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10061 4月10日 晴 稍重 （28阪神2）第6日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10時05分 （ダート・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

59 アルティマウェポン 牝3栗 54 藤岡 康太幅田 昌伸氏 藤岡 健一 浦河 辻 牧場 454－ 81：25．8 4．1�
48 アルマレイモミ 牝3鹿 54 川田 将雅コウトミックレーシング 西浦 勝一 新冠 須崎牧場 438＋ 61：25．9� 25．1�
11 リバーサイドパーク 牝3鹿 54 戸崎 圭太�飛野牧場 森 秀行 新ひだか 飛野牧場 448＋ 2 〃 クビ 5．0�
816 セトノチーター 牝3栗 54 福永 祐一難波 澄子氏 鈴木 孝志 日高 滝本 健二 438± 01：26．0クビ 9．9�
47 メイショウガーデン 牝3黒鹿54 菱田 裕二松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 534 ― 〃 クビ 59．8�
12 シルバーメール 牝3鹿 54

53 ☆小崎 綾也松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 424－ 41：26．21 4．6	
714 ローゼンタール 牝3栗 54 M．デムーロ岡田 牧雄氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 498－ 21：26．94 3．8

35 テイエムサンピラー 牝3芦 54 和田 竜二竹園 正繼氏 岩元 市三 登別 ユートピア牧場 496＋ 41：27．21� 9．0�
815 ミキノカンタータ 牝3黒鹿 54

53 ☆岩崎 翼谷口 久和氏 大橋 勇樹 新ひだか 岡田牧場 440＋ 21：27．3クビ 66．8�
612 アイヲシルニッポン 牝3黒鹿 54

51 ▲荻野 極石川美代子氏 西橋 豊治 新ひだか 原 フアーム 470 ― 〃 アタマ 139．1
36 メイショウレンマ 牝3黒鹿54 松山 弘平松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 462 ―1：27．4クビ 82．3�
24 クインジョウ 牝3芦 54 古川 吉洋�東振牧場 田中 章博 むかわ 東振牧場 406 ―1：27．5� 87．0�
510 エルメスショコラ 牝3鹿 54

52 △義 英真 �グリーンファーム中村 均 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 404＋ 41：28．13� 211．3�

611 イ ザ ナ イ 牝3鹿 54 中谷 雄太松田 整二氏 松下 武士 新ひだか 松田牧場 460＋ 61：28．63 353．5�
23 カリーノピッコラ 牝3栗 54 熊沢 重文�錦岡牧場 斉藤 崇史 新冠 錦岡牧場 372 ―1：29．77 182．6�
713 ピンクパレット 牝3栗 54 酒井 学柴田 洋一氏 中尾 秀正 浦河 昭和牧場 440－ 61：30．23 141．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，342，800円 複勝： 35，685，600円 枠連： 14，426，100円
馬連： 47，993，400円 馬単： 25，775，900円 ワイド： 28，505，100円
3連複： 66，801，500円 3連単： 88，414，600円 計： 328，945，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 150円 � 400円 � 160円 枠 連（4－5） 3，810円

馬 連 �� 4，040円 馬 単 �� 5，970円

ワ イ ド �� 1，220円 �� 310円 �� 980円

3 連 複 ��� 4，370円 3 連 単 ��� 31，050円

票 数

単勝票数 計 213428 的中 � 41509（2番人気）
複勝票数 計 356856 的中 � 73277（1番人気）� 16823（7番人気）� 64815（2番人気）
枠連票数 計 144261 的中 （4－5） 2933（13番人気）
馬連票数 計 479934 的中 �� 9206（17番人気）
馬単票数 計 257759 的中 �� 3233（29番人気）
ワイド票数 計 285051 的中 �� 5519（17番人気）�� 26886（1番人気）�� 7010（15番人気）
3連複票数 計 668015 的中 ��� 11456（17番人気）
3連単票数 計 884146 的中 ��� 2064（120番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．7―12．2―12．6―12．6―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．1―34．8―47．0―59．6―1：12．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．0―3F38．8
3 2，14（5，16）（1，9）11（8，15）（7，10，13）6，4－12，3 4 2，14（5，16）9，1－8（11，15）（7，6）10－（12，4）13－3

勝馬の
紹 介

アルティマウェポン �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2016．2．20 京都2着

2013．4．25生 牝3栗 母 レインボーアーチ 母母 エキストラグリーン 3戦1勝 賞金 8，150，000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 ダイシンザーゲ号

10062 4月10日 晴 稍重 （28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

510 クロスアンジュ 牝3青鹿 54
53 ☆小崎 綾也吉田 勝利氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム B466＋ 61：13．1 38．1�

47 テイエムマンカイ 牡3黒鹿56 松山 弘平竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 カミイスタット 538 ― 〃 ハナ 31．3�
35 オンザフロウ 牝3鹿 54 田中 健五影 慶則氏 福島 信晴 新ひだか チャンピオンズファーム 458± 0 〃 クビ 5．9�
24 クリノシャンティイ 牡3黒鹿56 藤岡 康太栗本 博晴氏 田中 章博 新冠 北星村田牧場 458－ 41：13．2クビ 168．7�
36 グランアルバス 牡3鹿 56 戸崎 圭太飯田 訓大氏 森 秀行 日高 本間牧場 464＋ 21：13．41� 6．4�
611� クワッドアーチ 牡3鹿 56 福永 祐一 �シルクレーシング 中内田充正 米 Woodford

Thoroughbreds 540＋161：13．61	 8．0	
815 ニシノラディアント 牡3鹿 56 C．ルメール 西山 茂行氏 北出 成人 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 486＋ 41：13．81	 2．2

