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10049 4月9日 晴 重 （28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

47 エンパイアブレイク 牝3鹿 54 M．デムーロ飯田 良枝氏 松田 国英 新ひだか 千代田牧場 482－ 21：53．1 3．1�
23 チ カ リ ー タ 牝3芦 54 武 豊�キーファーズ 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 450－ 8 〃 クビ 2．4�
712 ブルージャーニー 牝3栗 54 戸崎 圭太 �ブルーマネジメント森 秀行 新冠 川上牧場 448＋ 41：53．95 9．1�
59 ジャーマンアイリス 牝3芦 54 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 458＋ 81：54．0クビ 10．0�
11 アタックガール 牝3青鹿 54

52 △義 英真長塩 豊氏 飯田 祐史 日高 幾千世牧場 424＋ 21：54．31� 27．4�
22 ヒデノホープ 牝3鹿 54

52 △城戸 義政大石 秀夫氏 佐藤 正雄 浦河 グラストレーニ
ングセンター 406－ 21：54．4� 61．7	

35 メモラビリア 牝3栗 54 松山 弘平 
社台レースホース村山 明 千歳 社台ファーム 536 ―1：54．5� 85．8�
46 ク レ オ メ 牝3鹿 54 C．ルメール 金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 千歳 社台ファーム 448 ― 〃 クビ 28．5�
34 メイショウケンプウ 牝3黒鹿54 国分 恭介松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 日の出牧場 430－ 61：54．6クビ 87．8
814 メイショウアケボノ 牝3鹿 54 小林 徹弥松本 好�氏 安達 昭夫 浦河 太陽牧場 484－ 41：54．7� 19．7�
58 ヌ ン ダ ー ウ 牝3鹿 54 小牧 太ヌンクラブ� 谷 潔 新冠 赤石 久夫 458± 01：54．8クビ 72．4�
611 クイーンオブスカイ 牝3鹿 54 菱田 裕二 H.H．シェイク・モハメド 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 454± 01：55．01� 205．5�
815 タイセイフラム 牝3鹿 54 酒井 学田中 成奉氏 松下 武士 新ひだか 友田牧場 B430＋ 41：55．74 24．9�
713 リリースタイル 牝3鹿 54 藤岡 佑介阿部榮乃進氏 加用 正 厚真 阿部 栄乃進 462＋ 41：56．33� 334．5�
610 タガノバトラ 牝3鹿 54

53 ☆岩崎 翼八木 良司氏 池添 学 千歳 社台ファーム 416± 01：56．51� 10．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 20，659，900円 複勝： 39，794，300円 枠連： 13，399，400円
馬連： 49，843，400円 馬単： 25，728，100円 ワイド： 33，556，600円
3連複： 74，711，600円 3連単： 95，896，900円 計： 353，590，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 110円 � 110円 � 210円 枠 連（2－4） 320円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 770円

ワ イ ド �� 160円 �� 500円 �� 510円

3 連 複 ��� 1，140円 3 連 単 ��� 4，210円

票 数

単勝票数 計 206599 的中 � 53276（2番人気）
複勝票数 計 397943 的中 � 110826（1番人気）� 104586（2番人気）� 29893（5番人気）
枠連票数 計 133994 的中 （2－4） 32412（1番人気）
馬連票数 計 498434 的中 �� 111542（1番人気）
馬単票数 計 257281 的中 �� 24821（2番人気）
ワイド票数 計 335566 的中 �� 68359（1番人気）�� 14526（5番人気）�� 13994（7番人気）
3連複票数 計 747116 的中 ��� 49066（2番人気）
3連単票数 計 958969 的中 ��� 16501（5番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―13．3―12．1―12．4―12．6―12．7―12．8―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．0―37．3―49．4―1：01．8―1：14．4―1：27．1―1：39．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エンパイアブレイク �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2016．2．6 京都4着

2013．4．13生 牝3鹿 母 トレンドハンター 母母 ロイヤルペルラ 3戦1勝 賞金 7，200，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔制裁〕 タガノバトラ号の騎手岩崎翼は，4コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：13番・14番）
※出走取消馬 ワンダースニュマン号（疾病〔右寛跛行〕のため）
※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 オーミパドドゥ号・ベッラヴィータ号・ホッコーパフューム号・ローズウィスパー号

10050 4月9日 晴 重 （28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

23 ヒロブレイブ 牡3鹿 56 福永 祐一石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 小河 豊水 466＋ 21：25．4 17．2�
12 オールスマイル 牝3青鹿54 太宰 啓介前田 晋二氏 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 452＋ 21：25．5� 7．3�
48 タガノキングパワー 牡3鹿 56 古川 吉洋八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 470－ 11：25．6� 58．5�
815 オースミマルス 牡3鹿 56 武 豊�オースミ 加藤 敬二 新ひだか 岡田牧場 460＋ 41：25．91� 23．4�
59 コパノマイケル 牡3栗 56 松山 弘平小林 祥晃氏 村山 明 日高 三城牧場 502－18 〃 アタマ 47．8�
24 ナ イ ス ワ ン 牡3栗 56 戸崎 圭太田畑 富子氏 奥村 豊 新ひだか 中橋 清 448＋ 21：26．0� 4．7	
36 ケルティックソード 牡3栗 56 川田 将雅吉田 晴哉氏 須貝 尚介 浦河 笠松牧場 498± 01：26．1� 1．5

816 シンボリダムール 牡3青鹿56 水口 優也シンボリ牧場 荒川 義之 日高 シンボリ牧場 468＋ 61：26．42 221．5�
510 カガフルスロットル 牡3鹿 56

55 ☆岩崎 翼香川 憲次氏 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 B454＋ 41：26．61� 181．9�
714 ダノンジェット 牡3黒鹿 56

