱田 裕二 	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 456＋ 61：26．5アタマ 203．6�
47 ダンツペンダント 牝3黒鹿54 M．デムーロ山元 哲二氏 本田 優 浦河 谷川牧場 508－ 41：27．03 6．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，356，800円 複勝： 55，702，100円 枠連： 19，655，100円
馬連： 72，410，000円 馬単： 38，762，900円 ワイド： 48，708，700円
3連複： 105，671，900円 3連単： 137，128，700円 計： 510，396，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，590円 複 勝 � 380円 � 260円 � 320円 枠 連（6－8） 3，590円

馬 連 �� 4，360円 馬 単 �� 10，830円

ワ イ ド �� 1，290円 �� 1，920円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 10，710円 3 連 単 ��� 84，320円

票 数

単勝票数 計 323568 的中 � 16201（6番人気）
複勝票数 計 557021 的中 � 36516（6番人気）� 60624（4番人気）� 45849（5番人気）
枠連票数 計 196551 的中 （6－8） 4242（13番人気）
馬連票数 計 724100 的中 �� 12866（15番人気）
馬単票数 計 387629 的中 �� 2683（37番人気）
ワイド票数 計 487087 的中 �� 9752（14番人気）�� 6421（20番人気）�� 11185（12番人気）
3連複票数 計1056719 的中 ��� 7397（33番人気）
3連単票数 計1371287 的中 ��� 1179（241番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．8―12．2―12．3―12．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―35．1―47．3―59．6―1：12．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴ ェ ゼ ー ル �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 タバスコキャット デビュー 2015．6．13 阪神3着

2013．2．18生 牡3栗 母 タケイチゼット 母母 タケイチイチホース 12戦2勝 賞金 19，600，000円
※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） 7頭 オースミハナチャン号・サンキュー号・セカンドエフォート号・ダノンレーザー号・ニホンピロボーラー号・

リヴァイバル号・ワンダーサジェス号

10030 4月2日 晴 良 （28阪神2）第3日 第6競走 ��
��2，200�サラブレッド系4歳以上

発走12時45分 （芝・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
2：10．1
2：09．9

良
良

46 サダムロードショー 牡6鹿 57 岩田 康誠大西 定氏 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 482＋102：12．5 7．9�

22 ハイプレッシャー 牡5黒鹿57 小牧 太�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社
ノースヒルズ 526＋ 4 〃 クビ 7．5�

57 マイネルプレッジ 牡5鹿 57 和田 竜二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 448＋12 〃 アタマ 3．2�

11 ヘ イ ム ダ ル 牡4黒鹿57 川須 栄彦岡田 牧雄氏 宮 徹 浦河 谷川牧場 496＋16 〃 ハナ 25．1�
45 � カリテスグレース 牝4黒鹿55 松山 弘平北畑 忍氏 森田 直行 新ひだか 千代田牧場 466＋ 22：12．82 28．1�
813 リッチガール 牝4栗 55 藤岡 佑介吉田 和子氏 木原 一良 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468± 02：13．22	 13．1	
34 � リ プ カ 牝4栗 55 幸 英明佐藤 理氏 高橋 康之 千歳 社台ファーム 380＋ 62：13．3
 274．4

33 アンバーグリスキー 牡4鹿 57 福永 祐一青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 448－ 42：13．62 24．5�
712 キネオワールド 牡5黒鹿57 武 豊吉田 千津氏 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 476＋ 42：13．7クビ 5．9�
610 ドンアルフォンス 牡4黒鹿57 M．デムーロ山田 貢一氏 庄野 靖志 日高 日西牧場 468± 02：13．8	 4．1
711 ゴールドグローリー 牝4栗 55 松田 大作居城 要氏 西村 真幸 新冠 北勝ファーム 486－ 22：14．11
 83．3�
814 アドマイヤウイング 牝5鹿 55 菱田 裕二近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 482＋242：14．41
 37．4�
58 アイファーマグオー 牡4栗 57 藤懸 貴志中島 稔氏 飯田 雄三 新ひだか 野表 篤夫 494－ 22：14．5クビ 581．2�
69 トウカイパイロ 牡4黒鹿 57