11 ゼットシャンティ 牡3黒鹿56 松田 大作�フォーレスト 池添 学 新ひだか 嶋田牧場 498＋ 4 〃 ハナ 154．3�
59 クリノエディンバラ 牝3鹿 54

53 ☆岩崎 翼栗本 博晴氏 作田 誠二 新ひだか 加野牧場 446＋ 41：13．9� 248．0�
612 カノヤルジャンドル 牝3鹿 54 菱田 裕二神田アヤ子氏 坂口 正則 日高 浜本牧場 440－ 21：14．11 245．2
23 カシノポップ 牝3黒鹿54 松岡 正海柏木 務氏 牧田 和弥 新ひだか 漆原 一也 422－ 41：14．41
 316．3�
713� エイシンピカデリー 牝3栗 54 M．デムーロ平井 克彦氏 藤岡 健一 米

The Robert
and Beverly
Lewis Trust

452－ 21：14．93 4．1�
48 ナムラシャーロット 牝3鹿 54 酒井 学奈村 睦弘氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 394＋ 41：15．53� 148．6�
12 スマートアルファ 牝3芦 54

52 △義 英真トニー倶楽部 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 472＋ 6 〃 ハナ 122．5�
714 テ ィ ノ 牝3黒鹿54 石橋 脩 �ローレルレーシング 坂口 正則 千歳 社台ファーム 390＋ 61：15．81
 48．0�

（15頭）
816 キャプテンブレイズ 牡3鹿 56 小林 徹弥玉井 宏和氏 森 秀行 浦河 笹島 政信 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 24，676，000円 複勝： 33，656，800円 枠連： 16，656，900円
馬連： 54，834，200円 馬単： 31，424，800円 ワイド： 29，676，600円
3連複： 75，202，400円 3連単： 111，985，400円 計： 378，113，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，810円 複 勝 � 970円 � 800円 � 210円 枠 連（4－5） 16，590円

馬 連 �� 71，420円 馬 単 �� 175，880円

ワ イ ド �� 14，880円 �� 4，630円 �� 2，670円

3 連 複 ��� 129，060円 3 連 単 ��� 1，376，090円

票 数

単勝票数 計 246760 的中 � 5181（7番人気）
複勝票数 計 336568 的中 � 7886（8番人気）� 9833（6番人気）� 52933（4番人気）
枠連票数 計 166569 的中 （4－5） 778（24番人気）
馬連票数 計 548342 的中 �� 595（59番人気）
馬単票数 計 314248 的中 �� 134（124番人気）
ワイド票数 計 296766 的中 �� 509（58番人気）�� 1655（28番人気）�� 2899（20番人気）
3連複票数 計 752024 的中 ��� 437（131番人気）
3連単票数 計1119854 的中 ��� 59（969番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．8―12．1―12．1―13．4

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クロスアンジュ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2015．7．11 中京9着

2013．3．21生 牝3青鹿 母 マンハッタン 母母 ユーワジョイナー 6戦1勝 賞金 5，500，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔出走取消〕 キャプテンブレイズ号は，疾病〔蕁麻疹〕のため出走取消。
※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） 1頭 ゴルトシュミット号
（非抽選馬）10頭 アルファヴィル号・エーティーチャンプ号・カネトシフェイト号・クリノアローハ号・サトノワイバーン号・

シゲルサンマ号・ドスコイ号・ハクサンメジャー号・ピナクルズ号・ロングブリオ号

第２回 阪神競馬 第６日



10063 4月10日 晴 稍重 （28阪神2）第6日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時05分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

612 タガノインペーロ 牡3鹿 56
53 ▲荻野 極八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 500－ 81：53．9 433．9�
35 ザッツイット 牡3栗 56 松田 大作吉澤 克己氏 奥村 豊 浦河 辻 牧場 466－ 6 〃 クビ 13．7�
24 イ フ リ ー ト 牡3栗 56 福永 祐一 �サンデーレーシング 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 514＋141：54．32� 12．0�
12 クロコダイルロック 牡3鹿 56 M．デムーロ�グランド牧場 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 456± 01：54．4� 1．7�
611 トウカイエクレール 牡3鹿 56 柴田 未崎内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 466＋ 2 〃 クビ 11．3�
11 ミスターライジン 牡3鹿 56 高倉 稜阿部東亜子氏 崎山 博樹 えりも 能登 浩 482－ 61：54．61� 169．3	
36 ベリーフェイマス 牡3黒鹿56 和田 竜二青山 洋一氏 村山 明 日高 下河辺牧場 454± 01：54．91� 9．4

815 ロイヤルネイビー 牡3黒鹿 56

55 ☆小崎 綾也谷掛 龍夫氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 468－ 2 〃 ハナ 133．9�
816 キングエイティ 牡3鹿 56 小牧 太前田 篤久氏 大橋 勇樹 新ひだか 前田 宗将 468－ 4 〃 アタマ 30．1�
48 ビットマップ 牡3鹿 56 岡田 祥嗣 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 494－ 81：55．11� 45．1
510 スターサンド 牡3栗 56 酒井 学窪田 康志氏 西園 正都 日高 下河辺牧場 502＋ 21：55．2� 44．5�
59 シャインレイ 牡3黒鹿56 松山 弘平吉田 晴哉氏 池添 学 安平 追分ファーム 516 ―1：55．62� 59．2�
713 タンブルウィード 牡3鹿 56 国分 恭介村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 516＋ 41：55．7クビ 137．0�
23 ゴールドファーム 牡3栗 56 戸崎 圭太新井 康司氏 森 秀行 日高 本間牧場 468－ 21：56．55 4．8�
714 シャーマナイト �3青鹿56 太宰 啓介�ノースヒルズ 北出 成人 日高 下河辺牧場 460－201：56．6� 226．4�
47 マルヨナオミ 牝3鹿 54 菱田 裕二野村 春行氏 高橋 康之 浦河 鈴木 武蔵 434－ 41：58．09 614．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，595，200円 複勝： 65，876，100円 枠連： 18，548，800円
馬連： 52，720，500円 馬単： 34，315，100円 ワイド： 35，124，500円
3連複： 69，950，700円 3連単： 118，233，200円 計： 425，364，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 43，390円 複 勝 �10，000円 � 690円 � 660円 枠 連（3－6） 3，560円