54 △義 英真�ダノックス 高野 友和 日高 下河辺牧場 466± 01：27．55 250．9
713 オリエンタルポリス 牡3芦 56 酒井 学下井 道博氏 服部 利之 浦河 東栄牧場 478－ 4 〃 ハナ 86．7�
47 チュウワメジャー 牡3栗 56 和田 竜二中西 忍氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 528－ 21：28．03 12．8�
612 スリージュビリー 牡3青鹿56 国分 恭介永井商事� 湯窪 幸雄 様似 様似共栄牧場 490 ―1：28．21� 96．2�
611 ゴードンカズマ 牡3鹿 56 国分 優作�雅苑興業 西浦 勝一 浦河 �川 啓一 512＋121：28．73 147．2�
35 ケイサンペコリーナ 牝3鹿 54 高倉 稜中西 桂子氏 藤沢 則雄 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 384＋101：30．8大差 496．9�
11 スイートツイート 牝3黒鹿54 荻野 琢真吉田 照哉氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 472 ―1：31．43� 222．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，944，600円 複勝： 76，573，000円 枠連： 10，820，800円
馬連： 38，653，600円 馬単： 27，464，500円 ワイド： 25，045，400円
3連複： 53，316，600円 3連単： 90，994，400円 計： 341，812，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，720円 複 勝 � 870円 � 490円 � 2，930円 枠 連（1－2） 1，190円

馬 連 �� 3，600円 馬 単 �� 9，810円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 6，160円 �� 3，980円

3 連 複 ��� 46，060円 3 連 単 ��� 285，580円

票 数

単勝票数 計 189446 的中 � 8789（5番人気）
複勝票数 計 765730 的中 � 23321（4番人気）� 44267（3番人気）� 6466（7番人気）
枠連票数 計 108208 的中 （1－2） 7042（4番人気）
馬連票数 計 386536 的中 �� 8311（11番人気）
馬単票数 計 274645 的中 �� 2098（26番人気）
ワイド票数 計 250454 的中 �� 6361（11番人気）�� 1025（30番人気）�� 1597（24番人気）
3連複票数 計 533166 的中 ��� 868（75番人気）
3連単票数 計 909944 的中 ��� 231（382番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．5―12．0―12．3―12．7―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―34．7―46．7―59．0―1：11．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒロブレイブ �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 Wild Rush デビュー 2015．6．14 阪神7着

2013．4．30生 牡3鹿 母 スズノメガミ 母母 Sue’s Temper 11戦1勝 賞金 11，450，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ケイサンペコリーナ号・スイートツイート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年

5月9日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 シゲルサツキサバ号・セイカタクト号
（非抽選馬） 7頭 カシマホープスター号・キクノテソロ号・コウザンベル号・サダムギフテッド号・スプレーモゲレイロ号・

テゾーロミノル号・ネオヴィッパー号

第２回 阪神競馬 第５日



10051 4月9日 晴 重 （28阪神2）第5日 第3競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走11時00分 （ダート・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

611 アルコステラート 牡3鹿 56 C．ルメール 藤田 孟司氏 吉村 圭司 日高 モリナガファーム 486 ―1：53．5 30．7�
713 デューズワイルズ 牡3黒鹿56 松山 弘平 �キャロットファーム 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 478± 01：53．71� 51．6�
12 � チャイマックス 牝3鹿 54 川田 将雅吉田 和子氏 池添 学 米 Clearsky

Farms 460＋ 21：53．91	 3．5�
816 ブリーズスズカ 牡3青鹿56 藤岡 佑介永井 宏明氏 大橋 勇樹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 454－ 41：54．11	 14．2�
815 タガノアーバニティ 牡3栗 56 藤岡 康太八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 490＋ 21：54．2� 13．5�
47 ネオヴァンプアップ 牡3鹿 56 秋山真一郎小林 仁幸氏 音無 秀孝 日高 メイプルファーム 452－ 21：54．83� 259．7	
714 アサクサジャック 牡3鹿 56 四位 洋文田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 460 ―1：55．0
 147．9

23 ダンツペレット 牡3芦 56 戸崎 圭太山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 492＋ 21：55．1� 7．0�
11 スリーハーツクライ 牡3鹿 56

54 △城戸 義政永井商事� 南井 克巳 浦河 金成吉田牧場 472± 01：55．52� 29．3
35 プリマレジェンド 牝3栗 54 M．デムーロ�G1レーシング 佐々木晶三 千歳 社台ファーム 482－ 8 〃 クビ 12．3�
59 ツジラピテス 牡3栗 56 池添 謙一辻 俊夫氏 田中 章博 新ひだか シンボリ牧場 472± 01：55．7
 2．1�
510 キタサンシャドー 牡3鹿 56

53 ▲荻野 極�大野商事 梅田 智之 新ひだか 米田牧場 468± 01：55．8� 109．7�
24 ダノンワールド 牡3鹿 56 小牧 太�ダノックス 矢作 芳人 日高 森永牧場 508－101：57．07 174．0�
48 アドマイヤフィズ 牝3鹿 54 和田 竜二近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 484－ 21：57．31
 127．2�
36 ワンダラーズ 牡3鹿 56 松若 風馬石川 達絵氏 清水 久詞 浦河 富田牧場 B514＋12 〃 ハナ 104．1�
612 ア リ モ ニ ー 牝3栗 54

51 ▲三津谷隼人 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 目野 哲也 浦河 ヒダカフアーム 474＋ 11：57．93� 783．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，047，900円 複勝： 38，005，700円 枠連： 13，788，500円
馬連： 48，278，500円 馬単： 26，348，900円 ワイド： 31，338，300円
3連複： 66，580，800円 3連単： 90，532，000円 計： 341，920，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，070円 複 勝 � 840円 � 1，300円 � 170円 枠 連（6－7） 14，420円

馬 連 �� 46，710円 馬 単 �� 86，290円

ワ イ ド �� 15，380円 �� 2，060円 �� 3，230円

3 連 複 ��� 57，200円 3 連 単 ��� 345，450円

票 数

単勝票数 計 270479 的中 � 7045（8番人気）
複勝票数 計 380057 的中 � 9938（8番人気）� 6221（9番人気）� 77633（2番人気）
枠連票数 計 137885 的中 （6－7） 741（28番人気）
馬連票数 計 482785 的中 �� 801（50番人気）
馬単票数 計 263489 的中 �� 229（100番人気）
ワイド票数 計 313383 的中 �� 517（63番人気）�� 3978（19番人気）�� 2505（26番人気）
3連複票数 計 665808 的中 ��� 873（98番人気）
3連単票数 計 905320 的中 ��� 190（559番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．3―36．3―48．9―1：01．9―1：14．4―1：26．9―1：39．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．6―3F39．1
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