56 ☆小崎 綾也内村 正則氏 野中 賢二 日高 福満牧場 466± 02：14．6	 26．2�
（14頭）

売 得 金
単勝： 24，047，700円 複勝： 38，641，400円 枠連： 13，306，300円
馬連： 55，753，100円 馬単： 27，506，900円 ワイド： 32，949，000円
3連複： 75，871，900円 3連単： 96，504，400円 計： 364，580，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 210円 � 190円 � 140円 枠 連（2－4） 2，470円

馬 連 �� 2，700円 馬 単 �� 5，310円

ワ イ ド �� 770円 �� 450円 �� 400円

3 連 複 ��� 2，330円 3 連 単 ��� 16，610円

票 数

単勝票数 計 240477 的中 � 24229（5番人気）
複勝票数 計 386414 的中 � 40164（5番人気）� 49016（4番人気）� 88386（1番人気）
枠連票数 計 133063 的中 （2－4） 4164（13番人気）
馬連票数 計 557531 的中 �� 15979（11番人気）
馬単票数 計 275069 的中 �� 3879（22番人気）
ワイド票数 計 329490 的中 �� 10302（10番人気）�� 19260（4番人気）�� 22067（3番人気）
3連複票数 計 758719 的中 ��� 24396（6番人気）
3連単票数 計 965044 的中 ��� 4212（46番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．5―12．6―12．3―12．3―12．1―11．7―11．7―11．9―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．5―23．7―35．2―47．8―1：00．1―1：12．4―1：24．5―1：36．2―1：47．9―1：59．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サダムロードショー �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．12．1 阪神3着

2010．3．10生 牡6鹿 母 グランオマージュ 母母 ジョリーザザ 24戦3勝 賞金 36，655，000円



10031 4月2日 晴 良 （28阪神2）第3日 第7競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走13時15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

816 ツーエムマイスター 牡4黒鹿57 M．デムーロ水谷 昌晃氏 本田 優 浦河 丸幸小林牧場 452－ 61：23．5 4．8�
815 アダムズアップル 牡5鹿 57 菱田 裕二吉田 照哉氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 516－ 21：24．35 6．7�
12 エミネントレコード 牡5鹿 57 池添 謙一�G1レーシング 西浦 勝一 千歳 社台ファーム B478－ 21：24．61� 2．8�
59 ビタミンエース 牡5鹿 57

55 △城戸 義政村上 稔氏 本田 優 新ひだか 谷口育成牧場 520± 01：25．02� 15．0�
24 エ イ ム ハ イ 牡4鹿 57 北村 友一前田 幸治氏 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 468－ 4 〃 クビ 76．4�
713 カノヤカンザクラ 牡4栗 57 小牧 太神田アヤ子氏 橋口 慎介 日高 浜本牧場 512± 01：25．1クビ 8．4	
48 ディグニファイド 牡4栗 57 中谷 雄太 
シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム B536＋ 21：25．52� 7．5�
11 � オ ヤ カ タ 牡4栗 57 国分 恭介吉田 勝利氏 西村 真幸 浦河 北俣 牧夫 480＋ 21：25．6� 319．0�
36 � チュウワワンダー 牡6鹿 57 川島 信二中西 忍氏 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 490＋161：25．81	 193．6
714 コンクエストシチー 牡4栗 57

56 ☆小崎 綾也 �友駿ホースクラブ 村山 明 新ひだか 幌村牧場 464± 0 〃 ハナ 20．8�
23 パープルパルピナ 牡5鹿 57 高倉 稜中野 銀十氏 福島 信晴 新ひだか 三石川上牧場 502± 01：26．01	 140．9�
47 � シゲルノマオイ 牡4栗 57

55 △義 英真森中 蕃氏 柴田 光陽 浦河 中村 雅明 482± 01：26．1� 56．8�
510� ダノンロンシャン 牡5芦 57 松若 風馬�ダノックス 松田 国英 千歳 社台ファーム B480－ 61：26．31	 55．6�
611 ゲネラルプローベ 牡4鹿 57