馬 連 �� 143，860円 馬 単 �� 547，580円

ワ イ ド �� 26，850円 �� 40，360円 �� 2，090円

3 連 複 ��� 708，950円 3 連 単 ��� 7，792，640円

票 数

単勝票数 計 305952 的中 � 564（15番人気）
複勝票数 計 658761 的中 � 1621（15番人気）� 26148（6番人気）� 27731（5番人気）
枠連票数 計 185488 的中 （3－6） 4035（9番人気）
馬連票数 計 527205 的中 �� 284（83番人気）
馬単票数 計 343151 的中 �� 47（199番人気）
ワイド票数 計 351245 的中 �� 334（82番人気）�� 222（94番人気）�� 4438（17番人気）
3連複票数 計 699507 的中 ��� 74（335番人気）
3連単票数 計1182332 的中 ��� 11（2218番人気）

ハロンタイム 12．6―10．5―13．0―13．0―13．5―12．8―12．7―12．4―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．1―36．1―49．1―1：02．6―1：15．4―1：28．1―1：40．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．3―3F38．5
1
3

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

勝馬の
紹 介

タガノインペーロ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 マ イ ニ ン グ デビュー 2016．3．13 阪神15着

2013．1．31生 牡3鹿 母 シルクラジアンス 母母 バウンドトゥダンス 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走状況〕 タンブルウィード号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 クロコダイルロック号の騎手M．デムーロは，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：8番）

イフリート号の騎手福永祐一は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：8番）
※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 ホッコーフウガ号・マジョレット号
（非抽選馬） 1頭 アグネスブレイブ号

10064 4月10日 晴 良 （28阪神2）第6日 第4競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走11時35分 （芝・右・外）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：32．0
1：30．7

良
良

817 ラスファジャス 牡3鹿 56 福永 祐一 �シルクレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 482－ 41：37．7 2．5�
12 ムーチャスエルテ 牡3鹿 56 C．ルメール 金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 新ひだか 矢野牧場 462 ― 〃 クビ 6．7�
612 ドルチャーリオ 牡3栗 56 三浦 皇成 H.H．シェイク・モハメド 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 448－ 61：37．8クビ 8．8�
816 ベストティアラ 牝3青 54 秋山真一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 大橋 勇樹 むかわ 上水牧場 512 ― 〃 クビ 27．2�
36 ルージュバローズ 牝3黒鹿54 菱田 裕二猪熊 広次氏 角田 晃一 浦河 杵臼牧場 444＋ 21：37．9クビ 12．7	
714 ナムラルパン 牡3鹿 56 池添 謙一奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 496－ 41：38．0� 9．9

611 ショーストーム 牡3鹿 56 藤岡 康太吉冨 学氏 森田 直行 浦河 酒井牧場 464－ 6 〃 クビ 9．7�
510 ニシノリンド 牝3鹿 54 武 豊西山 茂行氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 428 ―1：38．1� 31．0�
715 オーサミスト 牡3鹿 56 中谷 雄太小林竜太郎氏 佐々木晶三 新冠 須崎牧場 502 ―1：38．31 20．2
24 パ レ ー ド 牝3鹿 54 川田 将雅下河辺隆行氏 平田 修 日高 下河辺牧場 456 ―1：38．62 29．9�
59 エイシンディクティ 牝3鹿 54

53 ☆小崎 綾也平井 克彦氏 小崎 憲 浦河 栄進牧場 444－261：38．81� 148．0�
23 ヴェリタスフェスタ �3栗 56 戸崎 圭太松本 肇氏 佐藤 正雄 新冠 村上 雅規 450＋ 21：39．01� 46．5�
47 キタンレガシー 牝3鹿 54 松岡 正海北畑 忍氏 矢作 芳人 浦河 絵笛牧場 408 ―1：39．1� 99．0�
35 マアルクマアルク 牝3栗 54 松山 弘平小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 高野牧場 472 ―1：39．2� 142．3�
818 アイファーメリッサ 牝3鹿 54 蛯名 正義中島 稔氏 	島 一歩 新ひだか 静内山田牧場 452 ―1：39．3� 245．0�
48 ヴ ィ リ ア 牝3黒鹿54 M．デムーロ田所 英子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 392 ―1：39．4クビ 10．0�
11 ユービリーヴミー 牡3栗 56 大下 智小川 勲氏 藤岡 健一 様似 猿倉牧場 462 ―1：39．61� 301．8�
713 ヴィックウェルズ 牝3鹿 54 高倉 稜 �ロードホースクラブ 高橋 康之 新ひだか ケイアイファーム 456 ― 〃 クビ 357．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 34，484，900円 複勝： 45，890，200円 枠連： 21，077，300円
馬連： 60，988，600円 馬単： 30，081，200円 ワイド： 36，455，700円
3連複： 79，910，900円 3連単： 94，350，000円 計： 403，238，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 190円 � 200円 枠 連（1－8） 1，220円