アルコステラート �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Indian Charlie 初出走

2013．4．16生 牡3鹿 母 イ リ デ 母母 Red Duchess 1戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 デューズワイルズ号の騎手松山弘平は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番）
※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 ストンライティング号

10052 4月9日 晴 稍重 （28阪神2）第5日 第4競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走11時30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

612 エルプシャフト 牡3青鹿56 M．デムーロ �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 438 ―2：03．1 2．2�
510 ユキノロード 牡3鹿 56 C．ルメール 遠藤 定子氏 本田 優 日高 川端 正博 508－ 22：03．31� 4．6�
23 アドマイヤキズナ 牡3黒鹿56 藤岡 康太近藤 利一氏 友道 康夫 浦河 辻 牧場 462＋12 〃 ハナ 3．2�
12 ルナーランダー 牡3栗 56 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 512－ 8 〃 ハナ 108．8�
713 ドルフィンマーク �3黒鹿56 戸崎 圭太大塚 亮一氏 渡辺 薫彦 浦河 杵臼牧場 B502－ 82：03．51 18．8�
47 シゲルクルマダイ 牡3鹿 56 国分 優作森中 蕃氏 福島 信晴 浦河 市川フアーム 450＋ 62：04．03 10．2	
611 イッツマイシャウト 牡3栗 56 和田 竜二飯田 正剛氏 吉村 圭司 新ひだか 千代田牧場 B472＋ 22：04．21	 40．1

11 ビービーブレスユー 牡3鹿 56

53 ▲荻野 極�坂東牧場 加用 正 日高 碧雲牧場 492－ 22：04．3クビ 38．6�
815 プレイフォーユー 牝3黒鹿54 武 豊堀 祥子氏 斉藤 崇史 千歳 社台ファーム 484 ―2：04．4
 35．2�
816 プレシャスタイム 牡3鹿 56 国分 恭介小原 該一氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 424＋ 22：04．61� 407．4
48 エンプレスクー 牝3黒鹿54 酒井 学�中山牧場 奥村 豊 浦河 中山牧場 412± 02：05．23	 421．3�
35 セキサンシップ 牝3鹿 54 太宰 啓介�関澤産業 坂口 正則 浦河 笹島 政信 436＋ 82：05．41� 599．2�
24 ネコハーバー 牡3鹿 56

55 ☆小崎 綾也谷掛 龍夫氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 462 ―2：05．61� 69．6�
714 アリエルバローズ 牡3鹿 56 松若 風馬猪熊 広次氏 藤岡 健一 新冠 川島牧場 450± 02：05．81� 63．0�
59 ニホンピロプレー 牝3黒鹿54 秋山真一郎小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 458 ―2：06．01� 212．6�
36 � リュッケンヴィント 牡3鹿 56

54 △義 英真岡田 牧雄氏 宮 徹 愛 Oghill House Stud
& Jimmy Hyland 446－102：07．27 381．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，861，800円 複勝： 38，990，000円 枠連： 12，876，100円
馬連： 51，812，400円 馬単： 30，149，900円 ワイド： 31，581，200円
3連複： 69，784，900円 3連単： 100，759，600円 計： 366，815，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 140円 � 120円 枠 連（5－6） 520円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 810円

ワ イ ド �� 260円 �� 210円 �� 220円

3 連 複 ��� 530円 3 連 単 ��� 2，230円

票 数

単勝票数 計 308618 的中 � 108937（1番人気）
複勝票数 計 389900 的中 � 84341（2番人気）� 64333（3番人気）� 92359（1番人気）
枠連票数 計 128761 的中 （5－6） 18979（2番人気）
馬連票数 計 518124 的中 �� 61237（3番人気）
馬単票数 計 301499 的中 �� 27797（2番人気）
ワイド票数 計 315812 的中 �� 29457（3番人気）�� 38532（1番人気）�� 36972（2番人気）
3連複票数 計 697849 的中 ��� 97454（1番人気）
3連単票数 計1007596 的中 ��� 32641（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．1―37．6―50．8―1：03．5―1：15．9―1：28．2―1：40．2―1：51．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．2―3F34．9
1
3
2，6（10，13）14，3，11，5（8，12）15（1，16）－4，7－9
2，6（10，13）（3，14，12）（5，11，15）（8，7）1，16－（4，9）

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

勝馬の
紹 介

エルプシャフト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Caerleon 初出走

2013．5．15生 牡3青鹿 母 ビ ワ ハ イ ジ 母母 ア グ サ ン 1戦1勝 賞金 5，000，000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 オースミフォース号・オーパ号・キラリジェームス号・シャイニーサンダー号・テイエムタービン号・ヨカグラ号



10053 4月9日 晴 重 （28阪神2）第5日 第5競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走12時20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
1：08．8
1：08．7

重
重

47 チ ャ ー ム 牝3栗 54 藤岡 佑介 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 496－ 21：11．8 25．6�

714 ワンダーサジェス 牝3鹿 54 小牧 太山本 信行氏 石橋 守 浦河 大島牧場 478＋ 41：11．9� 2．4�
510 シャインダイアン 牝3黒鹿54 松田 大作�三嶋牧場 西村 真幸 浦河 三嶋牧場 454＋ 41：12．0� 25．2�
48 リヴァイバル 牝3栗 54 菱田 裕二杉山 忠国氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 490－ 61：12．21	 44．3�
35 レッドヴェルサス 牡3鹿 56 福永 祐一 �東京ホースレーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B502＋ 61：12．41 9．8	
612 シゲルクロマグロ 牡3黒鹿56 松山 弘平森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 大北牧場 B508－ 41：12．82� 118．2