54 ▲坂井 瑠星前田 葉子氏 宮本 博 浦河 福岡 光夫 474± 01：26．4� 29．1�
612 トップリバティ 牡4黒鹿 57

54 ▲森 裕太朗
宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 524＋ 41：26．5� 12．3�
35 スリーカラーナンゴ 牡5鹿 57 幸 英明永井商事� 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 458± 01：26．7� 245．5�
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売 得 金
単勝： 32，261，100円 複勝： 51，739，500円 枠連： 22，736，300円
馬連： 73，718，200円 馬単： 35，578，300円 ワイド： 45，248，300円
3連複： 102，022，200円 3連単： 121，477，500円 計： 484，781，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 170円 � 210円 � 130円 枠 連（8－8） 2，020円

馬 連 �� 2，170円 馬 単 �� 3，360円

ワ イ ド �� 690円 �� 390円 �� 500円

3 連 複 ��� 2，460円 3 連 単 ��� 13，900円

票 数

単勝票数 計 322611 的中 � 53018（2番人気）
複勝票数 計 517395 的中 � 75973（2番人気）� 53599（4番人気）� 121812（1番人気）
枠連票数 計 227363 的中 （8－8） 8691（10番人気）
馬連票数 計 737182 的中 �� 26231（7番人気）
馬単票数 計 355783 的中 �� 7938（10番人気）
ワイド票数 計 452483 的中 �� 15964（6番人気）�� 31161（1番人気）�� 22962（5番人気）
3連複票数 計1020222 的中 ��� 31087（3番人気）
3連単票数 計1214775 的中 ��� 6334（24番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―35．2―47．4―59．4―1：11．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ツーエムマイスター �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2014．10．26 京都2着

2012．4．20生 牡4黒鹿 母 アウロラハート 母母 フローラルハイネス 9戦2勝 賞金 22，000，000円
〔制裁〕 カノヤカンザクラ号の騎手小牧太は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番）

10032 4月2日 晴 良 （28阪神2）第3日 第8競走 ��3，140�三木ホースランドパークジャンプステークス
発走13時50分 （ 芝 ）

4歳以上；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金700万円毎1�増
（公財）三木山人と馬とのふれあいの森協会理事長賞（1着）

賞 品
本 賞 16，000，000円 6，400，000円 4，000，000円 2，400，000円 1，600，000円
付 加 賞 175，000円 50，000円 25，000円 � コースレコード3：24．8良

77 ニホンピロバロン 牡6栗 62 高田 潤小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 486＋ 63：30．4 1．3�
44 クリノダイコクテン 牡5栃栗60 植野 貴也栗本 博晴氏 谷 潔 日高 白井牧場 484＋ 43：31．14 5．4�
55 ミヤコデラックス 牡7鹿 60 五十嵐雄祐吉田喜代司氏 菅原 泰夫 新冠 ハクツ牧場 B474－103：31．84 58．6�
22 メイショウオヤシオ �4栗 59 中村 将之松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 466± 03：32．86 15．6�
11 ダノンウィスラー 牡8鹿 60 熊沢 重文�ダノックス 高橋 康之 新ひだか 折手牧場 472－ 63：33．54 5．8�
33 ニジブルーム 牡8芦 61 小坂 忠士横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム 510－ 23：38．4大差 25．3	
66 ハクサンゲイン 牡4栗 59 金子 光希篠﨑 恒雄氏 浅野洋一郎 浦河 モトスファーム 456－ 6 （競走中止） 19．0
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売 得 金
単勝： 27，003，700円 複勝： 47，825，100円 枠連： 発売なし
馬連： 49，720，500円 馬単： 40，453，200円 ワイド： 22，427，100円
3連複： 55，918，300円 3連単： 198，205，800円 計： 441，553，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 150円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 270円 馬 単 �� 370円

ワ イ ド �� 170円 �� 960円 �� 1，810円

3 連 複 ��� 3，700円 3 連 単 ��� 8，180円

票 数

単勝票数 計 270037 的中 � 155843（1番人気）
複勝票数 計 478251 的中 � 316916（1番人気）� 53957（2番人気）
馬連票数 計 497205 的中 �� 137748（1番人気）
馬単票数 計 404532 的中 �� 81223（1番人気）
ワイド票数 計 224271 的中 �� 47282（1番人気）�� 4947（15番人気）�� 2518（17番人気）
3連複票数 計 559183 的中 ��� 11318（11番人気）
3連単票数 計1982058 的中 ��� 17557（27番人気）
上り 1マイル 1：46．9 4F 51．8－3F 38．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
1－2，4，5，7＝3・（1，5）4，2，7＝3