馬 連 �� 1，250円 馬 単 �� 2，020円

ワ イ ド �� 490円 �� 380円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 2，960円 3 連 単 ��� 11，310円

票 数

単勝票数 計 344849 的中 � 110246（1番人気）
複勝票数 計 458902 的中 � 126761（1番人気）� 52473（2番人気）� 48052（3番人気）
枠連票数 計 210773 的中 （1－8） 13300（6番人気）
馬連票数 計 609886 的中 �� 37537（4番人気）
馬単票数 計 300812 的中 �� 11145（5番人気）
ワイド票数 計 364557 的中 �� 19180（3番人気）�� 25866（1番人気）�� 8134（11番人気）
3連複票数 計 799109 的中 ��� 20236（4番人気）
3連単票数 計 943500 的中 ��� 6047（9番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―12．8―13．1―13．2―12．0―10．9―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．0―36．8―49．9―1：03．1―1：15．1―1：26．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．8―3F34．6
3 16，10（4，14）（6，15）2（11，17）5（9，12）（8，3）（7，18）13，1 4 16（10，14）（4，6，15）（2，11，17）（5，9，12）（8，3，18）（7，13）1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ラスファジャス �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2015．12．6 阪神2着

2013．1．25生 牡3鹿 母 ラフィエスタ 母母 ライクザウインド 4戦1勝 賞金 9，800，000円
〔発走状況〕 ヴェリタスフェスタ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ムーチャスエルテ号の騎手C．ルメールは，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：4

番）
※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 エイシンヒアゴーズ号・ジョンブリアン号・ニシノケイバー号



10065 4月10日 晴 稍重 （28阪神2）第6日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時25分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

67 スズカミラージュ 牡3鹿 56 M．デムーロ永井 啓弍氏 須貝 尚介 新ひだか 武 牧場 B476－ 21：52．5 11．2�
811 シゲルキハダマグロ 牡3栗 56 松山 弘平森中 蕃氏 田中 章博 新ひだか タガミファーム 434－ 21：52．6� 51．5�
11 エ キ ド ナ 牝3青鹿54 藤岡 康太�ラ・メール 山内 研二 様似 小田 誠一 488－101：52．92 27．7�
78 ソリティール 牡3栗 56 戸崎 圭太�G1レーシング 吉田 直弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482－ 21：53．21� 6．4�
22 フォンターナリーリ 牝3鹿 54 C．ルメール 吉田 和美氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 476－ 21：53．73 1．2�
55 ジョースターライト 牡3青鹿56 中谷 雄太上田けい子氏 松下 武士 新ひだか 山際牧場 B456± 01：53．91� 81．4	
44 ウインランブル 牡3鹿 56 蛯名 正義�ウイン 中村 均 平取 スガタ牧場 464－ 21：54．11� 31．7

79 ロードレグナム 牡3青鹿56 小牧 太 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 492± 01：55．16 57．7�
66 ドゥドゥドゥ 牡3青鹿56 荻野 琢真�ターフ・スポート矢作 芳人 日高 モリナガファーム 450－ 21：55．2� 84．6
33 アドマイヤデライト 牡3黒鹿 56

54 △義 英真近藤 利一氏 梅田 智之 日高 幾千世牧場 B520－ 2 〃 クビ 29．3�
810 ウルトラバロック 牡3鹿 56 福永 祐一�G1レーシング 松田 国英 千歳 社台ファーム B484－141：55．3クビ 23．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 38，561，300円 複勝： 134，290，600円 枠連： 17，016，800円
馬連： 61，847，400円 馬単： 48，447，200円 ワイド： 41，389，700円
3連複： 81，833，700円 3連単： 196，529，300円 計： 619，916，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，120円 複 勝 � 720円 � 1，810円 � 1，360円 枠 連（6－8） 5，150円

馬 連 �� 18，610円 馬 単 �� 30，920円

ワ イ ド �� 1，990円 �� 1，320円 �� 2，560円

3 連 複 ��� 41，780円 3 連 単 ��� 386，130円

票 数

単勝票数 計 385613 的中 � 27474（3番人気）
複勝票数 計1342906 的中 � 51228（3番人気）� 19165（8番人気）� 25898（4番人気）
枠連票数 計 170168 的中 （6－8） 2560（12番人気）
馬連票数 計 618474 的中 �� 2575（28番人気）
馬単票数 計 484472 的中 �� 1175（40番人気）
ワイド票数 計 413897 的中 �� 5339（19番人気）�� 8213（11番人気）�� 4122（21番人気）
3連複票数 計 818337 的中 ��� 1469（65番人気）
3連単票数 計1965293 的中 ��� 369（370番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―13．7―12．5―12．7―12．4―12．5―11．8―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―37．8―50．3―1：03．0―1：15．4―1：27．9―1：39．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スズカミラージュ �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．12．19 中京2着

2013．3．15生 牡3鹿 母 ミエノサンデー 母母 エ チ ケ ッ ト 4戦2勝 賞金 16，300，000円

10066 4月10日 晴 稍重 （28阪神2）第6日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走12時55分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．7

重
重

22 ウエスタンラムール 牡4黒鹿57 戸崎 圭太西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 462＋ 41：11．9 9．7�
58 ヴ レ ク ー ル 牡5栗 57 中谷 雄太 �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 514± 0 〃 ハナ 5．6�
610 レッツイットラン 牡4栗 57 C．ルメール 深見 富朗氏 牧田 和弥 浦河 金成吉田牧場 490＋ 21：12．0� 6．5�
45 ダイシンバルカン 牡4鹿 57 川田 将雅大八木信行氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 500－ 41：12．1クビ 2．4�
33 ド ラ グ ー ン 牡4鹿 57 藤岡 康太 H.H．シェイク・モハメド 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 516－ 4 〃 アタマ 16．4�
46 コ ン テ ナ 牡4鹿 57 岡田 祥嗣住谷 孝一氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 608＋ 6 〃 クビ 18．7	
711 ナガラブルボン 牡5鹿 57 四位 洋文長良レーシングクラブ 高橋 亮 浦河 グラストレーニ