59 サ ン キ ュ ー 牡3栗 56

55 ☆小崎 綾也市川義美ホール
ディングス� 安達 昭夫 新ひだか 服部 健太郎 502＋ 4 〃 ハナ 6．0�

12 スーセントマリー 牝3鹿 54 M．デムーロ �サンデーレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 484－ 41：12．9クビ 3．0�
11 
 シニスターブレイク 牡3鹿 56 和田 竜二�槇本牧場 柴田 光陽 日高 槇本牧場 448－ 21：13．0� 172．9
36 シゲルオキサワラ 牡3鹿 56

54 △義 英真森中 蕃氏 柴田 光陽 新冠 中地 義次 442－ 41：13．1� 484．5�
815 オースミハナチャン 牝3栗 54 高倉 稜�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 484－ 21：13．2クビ 112．9�
713 タガノグロリオーサ 牡3栗 56 �島 良太八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 448－ 4 〃 ハナ 210．8�
816 ラッシュストーム 牝3黒鹿54 国分 恭介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 浜田多実雄 日高 槇本牧場 446－ 41：13．41	 50．0�
23 � ジルズパレス 牝3鹿 54 松若 風馬吉田 和美氏 木村 哲也 米

Jim R. Wells &
Candy Mead-
ows LLC

482－ 21：13．61	 10．4�
24 メイショウマイカゼ 牝3黒鹿54 四位 洋文松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 432＋ 6 〃 クビ 149．1�
611 ニホンピロボーラー 牡3鹿 56 酒井 学小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 498± 0 〃 ハナ 517．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，734，800円 複勝： 46，860，300円 枠連： 14，397，500円
馬連： 65，067，300円 馬単： 35，971，900円 ワイド： 41，219，000円
3連複： 88，288，200円 3連単： 119，280，300円 計： 444，819，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，560円 複 勝 � 540円 � 150円 � 520円 枠 連（4－7） 1，690円

馬 連 �� 2，580円 馬 単 �� 8，150円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 4，220円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 11，470円 3 連 単 ��� 80，970円

票 数

単勝票数 計 337348 的中 � 10506（7番人気）
複勝票数 計 468603 的中 � 18219（7番人気）� 114717（2番人気）� 18829（6番人気）
枠連票数 計 143975 的中 （4－7） 6593（9番人気）
馬連票数 計 650673 的中 �� 19478（10番人気）
馬単票数 計 359719 的中 �� 3310（28番人気）
ワイド票数 計 412190 的中 �� 10127（11番人気）�� 2428（29番人気）�� 9585（12番人気）
3連複票数 計 882882 的中 ��� 5770（35番人気）
3連単票数 計1192803 的中 ��� 1068（230番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．7―11．8―11．7―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．4―35．1―46．9―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

チ ャ ー ム �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 Mr. Prospector デビュー 2016．1．16 京都1着

2013．5．9生 牝3栗 母 ミスアドーラブル 母母 Compassionate 3戦2勝 賞金 13，920，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の11頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）11頭 エネルムサシ号・コパノリスボン号・ショウナンカイドウ号・セレッソプリマベラ号・ゼンノサーベイヤー号・

ヒルトンヘッド号・ヒロノフェロー号・ボーサンシー号・メイショウアタカマ号・メイショウトキン号・
メイショウノボサン号

10054 4月9日 晴 稍重 （28阪神2）第5日 第6競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走12時55分 （芝・右・外）
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
1：32．0
1：30．7

良
良

69 ハクサンルドルフ 牡3黒鹿56 M．デムーロ河﨑 五市氏 西園 正都 新ひだか チャンピオンズファーム 452－ 21：34．0 3．3�
710 ナイトオブナイツ 牡3栗 56 松山 弘平市川義美ホール

ディングス� 池添 兼雄 千歳 社台ファーム 434－ 6 〃 クビ 37．5�
812 ド ゥ ー カ 牡3栗 56 川田 将雅 �カナヤマホール

ディングス 作田 誠二 浦河 三枝牧場 490± 01：34．31� 3．8�
68 ダイアナヘイロー 牝3黒鹿54 武 豊�駒秀 福島 信晴 浦河 大西ファーム 460＋ 6 〃 クビ 2．3�
22 ピュアコンチェルト 牝3鹿 54 小牧 太吉田 照哉氏 田中 章博 千歳 社台ファーム 444＋ 81：34．4� 63．0�
45 ビナイーグル 牡3鹿 56 戸崎 圭太井之口二三雄氏 服部 利之 新ひだか 塚田 達明 492－ 61：34．5� 33．0	
11 ロードスター 牡3栗 56 藤岡 佑介 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476± 01：34．71	 45．0

57 ワンミリオンス 牝3鹿 54 福永 祐一 �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 466－ 41：34．8クビ 13．2�
56 カフジビーナス 牝3鹿 54 太宰 啓介加藤 守氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 400－ 61：34．9� 156．3
711 ケンホファヴァルト 牡3鹿 56

55 ☆小崎 綾也中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 マリオステー
ブル 448＋ 61：35．0� 58．6�

44 サンライズビーム 牡3芦 56
55 ☆岩崎 翼松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 浦河小林牧場 436＋101：35．31� 106．8�

33 デアリングエッジ 牝3栗 54 C．ルメール �社台レースホース河内 洋 千歳 社台ファーム 432＋141：36．15 28．2�
813 オブリゲーション 牡3鹿 56 和田 竜二�辻牧場 奥村 豊 浦河 辻 牧場 462－ 41：36．52� 27．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 37，516，200円 複勝： 55，953，600円 枠連： 15，974，300円
馬連： 73，602，100円 馬単： 39，869，000円 ワイド： 40，661，700円
3連複： 90，949，100円 3連単： 145，888，500円 計： 500，414，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 160円 � 530円 � 180円 枠 連（6－7） 1，150円

馬 連 �� 3，910円 馬 単 �� 5，610円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 260円 �� 1，210円