�
�
・（1，2）5，4－7－3
5（1，4，7）－2＝3

勝馬の
紹 介

ニホンピロバロン �
�
父 フサイチリシャール �

�
母父 キャプテンスティーヴ デビュー 2012．12．8 阪神2着

2010．3．30生 牡6栗 母 ニホンピロアニカ 母母 ニホンピロプレイズ 障害：5戦4勝 賞金 57，178，000円
〔競走中止〕 ハクサンゲイン号は，1周目8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。
〔制裁〕 クリノダイコクテン号の騎手植野貴也は，2周目4コーナーで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて過怠

金30，000円。（被害馬：1番）



10033 4月2日 晴 良 （28阪神2）第3日 第9競走 ��
��2，400�ア ザ レ ア 賞

発走14時25分 （芝・右・外）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．2
2：22．1

良
良

811 ヴァンキッシュラン 牡3黒鹿56 M．デムーロ島川 �哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 488－ 82：25．9 1．6�
44 ジュンヴァルカン 牡3鹿 56 福永 祐一河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 516＋ 2 〃 クビ 4．3�
66 ダノンアローダ 牡3鹿 56 岩田 康誠�ダノックス 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 522－ 62：26．53� 35．8�
810 ナムラヘイハチロー 牡3鹿 56 松田 大作奈村 信重氏 中村 均 浦河 谷川牧場 450－ 62：26．6� 10．8�
33 シンゼンドリーム 牡3黒鹿56 秋山真一郎原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 アラキフアーム 456± 02：26．81� 21．0	
78 ディスピュート 牡3鹿 56 和田 竜二畑佐 博氏 牧田 和弥 日高 長谷川牧場 424－ 62：27．01� 356．8

67 ド ゥ オ ー モ 牡3鹿 56 池添 謙一広尾レース� 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 472－ 42：27．1クビ 5．8�
79 ロードランウェイ 牡3鹿 56 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム 478± 02：27．41	 104．8�
22 レヴィンインパクト 牡3鹿 56 川田 将雅�G1レーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム 458－ 82：27．93 14．5
55 ガ ウ ェ イ ン 牡3鹿 56 太宰 啓介西森 鶴氏 目野 哲也 平取 二風谷ファーム 478－ 42：29．39 454．7�
11 ア メ ン ボ 牡3青鹿56 酒井 学井山 登氏 竹内 正洋 日高 法理牧場 438－142：29．72� 354．7�
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売 得 金
単勝： 61，727，500円 複勝： 178，729，900円 枠連： 23，671，000円
馬連： 125，025，000円 馬単： 79，101，800円 ワイド： 62，502，700円
3連複： 151，141，200円 3連単： 360，475，300円 計： 1，042，374，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 120円 � 350円 枠 連（4－8） 320円

馬 連 �� 330円 馬 単 �� 450円

ワ イ ド �� 170円 �� 760円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 2，070円 3 連 単 ��� 5，040円

票 数

単勝票数 計 617275 的中 � 294261（1番人気）
複勝票数 計1787299 的中 � 1278437（1番人気）� 177111（2番人気）� 29028（7番人気）
枠連票数 計 236710 的中 （4－8） 55788（2番人気）
馬連票数 計1250250 的中 �� 290746（1番人気）
馬単票数 計 791018 的中 �� 129887（1番人気）
ワイド票数 計 625027 的中 �� 125185（1番人気）�� 17666（11番人気）�� 12697（14番人気）
3連複票数 計1511412 的中 ��� 54596（8番人気）
3連単票数 計3604753 的中 ��� 51811（16番人気）

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

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―24．8―37．8―50．4―1：02．7―1：15．2―1：27．7―1：39．6―1：51．4―2：02．4―2：14．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヴァンキッシュラン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Galileo デビュー 2015．7．26 函館2着

2013．3．18生 牡3黒鹿 母 リリーオブザヴァレー 母母 Pennegale 6戦2勝 賞金 24，245，000円

10034 4月2日 晴 良 （28阪神2）第3日 第10競走 ��
��1，400�

ちゅうしゅん

ラジオ関西賞仲春特別
発走15時00分 （芝・右）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

ラジオ関西賞（1着）
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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．9
1：19．0