ングセンター 486± 01：12．2� 7．1

712 ライムチェイサー 牡4鹿 57 小牧 太杉山 忠国氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 476－ 21：12．41 27．8�
813 アイファーサラオー 牡4鹿 57

55 △城戸 義政中島 稔氏 坪 憲章 新冠 大林ファーム 504＋ 21：12．5	 26．3�
57 マ ー シ レ ス 牡5栗 57 福永 祐一窪田 康志氏 浜田多実雄 日高 三城牧場 474＋161：13．45 20．0
69 
 ブレーヴブラッド 牡4鹿 57 太宰 啓介村上 憲政氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 456－131：13．5	 184．3�
34 シゲルアオイマツリ 牡4黒鹿57 松山 弘平森中 蕃氏 鈴木 孝志 新冠 ハクツ牧場 460－ 61：13．82 253．9�
11 
 ワンダーユナニーム 牡4鹿 57

54 ▲荻野 極山本 信行氏 中竹 和也 新ひだか 米田牧場 468－ 91：14．12 127．5�
814 デンコウライド 牡5青鹿 57

56 ☆小崎 綾也田中 康弘氏 藤沢 則雄 浦河 赤田牧場 474± 01：14．42 117．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 36，985，200円 複勝： 57，171，600円 枠連： 15，933，900円
馬連： 72，313，700円 馬単： 35，953，200円 ワイド： 42，059，000円
3連複： 96，260，800円 3連単： 131，929，400円 計： 488，606，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 970円 複 勝 � 240円 � 180円 � 250円 枠 連（2－5） 2，110円

馬 連 �� 2，440円 馬 単 �� 5，180円

ワ イ ド �� 850円 �� 1，020円 �� 1，070円

3 連 複 ��� 7，090円 3 連 単 ��� 38，330円

票 数

単勝票数 計 369852 的中 � 30278（5番人気）
複勝票数 計 571716 的中 � 59702（4番人気）� 89346（2番人気）� 54843（5番人気）
枠連票数 計 159339 的中 （2－5） 5849（9番人気）
馬連票数 計 723137 的中 �� 22917（8番人気）
馬単票数 計 359532 的中 �� 5199（16番人気）
ワイド票数 計 420590 的中 �� 12917（8番人気）�� 10562（11番人気）�� 10034（12番人気）
3連複票数 計 962608 的中 ��� 10169（28番人気）
3連単票数 計1319294 的中 ��� 2495（117番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．6―12．1―11．8―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．0―34．6―46．7―58．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．9―3F37．3
3 2，5（1，6）9（3，8）10－4（13，14）（12，11）7 4 2，5，6（3，9）1（8，10）（4，13）14，11－12，7

勝馬の
紹 介

ウエスタンラムール �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2014．11．2 京都7着

2012．4．26生 牡4黒鹿 母 ウエスタンクィーン 母母 ウエスタンシャープ 19戦2勝 賞金 29，900，000円
〔発走状況〕 アイファーサラオー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 アイファーサラオー号は，発走調教再審査。



10067 4月10日 晴 良 （28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

79 タガノカムイ 牡4栗 57 松田 大作八木 良司氏 中尾 秀正 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 462－ 61：33．8 21．7�

812 トーセンデューク 牡5鹿 57 福永 祐一島川 �哉氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 454± 0 〃 クビ 3．6�
67 プレミオテーラー 牝4黒鹿55 戸崎 圭太中西 浩一氏 河内 洋 新ひだか 畠山牧場 478＋101：33．9クビ 11．9�
33 トップアート 牡5鹿 57 M．デムーロ青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム B448± 01：34．11� 2．1�
56 レーヴデトワール 牝5黒鹿55 川田 将雅 �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 468± 01：34．2	 18．9	
22 ストリートキャップ 牡4芦 57 武 豊 
ローレルレーシング 斎藤 誠 新冠 佐藤 信広 486＋ 2 〃 クビ 19．7�
11 キングズオブザサン 
5芦 57 C．ルメール �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム 474－ 21：34．41� 5．4�
710 ティーエスクライ 牝4芦 55 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 450－ 81：34．5� 15．3
811� ハイマウンテン 牝6鹿 55 小林 徹弥北前孔一郎氏 目野 哲也 日高 豊郷牧場 462± 01：34．6� 194．3�
68 アドマイヤオウジャ 牡6鹿 57 藤岡 康太近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 472＋141：34．7クビ 53．0�
44 タツストロング 牡7栗 57 蛯名 正義原 司郎氏 島 一歩 日高 坂戸 節子 502＋ 6 〃 クビ 116．0�
55 メイショウゲンブ 牡7鹿 57 小牧 太松本 好雄氏 千田 輝彦 新ひだか 友田牧場 494± 01：34．9� 230．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 36，203，200円 複勝： 44，788，300円 枠連： 15，099，300円
馬連： 75，236，600円 馬単： 40，429，800円 ワイド： 38，417，900円
3連複： 95，848，800円 3連単： 160，021，500円 計： 506，045，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，170円 複 勝 � 410円 � 160円 � 320円 枠 連（7－8） 1，320円

馬 連 �� 3，190円 馬 単 �� 9，960円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 1，970円 �� 870円