3 連 複 ��� 4，250円 3 連 単 ��� 25，840円

票 数

単勝票数 計 375162 的中 � 88510（2番人気）
複勝票数 計 559536 的中 � 106316（2番人気）� 20229（5番人気）� 87171（3番人気）
枠連票数 計 159743 的中 （6－7） 10678（4番人気）
馬連票数 計 736021 的中 �� 14585（10番人気）
馬単票数 計 398690 的中 �� 5323（15番人気）
ワイド票数 計 406617 的中 �� 8566（10番人気）�� 46475（3番人気）�� 7796（15番人気）
3連複票数 計 909491 的中 ��� 16045（14番人気）
3連単票数 計1458885 的中 ��� 4093（72番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―11．4―11．9―11．9―11．4―11．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．9―35．3―47．2―59．1―1：10．5―1：21．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハクサンルドルフ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Theatrical デビュー 2016．2．7 京都3着

2013．5．16生 牡3黒鹿 母 キングスミール 母母 スルーオール 4戦2勝 賞金 16，600，000円

追 加 記 事（第 2回阪神競馬第 4日第 5競走）
〔その他〕　　ゼンノハーデース号は，競走中に疾病〔左第 1指骨剥離骨折〕を発症。なお，

同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



10055 4月9日 晴 稍重 （28阪神2）第5日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時25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
1：08．8
1：08．7

重
重

46 ティアップブロンド 牝4栗 55 国分 優作田中 昇氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 B504－ 61：11．9 4．7�
35 グリューヴァイン 牝4栗 55 川田 将雅 �キャロットファーム 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 462＋ 2 〃 クビ 4．7�
58 � エンプレスペスカ 牝5青鹿55 松若 風馬山田信太郎氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 466± 01：12．21� 13．8�
22 サンマルメジャール 牝4鹿 55 戸崎 圭太相馬 勇氏 山内 研二 浦河 木戸口牧場 462＋ 61：12．41� 10．2�
713 テイエムリヴィエラ 牝5鹿 55 M．デムーロ竹園 正繼氏 浜田多実雄 日高 テイエム牧場日高支場 B460± 0 〃 ハナ 2．6�
59 � アシドベリー 牝4鹿 55 和田 竜二�槇本牧場 柴田 光陽 日高 槇本牧場 444± 01：12．61� 68．5	
23 ボストンビリーヴ 牝6栗 55 松田 大作ボストンホース
 岩元 市三 浦河 宮内牧場 462± 01：12．81� 29．4�
34 サンフレイム 牝4芦 55

54 ☆小崎 綾也 �キャロットファーム 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 486－ 61：13．01� 105．4�
815 ヒデノヒロイン 牝5芦 55 福永 祐一大石 秀夫氏 佐藤 正雄 浦河 グラストレーニ

ングセンター 450＋ 81：13．21	 5．3
610 ウォーターメアヌイ 牝4鹿 55

54 ☆岩崎 翼山岡 正人氏 田所 秀孝 新ひだか 酒井 秀紀 424± 01：13．41� 54．8�
814� イ チ ザ ラ ブ 牝4鹿 55

53 △城戸 義政奈良﨑孝一郎氏 坪 憲章 清水 小野瀬 晃司 424－ 21：13．5クビ 599．8�
47 � アイファーハート 牝4黒鹿 55

52 ▲荻野 極中島 稔氏 坪 憲章 新冠 川上牧場 B464＋ 21：13．71	 276．4�
611 テイエムステータス 牝5鹿 55 竹之下智昭竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 486－101：14．01� 90．7�
712 ピンクプリンセス 牝5芦 55 酒井 学木村 久子氏 服部 利之 日高 沖田牧場 516＋ 8 〃 ハナ 185．5�
11 � エアリーチューン 牝4黒鹿 55

53 △義 英真中島 稔氏 柴田 光陽 千歳 社台ファーム 392＋ 21：14．53 270．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 27，442，400円 複勝： 37，291，400円 枠連： 13，847，800円
馬連： 57，152，800円 馬単： 28，050，200円 ワイド： 30，025，500円
3連複： 69，313，500円 3連単： 96，716，200円 計： 359，839，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 170円 � 150円 � 280円 枠 連（3－4） 1，000円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 2，060円

ワ イ ド �� 390円 �� 1，040円 �� 880円

3 連 複 ��� 3，940円 3 連 単 ��� 18，360円

票 数

単勝票数 計 274424 的中 � 46678（2番人気）
複勝票数 計 372914 的中 � 60514（4番人気）� 72675（2番人気）� 27794（5番人気）
枠連票数 計 138478 的中 （3－4） 10708（5番人気）
馬連票数 計 571528 的中 �� 43496（5番人気）
馬単票数 計 280502 的中 �� 10204（10番人気）
ワイド票数 計 300255 的中 �� 21243（5番人気）�� 7017（14番人気）�� 8454（9番人気）
3連複票数 計 693135 的中 ��� 13169（15番人気）
3連単票数 計 967162 的中 ��� 3819（59番人気）

ハロンタイム 12．2―11．2―11．9―11．7―11．9―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．4―35．3―47．0―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ティアップブロンド �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2014．10．26 京都1着

2012．5．31生 牝4栗 母 フォーティエース 母母 ピンクシェイド 9戦2勝 賞金 19，500，000円

10056 4月9日 晴 稍重 （28阪神2）第5日 第8競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走13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

68 ザイディックメア 牡4鹿 57 和田 竜二 �シルクレーシング 村山 明 安平 ノーザンファーム B460－ 41：52．7 9．4�
45 イェドプリオル 牡4青鹿57 川田 将雅�ノースヒルズ 高橋 康之 日高 高山 博 522－ 21：52．8� 4．3�
69 ネオヴァリアント 牡5鹿 57 松山 弘平小林 仁幸氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム 500＋ 21：53．43	 4．0�
22 ナムラケイト 牝4鹿 55 武 豊奈村 信重氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 498－ 41：53．5	 5．5�
57 
 エイシンハリケーン �4栗 57 福永 祐一�栄進堂 大久保龍志 米 Glennwood

Farm Inc B514－ 41：53．71	 4．6	
812 スマートガイア 牡4鹿 57 戸崎 圭太大川 徹氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 468－121：54．01� 6．9