良
良

23 コウエイタケル 牡5鹿 57 幸 英明伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 三石橋本牧場 488－ 21：20．7 7．9�
814 ラインハート 牝5鹿 55 福永 祐一 P.S．スライ氏 須貝 尚介 平取 坂東牧場 B466＋ 61：20．8� 18．3�
58 ウォーターショパン 牡5黒鹿57 菱田 裕二山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 480－ 6 〃 アタマ 12．6�
35 ウインソワレ 牝4鹿 55 松山 弘平�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 460± 0 〃 クビ 75．8�
610 トウショウピスト 牡4鹿 57 池添 謙一トウショウ産業� 角田 晃一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 486－ 61：20．9� 4．2�
34 ダノンブライト 牡4青鹿57 川田 将雅�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 468＋ 61：21．11	 4．8	
712 タガノバラード 牝5黒鹿55 古川 吉洋八木 良司氏 斉藤 崇史 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 432－ 4 〃 クビ 129．0

46 ナインテイルズ 牡5栗 57 松田 大作岡田 牧雄氏 中村 均 浦河 山田牧場 482± 0 〃 ハナ 10．0�
59 ラ ン ウ ェ イ 牝4鹿 55 小崎 綾也井高 義光氏 小崎 憲 新ひだか 井高牧場 468－ 21：21．31 34．8�
713 アルパーシャン 牡4栗 57 太宰 啓介エーティー 昆 貢 新ひだか 武 牧場 460± 01：21．4クビ 11．5�
815 タガノリバレンス 牡7鹿 57 小牧 太八木 秀之氏 中尾 秀正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 488＋ 21：21．82� 82．0�
11 コートシャルマン 牝4鹿 55 四位 洋文 社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 444± 01：22．01� 3．7�
22 ブレイクアウト 牡5青鹿57 松若 風馬安原 浩司氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 484＋ 4 〃 クビ 110．2�
47 
 ウイングパラダイス 牝5鹿 55 和田 竜二池田 實氏 目野 哲也 新ひだか フジワラフアーム 470－ 21：22．21 39．3�
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611 ボールドジャパン 牡5鹿 57 中谷 雄太増田 陽一氏 中村 均 新冠 武田 修一 526－ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 49，025，100円 複勝： 85，681，000円 枠連： 33，977，500円
馬連： 163，832，800円 馬単： 68，258，900円 ワイド： 76，979，600円
3連複： 215，524，000円 3連単： 287，127，700円 計： 980，406，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 280円 � 440円 � 440円 枠 連（2－8） 5，140円

馬 連 �� 6，500円 馬 単 �� 11，670円

ワ イ ド �� 2，030円 �� 1，450円 �� 2，490円

3 連 複 ��� 23，850円 3 連 単 ��� 134，730円

票 数

単勝票数 差引計 490251（返還計 2454） 的中 � 49367（4番人気）
複勝票数 差引計 856810（返還計 6083） 的中 � 85498（4番人気）� 49104（7番人気）� 48943（8番人気）
枠連票数 差引計 339775（返還計 965） 的中 （2－8） 5115（28番人気）
馬連票数 差引計1638328（返還計 18081） 的中 �� 19515（24番人気）
馬単票数 差引計 682589（返還計 8945） 的中 �� 4386（47番人気）
ワイド票数 差引計 769796（返還計 12744） 的中 �� 9728（24番人気）�� 13826（21番人気）�� 7898（31番人気）
3連複票数 差引計2155240（返還計 44584） 的中 ��� 6776（79番人気）
3連単票数 差引計2871277（返還計 61921） 的中 ��� 1545（443番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．4―46．2―57．6―1：09．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コウエイタケル �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2013．6．30 中京1着

2011．3．21生 牡5鹿 母 ケイアイエリザベス 母母 タ ム ヒ ー ド 23戦4勝 賞金 82，026，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔競走除外〕 ボールドジャパン号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 コウエイタケル号の騎手幸英明は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて平成28年4月9日から平成28年4月