3 連 複 ��� 10，930円 3 連 単 ��� 86，900円

票 数

単勝票数 計 362032 的中 � 13336（8番人気）
複勝票数 計 447883 的中 � 23939（8番人気）� 89872（2番人気）� 32620（5番人気）
枠連票数 計 150993 的中 （7－8） 8809（5番人気）
馬連票数 計 752366 的中 �� 18250（13番人気）
馬単票数 計 404298 的中 �� 3044（33番人気）
ワイド票数 計 384179 的中 �� 9516（14番人気）�� 4874（22番人気）�� 11642（10番人気）
3連複票数 計 958488 的中 ��� 6574（35番人気）
3連単票数 計1600215 的中 ��� 1335（248番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．6―35．1―46．7―58．3―1：09．6―1：21．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノカムイ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー 2015．1．25 京都2着

2012．5．10生 牡4栗 母 レイサッシュ 母母 ゴールデンサッシュ 13戦3勝 賞金 35，758，000円
〔制裁〕 タガノカムイ号の騎手松田大作は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番）

10068 4月10日 晴 稍重 （28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 350，000円 100，000円 50，000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 サウススターマン 牡5黒鹿57 三浦 皇成南波 壽氏 加用 正 新冠 武田 修一 496＋ 61：23．1 12．5�
610 メイショウヒコボシ 牡5鹿 57 川田 将雅松本 和子氏 安達 昭夫 浦河 太陽牧場 536－ 21：23．73� 3．3�
46 アドマイヤシェル 牡6栗 57 松山 弘平近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 534＋121：24．01	 28．3�
713 アドマイヤリバティ 牡4鹿 57 小牧 太近藤 利一氏 梅田 智之 厚真 大川牧場 490－ 41：24．1クビ 21．0�
23 ヒドゥンブレイド 牡6黒鹿57 小崎 綾也 �シルクレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 494＋ 61：24．2	 44．6�
712 ペプチドウォヘッド 牡4鹿 57 四位 洋文沼川 一彦氏 木原 一良 浦河 杵臼牧場 468＋ 61：24．3� 4．4	
815 マズルファイヤー 牡6青鹿57 福永 祐一 �キャロットファーム 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 558＋ 4 〃 クビ 4．5

47 タマモイレブン 牡4鹿 57 中谷 雄太タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 528± 01：24．4� 54．1�
35 サトノアビリティ 牡6栗 57 戸崎 圭太里見 治氏 角居 勝彦 新ひだか 千代田牧場 520－10 〃 ハナ 36．8
58 シ ュ ミ ッ ト 牡6芦 57 石橋 脩杉山 忠国氏 斎藤 誠 新ひだか 畠山牧場 490－ 41：24．5	 30．0�
11 
 エイシンサブウェイ 牡4鹿 57 和田 竜二�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 498＋ 21：24．6クビ 40．6�
611 リバーソウル 牡5黒鹿57 蛯名 正義林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 474＋ 21：25．02� 22．0�
22 ピンストライプ 牡4青鹿57 藤岡 康太 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 518－ 81：25．1クビ 9．0�
34 ヴィンテージイヤー �7鹿 57 酒井 学 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 金成 貴史 浦河 日進牧場 B516－ 21：25．95 142．6�
59 マイネルヴォーダン 牡4栗 57 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 圭三 新ひだか 三木田牧場 B518＋ 41：26．0� 18．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 34，869，100円 複勝： 52，834，700円 枠連： 24，735，500円
馬連： 90，936，800円 馬単： 38，588，200円 ワイド： 47，418，700円
3連複： 122，757，300円 3連単： 147，728，300円 計： 559，868，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，250円 複 勝 � 310円 � 170円 � 660円 枠 連（6－8） 510円

馬 連 �� 2，380円 馬 単 �� 5，840円

ワ イ ド �� 1，090円 �� 4，460円 �� 1，650円

3 連 複 ��� 18，840円 3 連 単 ��� 99，810円

票 数

単勝票数 計 348691 的中 � 22203（5番人気）
複勝票数 計 528347 的中 � 41406（4番人気）� 105802（1番人気）� 16702（9番人気）
枠連票数 計 247355 的中 （6－8） 36971（2番人気）
馬連票数 計 909368 的中 �� 29539（6番人気）
馬単票数 計 385882 的中 �� 4953（22番人気）
ワイド票数 計 474187 的中 �� 11543（7番人気）�� 2664（48番人気）�� 7398（17番人気）
3連複票数 計1227573 的中 ��� 4885（59番人気）
3連単票数 計1477283 的中 ��� 1073（304番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．3―12．0―12．2―12．0―12．8

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．0
3 2，14（4，5）6，1，15（3，11）（10，9，13）－12，7－8 4 ・（2，14）5，6（4，1，15）（3，11）（10，13）9（7，12）－8

勝馬の
紹 介

サウススターマン �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 シ ャ ン ハ イ デビュー 2014．2．18 東京2着

2011．4．3生 牡5黒鹿 母 シャンハイギャル 母母 キールロワイヤル 19戦3勝 賞金 58，052，000円



10069 4月10日 晴 良 （28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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

78 ロッテンマイヤー 牝3鹿 54 川田 将雅 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 470＋ 82：03．3 4．6�
44 ペプチドサプル 牝3黒鹿54 四位 洋文沼川 一彦氏 木原 一良 浦河 杵臼牧場 448± 02：03．4� 6．6�
810 メイショウタチマチ 牝3鹿 54 戸崎 圭太松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 476＋ 62：03．5� 2．5�
79 ミッキーグッドネス 牝3鹿 54 C．ルメール 野田みづき氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 394－ 62：03．82 6．5�
66 デルマオギン 牝3鹿 54 M．デムーロ浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 462± 0 〃 クビ 10．7�
55 フロムマイハート 牝3栗 54 三浦 皇成 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム 432＋ 22：03．9� 9．6