711 サトノイクシード 牡6鹿 57 松田 大作里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 522－ 61：54．1クビ 54．3�
710 フィールドリアン 牡4黒鹿57 秋山真一郎地田 勝三氏 西園 正都 千歳 社台ファーム 474－ 2 〃 クビ 37．0�
33 キングサムソン 牡4鹿 57 小牧 太伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 コスモヴューファーム 472± 01：54．31	 21．1
56 マコトグランドゥ 牡4栗 57 荻野 琢真�ディアマント 宮本 博 日高 白井牧場 478－ 21：54．4	 72．1�
44 クリノクレオパトラ 牝5黒鹿 55

53 △城戸 義政栗本 博晴氏 田中 章博 新冠 坂元 芳春 454＋ 41：54．61� 177．1�
11  トーホウシルエット 牡4栗 57 藤岡 佑介東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 496－ 21：54．91� 126．0�
813 ハ ド ウ ホ ウ 牡4黒鹿57 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 浦河 笹地牧場 522－ 41：55．11 238．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 26，212，200円 複勝： 40，957，800円 枠連： 14，290，600円
馬連： 62，209，700円 馬単： 29，365，200円 ワイド： 31，592，800円
3連複： 75，355，300円 3連単： 106，952，000円 計： 386，935，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 330円 � 170円 � 170円 枠 連（4－6） 800円

馬 連 �� 2，730円 馬 単 �� 5，450円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 1，110円 �� 400円

3 連 複 ��� 4，260円 3 連 単 ��� 27，890円

票 数

単勝票数 計 262122 的中 � 22224（6番人気）
複勝票数 計 409578 的中 � 26029（6番人気）� 70264（1番人気）� 68514（2番人気）
枠連票数 計 142906 的中 （4－6） 13792（2番人気）
馬連票数 計 622097 的中 �� 17597（13番人気）
馬単票数 計 293652 的中 �� 4034（25番人気）
ワイド票数 計 315928 的中 �� 6919（14番人気）�� 6951（13番人気）�� 21799（3番人気）
3連複票数 計 753553 的中 ��� 13259（13番人気）
3連単票数 計1069520 的中 ��� 2780（96番人気）

ハロンタイム 12．5―10．6―13．7―13．1―12．9―13．1―12．6―11．7―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．1―36．8―49．9―1：02．8―1：15．9―1：28．5―1：40．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ザイディックメア �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2014．11．1 京都4着

2012．5．2生 牡4鹿 母 シルキーラグーン 母母 シーヴィーナス 8戦2勝 賞金 17，098，000円



10057 4月9日 晴 良 （28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；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 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

44 デンコウインパルス 牡4鹿 57 松田 大作田中 康弘氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 486－ 62：25．6 19．0�
77 ヤマカツライデン 牡4黒鹿57 松山 弘平山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 534＋ 2 〃 ハナ 14．1�
66 サラトガスピリット 牡4栗 57 C．ルメール 平井 裕氏 友道 康夫 日高 白井牧場 512＋ 22：25．7� 1．4�
89 ヴァーサトル 牡4黒鹿57 藤岡 佑介水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 496＋ 22：26．97 23．8�
22 スペキュレイター 牡6鹿 57 武 豊加藤 千豊氏 木原 一良 新冠 ラツキー牧場 504＋ 42：27．43 5．2�
55 ダンディーズムーン 牡5鹿 57 秋山真一郎田島 大史氏 中村 均 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494± 02：27．5	 22．6�
33 ペプチドアマゾン 牡6鹿 57 四位 洋文沼川 一彦氏 木原 一良 浦河 杵臼牧場 488＋ 22：27．71	 49．2	
78 
 エスオンマイチェス 牡6黒鹿57 M．デムーロ山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 556－ 42：27．8クビ 9．2

11 タカノハーバー 牡6青鹿57 太宰 啓介山口多賀司氏 昆 貢 新冠 ハシモトフアーム 486＋ 6 〃 アタマ 61．4�
810 シ ョ ー グ ン 牡6鹿 57 福永 祐一 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 612－222：28．86 58．4�
（10頭）

売 得 金
単勝： 30，904，800円 複勝： 126，840，600円 枠連： 15，435，500円
馬連： 76，385，800円 馬単： 52，726，200円 ワイド： 41，850，200円
3連複： 98，537，400円 3連単： 233，778，100円 計： 676，458，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，900円 複 勝 � 230円 � 240円 � 110円 枠 連（4－7） 4，200円

馬 連 �� 9，140円 馬 単 �� 28，020円

ワ イ ド �� 1，600円 �� 330円 �� 410円

3 連 複 ��� 2，620円 3 連 単 ��� 47，870円

票 数

単勝票数 計 309048 的中 � 12975（5番人気）
複勝票数 計1268406 的中 � 36249（4番人気）� 33732（5番人気）� 990568（1番人気）
枠連票数 計 154355 的中 （4－7） 2845（11番人気）
馬連票数 計 763858 的中 �� 6474（17番人気）
馬単票数 計 527262 的中 �� 1411（38番人気）
ワイド票数 計 418502 的中 �� 5956（17番人気）�� 34906（3番人気）�� 26521（5番人気）
3連複票数 計 985374 的中 ��� 28191（9番人気）
3連単票数 計2337781 的中 ��� 3540（117番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．6―23．9―36．8―48．9―1：00．8―1：12．9―1：25．3―1：37．5―1：49．4―2：00．6―2：12．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

デンコウインパルス 
�
父 バ ゴ 

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．12．7 阪神8着

2012．4．4生 牡4鹿 母 ア マ ラ ン ス 母母 ノーノーネヴアー 17戦3勝 賞金 37，374，000円

10058 4月9日 晴 良 （28阪神2）第5日 第10競走 ��
��1，400�

しんさいばし

心斎橋ステークス
発走15時00分 （芝・右）
4歳以上，1，600万円以下，27．4．11以降28．4．3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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．9
1：19．0