17日まで騎乗停止。（被害馬：6番）



10035 4月2日 晴 良 （28阪神2）第3日 第11競走 ��
��1，400�コーラルステークス

発走15時35分 （ダート・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）

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

814 ノ ボ バ カ ラ 牡4栗 56 M．デムーロ�LS.M 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 502± 01：22．7 4．2�
711 タイセイファントム 牡8鹿 57 藤岡 佑介田中 成奉氏 矢作 芳人 浦河 バンダム牧場 462± 01：22．8	 57．7�
813 ブライトライン 牡7青 58 福永 祐一�ノースヒルズ 
島 一歩 新冠 ノースヒルズマネジメント 536－ 41：23．01� 6．4�
22 レッドファルクス 牡5芦 56 川田 将雅 �東京ホースレーシング 尾関 知人 千歳 社台ファーム 466＋ 21：23．1クビ 12．9�
57 グレイスフルリープ 牡6栗 58 小牧 太前田 晋二氏 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 540＋ 2 〃 ハナ 2．9�
11 ナガラオリオン 牡7鹿 57 四位 洋文長良レーシングクラブ 大根田裕之 浦河 大島牧場 468－ 21：23．52� 17．9	
610 キョウエイアシュラ 牡9鹿 58 武 豊田中 晴夫氏 森田 直行 新ひだか 藤沢牧場 474± 01：23．6� 100．4

45 サクラエール 牡5黒鹿56 池添 謙一�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 谷岡牧場 486－ 21：23．7クビ 4．0�
46 ウォータールルド 牡8黒鹿57 菱田 裕二山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 494－ 8 〃 アタマ 175．0�
34  サトノプリンシパル �6鹿 57 川須 栄彦里見 治氏 矢作 芳人 米 Dr. Masa-

take Iida B556＋ 41：23．8	 12．3
712 ゴールドベル 牡7黒鹿56 和田 竜二松岡 隆雄氏 庄野 靖志 日高 下河辺牧場 480－ 6 〃 ハナ 235．8�
69 フミノファルコン 牡6黒鹿56 松山 弘平谷 二氏 目野 哲也 浦河 笹島 政信 554＋261：24．11	 81．1�
33 � ダイヤノゲンセキ �8黒鹿56 太宰 啓介 �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 532＋ 41：24．31� 331．0�
58 クールホタルビ 牝4栗 54 荻野 極川上 哲司氏 清水 久詞 新ひだか 畠山牧場 450± 01：24．62 182．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 88，714，100円 複勝： 127，968，200円 枠連： 62，148，100円
馬連： 306，624，100円 馬単： 136，671，100円 ワイド： 133，537，200円
3連複： 433，528，900円 3連単： 708，971，200円 計： 1，998，162，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 190円 � 870円 � 200円 枠 連（7－8） 4，560円

馬 連 �� 10，570円 馬 単 �� 15，600円

ワ イ ド �� 2，460円 �� 490円 �� 3，290円

3 連 複 ��� 16，480円 3 連 単 ��� 104，680円

票 数

単勝票数 計 887141 的中 � 167475（3番人気）
複勝票数 計1279682 的中 � 200129（3番人気）� 29141（8番人気）� 180417（4番人気）
枠連票数 計 621481 的中 （7－8） 10548（15番人気）
馬連票数 計3066241 的中 �� 22480（24番人気）
馬単票数 計1366711 的中 �� 6570（43番人気）
ワイド票数 計1335372 的中 �� 13350（24番人気）�� 75956（5番人気）�� 9920（27番人気）
3連複票数 計4335289 的中 ��� 19726（41番人気）
3連単票数 計7089712 的中 ��� 4910（258番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．5―12．2―11．9―11．7―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．8―34．3―46．5―58．4―1：10．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノ ボ バ カ ラ �
�
父 アドマイヤオーラ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2014．10．11 東京4着

2012．4．8生 牡4栗 母 ノ ボ キ ッ ス 母母 ライズキッス 17戦4勝 賞金 94，590，000円

10036 4月2日 晴 良 （28阪神2）第3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 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
1：48．5
1：47．8

重
重

48 オーサムレジェンド 牡4栗 57 岩田 康誠 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 500± 01：53．2 5．4�
713 オウケンワールド 牡4芦 57 川田 将雅福井 明氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 486－ 81：53．41� 2．5�
23 サンライズワールド 	6栗 57