67 ブレッシングテレサ 牝3青鹿54 藤岡 康太 �シルクレーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 466－102：04．22 13．4�
11 リ セ エ ン ヌ 牝3青鹿54 蛯名 正義吉田 照哉氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 414± 02：04．3� 28．3�
811 ゴッドカリビアン 牝3鹿 54 秋山真一郎中西 憲治氏 角田 晃一 新冠 森永 聡 430－ 62：04．5	 46．6
33 
 ソロフライト 牝3黒鹿54 松岡 正海小原準一郎氏 竹内 正洋 浦河 大北牧場 390－ 22：04．81	 237．3�
22 エターナルユース 牝3栗 54 古川 吉洋 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 宮 徹 新ひだか 岡田牧場 414－ 8 〃 クビ 144．3�
（11頭）

売 得 金
単勝： 62，213，400円 複勝： 79，138，700円 枠連： 24，902，200円
馬連： 138，578，500円 馬単： 61，100，100円 ワイド： 61，477，300円
3連複： 170，441，000円 3連単： 266，617，400円 計： 864，468，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 150円 � 160円 � 120円 枠 連（4－7） 1，000円

馬 連 �� 1，410円 馬 単 �� 2，490円

ワ イ ド �� 450円 �� 250円 �� 300円

3 連 複 ��� 1，170円 3 連 単 ��� 8，160円

票 数

単勝票数 計 622134 的中 � 106927（2番人気）
複勝票数 計 791387 的中 � 123998（2番人気）� 110502（3番人気）� 204915（1番人気）
枠連票数 計 249022 的中 （4－7） 19272（4番人気）
馬連票数 計1385785 的中 �� 75902（5番人気）
馬単票数 計 611001 的中 �� 18333（8番人気）
ワイド票数 計 614773 的中 �� 31563（4番人気）�� 65976（1番人気）�� 52683（2番人気）
3連複票数 計1704410 的中 ��� 108587（2番人気）
3連単票数 計2666174 的中 ��� 23667（12番人気）

ハロンタイム 12．8―12．1―13．7―13．3―12．9―12．6―12．2―11．1―10．9―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．9―38．6―51．9―1：04．8―1：17．4―1：29．6―1：40．7―1：51．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F45．9―3F33．7
1
3
8，10（7，9）（6，11）4，5（3，2）1・（8，10）（7，9）（11，4）（6，2，5，1）3

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

勝馬の
紹 介

ロッテンマイヤー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2016．1．10 京都1着

2013．3．23生 牝3鹿 母 アーデルハイト 母母 ビ ワ ハ イ ジ 3戦2勝 賞金 34，149，000円

10070 4月10日 晴 良 （28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，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

ハンブルク競馬場賞（1着）
賞 品

本 賞 24，000，000円 9，600，000円 6，000，000円 3，600，000円 2，400，000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
2：24．2
2：22．1

良
良

510 クリプトグラム 牡4栗 52 戸崎 圭太 �キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 476± 02：25．4 3．1�
36 マドリードカフェ 牡5黒鹿53 川田 将雅 Him Rock Racing 荒川 義之 日高 チャンピオン

ズファーム 542－ 3 〃 クビ 23．5�
59 ハギノハイブリッド 牡5栗 56 福永 祐一日隈 良江氏 松田 国英 千歳 社台ファーム 454－ 42：25．61� 5．1�
714 ロングリバイバル 牡5鹿 53 太宰 啓介中井 敏雄氏 高橋 亮 浦河 酒井牧場 502－ 42：25．7クビ 48．3�
35 トウシンモンステラ 牡6黒鹿54 小牧 太�サトー 村山 明 安平 ノーザンファーム 490＋ 62：26．02 17．9	
23 ゼ ロ ス 牡7鹿 54 石橋 脩杉澤 光雄氏 松元 茂樹 日高 坂 牧場 502－102：26．1� 85．5

815 トラストワン 牡8黒鹿54 C．ルメール 大八木信行氏 庄野 靖志 浦河 村下農場 498－ 22：26．31� 16．0�
11 スピリッツミノル 牡4栗 54 酒井 学吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 494－ 42：26．4クビ 25．0�
12 ジ ェ ラ ル ド 	7栗 51 中谷 雄太 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 480－ 82：26．5� 48．7
713 レコンダイト 牡6黒鹿55 武 豊金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 466－ 2 〃 クビ 5．7�
612 プロモントーリオ 牡6鹿 55 M．デムーロ水上 行雄氏 萩原 清 日高 道見牧場 504－ 42：26．71� 5．5�
47 ラブラドライト 	7鹿 52 小崎 綾也吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 500－ 22：26．91� 86．7�
24 サンマルホーム 牡6栗 51 岩崎 翼相馬 勇氏 山内 研二 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 448＋ 22：27．11 212．6�
816 リヤンドファミユ 牡6鹿 54 池添 謙一 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468＋102：27．31� 15．4�
48 プランスペスカ 牡6鹿 53 蛯名 正義山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 472－ 22：27．83 90．9�
611 アドマイヤフライト 牡7鹿 56 藤岡 康太近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 538± 02：29．7大差 27．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 66，725，900円 複勝： 92，180，300円 枠連： 45，174，000円
馬連： 187，061，100円 馬単： 73，846，800円 ワイド： 83，267，900円
3連複： 250，462，800円 3連単： 331，627，600円 計： 1，130，346，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 180円 � 500円 � 170円 枠 連（3－5） 1，270円