良
良

24 ヴェルステルキング 牡4鹿 55 M．デムーロ佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B494＋ 61：20．8 4．5�
59 アドマイヤナイト 牝4栗 53 福永 祐一近藤 利一氏 梅田 智之 新冠 新冠橋本牧場 428－ 2 〃 クビ 9．6�
35 テルメディカラカラ 牝4黒鹿53 武 豊小林 薫氏 石橋 守 新冠 錦岡牧場 462＋ 41：20．9� 7．6�
714 アドマイヤドバイ 牡6鹿 55 菱田 裕二近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 B464－ 6 〃 クビ 91．1�
12 ベッラヴォーチェ 牝6鹿 54 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 460－ 41：21．0クビ 8．1�
47 � フォンタネットポー 牝4栗 54 川田 将雅吉田 和美氏 石坂 正 米 Buck Pond

Farm, Inc 514－ 61：21．1� 3．1�
815 シルクドリーマー 牡7鹿 54 松若 風馬 	シルクレーシング 音無 秀孝 浦河 笠松牧場 490＋ 2 〃 ハナ 82．6

816 コンテッサトゥーレ 牝4鹿 54 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 452－ 2 〃 クビ 6．9�
23 ダイナミックガイ 牡6栗 54 和田 竜二小川 勲氏 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 494－ 21：21．2� 114．4�
612	 ホッコーアムール 牝6青 52 秋山真一郎矢部 道晃氏 飯田 祐史 日高 川端 正博 468＋ 21：21．41
 72．6
11 ライブリシュネル 牡6鹿 53 古川 吉洋加藤 哲郎氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 494＋ 61：21．5クビ 107．5�
48 レインフォール 牡7芦 54 松田 大作深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 下屋敷牧場 438－ 4 〃 クビ 201．1�
713 ムーンエクスプレス 牝4鹿 53 松山 弘平 �ローレルレーシング 鈴木 孝志 日高 坂 牧場 424＋ 21：21．6クビ 51．4�
611� メラグラーナ 牝4鹿 52 戸崎 圭太吉田 和美氏 池添 学 豪 Emirates

Park Pty Ltd 520± 0 〃 クビ 10．0�
510 シュヴァリエ 牝5栗 52 酒井 学 �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 カントリー牧場 464＋ 21：21．7クビ 78．4�
36 ロードフェリーチェ 牡4鹿 54 四位 洋文 �ロードホースクラブ 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム 430± 01：21．91
 41．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 52，206，900円 複勝： 83，527，600円 枠連： 27，727，300円
馬連： 150，141，800円 馬単： 62，352，200円 ワイド： 70，798，300円
3連複： 197，975，300円 3連単： 256，361，000円 計： 901，090，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 170円 � 270円 � 230円 枠 連（2－5） 1，970円

馬 連 �� 2，170円 馬 単 �� 3，830円

ワ イ ド �� 860円 �� 880円 �� 1，240円

3 連 複 ��� 4，660円 3 連 単 ��� 26，820円

票 数

単勝票数 計 522069 的中 � 92088（2番人気）
複勝票数 計 835276 的中 � 150470（2番人気）� 71093（6番人気）� 87823（4番人気）
枠連票数 計 277273 的中 （2－5） 10879（10番人気）
馬連票数 計1501418 的中 �� 53439（10番人気）
馬単票数 計 623522 的中 �� 12203（15番人気）
ワイド票数 計 707983 的中 �� 21287（9番人気）�� 20853（10番人気）�� 14447（21番人気）
3連複票数 計1979753 的中 ��� 31841（20番人気）
3連単票数 計2563610 的中 ��� 6929（84番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．1―11．5―11．6―11．4―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―22．9―34．0―45．5―57．1―1：08．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴェルステルキング �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2014．8．23 札幌5着

2012．3．9生 牡4鹿 母 サ ル ス エ ラ 母母 ハルーワソング 16戦4勝 賞金 56，035，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



10059 4月9日 晴 良 （28阪神2）第5日 第11競走 ��
��1，600�第59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・外）
牝，4歳以上；負担重量は，54�，27．4．11以降GⅠ競走1着馬2�増，GⅡ競走1着馬
1�増，27．4．10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 55，000，000円 22，000，000円 14，000，000円 8，300，000円 5，500，000円
付 加 賞 938，000円 268，000円 134，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．0
1：30．7

良
良

57 スマートレイアー 牝6芦 54 M．デムーロ大川 徹氏 大久保龍志 新ひだか 岡田スタツド 466－ 41：33．1 2．8�
56 ミッキークイーン 牝4鹿 56 C．ルメール 野田みづき氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 432＋ 4 〃 クビ 2．4�
69 ウインプリメーラ 牝6黒鹿54 川田 将雅�ウイン 大久保龍志 新冠 ビッグレッドファーム 458± 01：33．2� 14．3�
68 カフェブリリアント 牝6栗 55 福永 祐一西川 光一氏 堀 宣行 新ひだか タイヘイ牧場 434± 01：33．3	 25．1�
22 ココロノアイ 牝4鹿 54 武 豊�酒井牧場 尾関 知人 浦河 酒井牧場 458± 01：33．62 18．0	
710 ペ ル フ ィ カ 牝4黒鹿54 藤岡 佑介前田 幸治氏 岡田 稲男 新冠 株式会社

ノースヒルズ 436－ 41：33．7クビ 143．5

11 ダンツキャンサー 牝5黒鹿54 和田 竜二山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 千代田牧場 480± 0 〃 ハナ 215．1�
44 アンドリエッテ 牝4鹿 54 藤岡 康太永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 442＋ 21：33．91 9．7�
813 ストレイトガール 牝7鹿 56 戸崎 圭太廣崎利洋HD� 藤原 英昭 浦河 岡本牧場 464－ 6 〃 ハナ 5．9
45 
 ア イ ラ イ ン 牝4黒鹿54 松山 弘平�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 448＋ 6 〃 ハナ 137．0�
812 ダンスアミーガ 牝5栗 54 池添 謙一 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 476－ 41：34．11	 121．0�
33 レッドリヴェール 牝5黒鹿54 菱田 裕二 �東京ホースレーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 444＋161：34．2	 43．3�
711 メイショウマンボ 牝6鹿 55 武 幸四郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 498＋ 21：34．3クビ 72．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 131，592，300円 複勝： 160，908，800円 枠連： 72，826，500円
馬連： 413，442，700円 馬単： 202，426，800円 ワイド： 184，685，500円
3連複： 585，003，600円 3連単： 1，127，111，500円 計： 2，877，997，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 110円 � 110円 � 200円 枠 連（5－5） 340円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 700円