56 ☆
島 克駿松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 458＋101：53．72 5．4�
59 テイエムコンドル 牡5鹿 57 古川 吉洋竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 テイエム牧場日高支場 468± 0 〃 ハナ 59．6�
815 ヒラボククラウン 牡4栗 57 福永 祐一�平田牧場 須貝 尚介 日高 下河辺牧場 470－ 6 〃 ハナ 7．5	
36 ショウリノウタゲ 牝6鹿 55 藤岡 佑介平井 裕氏 藤原 辰雄 日高 川端 正博 516－ 8 〃 クビ 132．3

35 トニーポケット 牡7鹿 57

54 ▲坂井 瑠星藤田 浩一氏 矢作 芳人 新冠 ロイヤルファー
ム新冠支場 B486＋ 81：53．8� 78．9�

611 レッツゴースター 牡4栗 57 松山 弘平�Basic 大和田 成 新冠 佐藤 信広 454－ 41：54．01� 57．5�
47 ティマイドリーム 牡6鹿 57 松若 風馬田畑 利彦氏 西村 真幸 浦河 鎌田 正嗣 504± 0 〃 ハナ 70．2
510 ベストセラーアスク 牝5鹿 55 荻野 琢真廣崎利洋HD� 梅田 智之 新ひだか 藤原牧場 422－ 21：54．1クビ 28．5�
816 ブロンクスシルバー 牝5芦 55

54 ☆小崎 綾也 �社台レースホース吉田 直弘 千歳 社台ファーム 488－ 21：54．42 11．9�
714� メジャーシップ 牡5鹿 57 高倉 稜阿部榮乃進氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 490± 01：54．61� 100．6�
12 オーシャンブルグ 牝5鹿 55 池添 謙一松岡 隆雄氏 浜田多実雄 新ひだか 増本牧場 458－ 21：54．7� 25．6�
24 サンマルアリュール 牝4栗 55 小牧 太相馬 勇氏 大橋 勇樹 浦河 笹島 政信 502－101：54．91� 54．4�
612 シ ン ダ ー ズ 牝4青鹿55 M．デムーロ H.H．シェイク・モハメド 荒川 義之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 454＋ 81：55．0クビ 10．9�
11 クリノダイスーシー 牡4鹿 57 藤岡 康太栗本 博晴氏 作田 誠二 日高 厚賀古川牧場 494－ 61：55．1� 128．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 53，279，000円 複勝： 81，233，800円 枠連： 37，948，100円
馬連： 167，011，900円 馬単： 62，528，500円 ワイド： 79，676，800円
3連複： 200，999，300円 3連単： 283，091，400円 計： 965，768，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 150円 � 130円 � 150円 枠 連（4－7） 930円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 2，100円

ワ イ ド �� 330円 �� 510円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，620円 3 連 単 ��� 8，280円

票 数

単勝票数 計 532790 的中 � 78437（2番人気）
複勝票数 計 812338 的中 � 130863（2番人気）� 183574（1番人気）� 124795（3番人気）
枠連票数 計 379481 的中 （4－7） 31522（2番人気）
馬連票数 計1670119 的中 �� 140980（1番人気）
馬単票数 計 625285 的中 �� 22241（5番人気）
ワイド票数 計 796768 的中 �� 64939（1番人気）�� 37993（4番人気）�� 57308（2番人気）
3連複票数 計2009993 的中 ��� 92896（1番人気）
3連単票数 計2830914 的中 ��� 24761（5番人気）

ハロンタイム 12．9―11．4―14．0―12．8―12．4―12．5―12．4―12．3―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．3―38．3―51．1―1：03．5―1：16．0―1：28．4―1：40．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オーサムレジェンド �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Awesome Again デビュー 2015．4．26 京都8着

2012．3．1生 牡4栗 母 パーソナルレジェンド 母母 Highland Legend 6戦3勝 賞金 26，058，000円



（28阪神2）第3日 4月2日（土曜日） 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 手 当

220，170，000円
6，080，000円
1，500，000円
20，660，000円
72，000，000円
4，957，400円
1，689，600円

勝馬投票券売得金
464，604，500円
822，325，200円
273，749，400円
1，222，630，000円
597，759，900円
635，854，100円
1，647，756，100円
2，571，607，800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 8，236，287，000円

総入場人員 16，173名 （有料入場人員 15，384名）
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