ワ イ ド �� 170円 �� 380円 �� 460円

3 連 複 ��� 980円 3 連 単 ��� 3，320円

票 数

単勝票数 計1315923 的中 � 364464（2番人気）
複勝票数 計1609088 的中 � 439572（1番人気）� 416981（2番人気）� 130393（5番人気）
枠連票数 計 728265 的中 （5－5） 162498（1番人気）
馬連票数 計4134427 的中 �� 906730（1番人気）
馬単票数 計2024268 的中 �� 216461（2番人気）
ワイド票数 計1846855 的中 �� 356835（1番人気）�� 109660（4番人気）�� 85572（7番人気）
3連複票数 計5850036 的中 ��� 443407（3番人気）
3連単票数 計11271115 的中 ��� 246122（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―23．6―35．2―47．1―58．9―1：10．0―1：21．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマートレイアー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2013．4．7 阪神1着

2010．5．15生 牝6芦 母 スノースタイル 母母 シャルムダンサー 20戦8勝 賞金 328，356，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりスマートレイアー号は，ヴィクトリアマイル（GⅠ）競走に優先出走できる。

10060 4月9日 晴 稍重 （28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 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

24 サンライズホーム 牡5青鹿57 岡田 祥嗣松岡 隆雄氏 平田 修 新冠 松本 信行 B488－ 21：51．6 63．9�
48 オールブラッシュ 牡4黒鹿57 C．ルメール �社台レースホース村山 明 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490－ 21：51．7� 3．0�
11 アドマイヤランディ 牡5栗 57 福永 祐一近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 520－ 4 〃 クビ 4．6�
23 ヒデノインペリアル 牡4栗 57 荻野 琢真大石 秀夫氏 梅田 智之 平取 清水牧場 514＋ 61：52．01� 4．1�
59 マッシヴランナー 牡4黒鹿57 藤岡 康太小川 勲氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 512± 01：52．1� 21．5�
612 スズカウラノス 牡7鹿 57

55 △義 英真永井 啓弍氏 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 476＋ 41：52．2� 99．6	
12 パフュームボム 牝5鹿 55

54 ☆岩崎 翼飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 484± 0 〃 アタマ 67．1

815 ゴーザトップ 牡5栗 57 戸崎 圭太江口雄一郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 490± 01：52．62� 21．6�
713	 ビーチブレイブ 牡6芦 57 松山 弘平谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム B502－ 21：52．7クビ 70．8�
35 ゴットロブロイ 牡5栗 57 竹之下智昭後藤 進氏 木原 一良 浦河 富田牧場 514＋ 21：53．23 33．1
611 フクノグリュック 牡4鹿 57 武 豊福島 祐子氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社

ケイズ 508＋ 41：53．3
 27．3�
510	 ケージーキンカメ 牡5黒鹿57 国分 優作岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 新ひだか 松本牧場 454－ 41：53．72� 488．0�
47 デ モ ニ オ 牡5青 57 川田 将雅 �サンデーレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 496＋ 21：53．91� 12．1�
36 コスモラヴモア 牡5鹿 57 和田 竜二 �ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 浦河 村下牧場 498－ 81：54．32� 119．3�
714 エアーウェーブ 牡6鹿 57 柴田 未崎小林竜太郎氏 梅田 智之 平取 船越 伸也 526＋ 41：54．51� 367．2�
816 レッドサバス 牡4黒鹿57 M．デムーロ �東京ホースレーシング 松田 国英 千歳 社台ファーム 466－ 42：01．3大差 6．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，467，600円 複勝： 67，931，300円 枠連： 31，930，600円
馬連： 140，977，000円 馬単： 54，157，800円 ワイド： 64，968，900円
3連複： 171，084，200円 3連単： 242，597，100円 計： 821，114，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，390円 複 勝 � 1，020円 � 160円 � 190円 枠 連（2－4） 550円

馬 連 �� 9，120円 馬 単 �� 25，490円

ワ イ ド �� 2，380円 �� 2，600円 �� 320円

3 連 複 ��� 8，710円 3 連 単 ��� 111，170円

票 数

単勝票数 計 474676 的中 � 5936（10番人気）
複勝票数 計 679313 的中 � 11937（11番人気）� 139995（1番人気）� 102144（3番人気）
枠連票数 計 319306 的中 （2－4） 44654（1番人気）
馬連票数 計1409770 的中 �� 11975（28番人気）
馬単票数 計 541578 的中 �� 1593（68番人気）
ワイド票数 計 649689 的中 �� 6458（25番人気）�� 5887（28番人気）�� 60582（2番人気）
3連複票数 計1710842 的中 ��� 14729（26番人気）
3連単票数 計2425971 的中 ��� 1582（320番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．6―37．2―49．2―1：01．2―1：13．3―1：25．4―1：38．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンライズホーム �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．11．2 京都5着

2011．5．2生 牡5青鹿 母 エピーメロン 母母 ピースフルワールド 16戦3勝 賞金 41，525，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔調教再審査〕 レッドサバス号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔その他〕 レッドサバス号は，競走中に異常歩様となったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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 カリスマサンタイム号
（非抽選馬） 2頭 インテグラード号・シンゼンガンプ号



（28阪神2）第5日 4月9日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 175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

282，110，000円
2，530，000円
5，880，000円
2，180，000円
32，070，000円
70，894，000円
4，771，000円
1，680，000円

勝馬投票券売得金
484，591，400円
813，634，400円
257，314，900円
1，227，567，100円
614，610，700円
627，323，400円
1，640，900，500円
2，706，867，600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 8，372，810，000円

総入場人員 19，200名 （有料入場人員 18，198名）
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