馬 連 �� 5，170円 馬 単 �� 8，590円

ワ イ ド �� 1，620円 �� 430円 �� 1，570円

3 連 複 ��� 7，100円 3 連 単 ��� 40，530円

票 数

単勝票数 計 667259 的中 � 170460（1番人気）
複勝票数 計 921803 的中 � 152108（3番人気）� 36123（9番人気）� 155900（2番人気）
枠連票数 計 451740 的中 （3－5） 27455（6番人気）
馬連票数 計1870611 的中 �� 27998（20番人気）
馬単票数 計 738468 的中 �� 6446（33番人気）
ワイド票数 計 832679 的中 �� 12589（20番人気）�� 54058（2番人気）�� 12984（19番人気）
3連複票数 計2504628 的中 ��� 26434（22番人気）
3連単票数 計3316276 的中 ��� 5932（119番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―12．3―12．3―11．9―12．0―12．2―12．2―12．2―11．7―12．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．5―23．5―35．8―48．1―1：00．0―1：12．0―1：24．2―1：36．4―1：48．6―2：00．3―2：12．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．8
1
3
14－3－11（6，7）（5，8）9（2，10）13（1，12，15）（4，16）
14－3＝11－6，7（5，9）13（2，10，8）15（1，12）（4，16）

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

勝馬の
紹 介

クリプトグラム �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．10．12 京都2着

2012．5．14生 牡4栗 母 チアズメッセージ 母母 チアズダンサー 8戦4勝 賞金 58，951，000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10日 晴 良 （28阪神2）第6日 第11競走 ��
��1，600�第76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 92，000，000円 37，000，000円 23，000，000円 14，000，000円 9，200，000円
付 加 賞 26，747，000円 7，642，000円 3，821，000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

713 ジ ュ エ ラ ー 牝3鹿 55 M．デムーロ青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 494－ 41：33．4 5．0�
612 シンハライト 牝3黒鹿55 池添 謙一 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 426－ 4 〃 ハナ 4．9�
510 アットザシーサイド 牝3鹿 55 福永 祐一吉田 照哉氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 430－101：33．71� 36．9�
35 メジャーエンブレム 牝3栗 55 C．ルメール �サンデーレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 502＋ 41：33．8	 1．5�
817 アドマイヤリード 牝3青鹿55 藤岡 康太近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 412± 01：33．9	 248．9�
715 ラベンダーヴァレイ 牝3鹿 55 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス	 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 428－ 21：34．11
 30．2

611 レッドアヴァンセ 牝3黒鹿55 武 豊 	東京ホースレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 430＋ 21：34．31
 22．0�
12 ブランボヌール 牝3芦 55 三浦 皇成前田 葉子氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 422－ 8 〃 クビ 129．6�
36 ビービーバーレル 牝3栗 55 石橋 脩坂東 勝彦氏 中舘 英二 浦河 絵笛牧場 480＋ 21：34．4� 222．0
47 デンコウアンジュ 牝3黒鹿55 川田 将雅田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 磯野牧場 442－ 8 〃 クビ 38．3�
23 メイショウスイヅキ 牝3鹿 55 松山 弘平松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 446＋ 41：34．61
 276．2�
816 ウインファビラス 牝3芦 55 松岡 正海	ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 442－ 21：34．7	 92．1�
11 キャンディバローズ 牝3鹿 55 菱田 裕二猪熊 広次氏 矢作 芳人 浦河 富田牧場 408＋ 2 〃 クビ 169．7�
714 カトルラポール 牝3鹿 55 秋山真一郎石井 義孝氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 458－ 41：35．12	 437．6�
59 � ジープルメリア 牝3黒鹿55 松田 大作 	キャピタル・システム 南井 克巳 米

Betz Thorough-
breds, Werner &
Humphrey

442－ 81：35．2クビ 357．0�
818 メイショウバーズ 牝3鹿 55 古川 吉洋松本 好�氏 本田 優 新ひだか 藤沢牧場 442＋ 4 〃 ハナ 471．8�
24 ソルヴェイグ 牝3栗 55 蛯名 正義	G1レーシング �島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460± 01：35．41
 76．9�
48 アッラサルーテ 牝3栗 55 和田 竜二吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 456－101：35．5クビ 357．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 709，648，600円 複勝： 791，424，100円 枠連： 419，267，700円 馬連： 1，983，041，300円 馬単： 1，260，421，400円
ワイド： 738，439，700円 3連複： 2，494，638，300円 3連単： 7，282，096，100円 5重勝： 733，252，800円 計： 16，412，230，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 240円 � 260円 � 810円 枠 連（6－7） 730円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 1，950円

ワ イ ド �� 320円 �� 1，320円 �� 1，430円

3 連 複 ��� 5，650円 3 連 単 ��� 20，330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����� 8，278，660円

票 数

単勝票数 計7096486 的中 � 1123120（3番人気）
複勝票数 計7914241 的中 � 974595（2番人気）� 843487（3番人気）� 213705（6番人気）
枠連票数 計4192677 的中 （6－7） 441340（3番人気）
馬連票数 計19830413 的中 �� 1681096（3番人気）
馬単票数 計12604214 的中 �� 484180（5番人気）
ワイド票数 計7384397 的中 �� 678746（3番人気）�� 133306（13番人気）�� 122451（14番人気）
3連複票数 計24946383 的中 ��� 330975（16番人気）
3連単票数 計72820961 的中 ��� 259682（43番人気）
5重勝票数 計7332528 的中 ����� 62

ハロンタイム 12．4―10．7―11．7―12．3―12．0―11．4―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．1―34．8―47．1―59．1―1：10．5―1：21．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジ ュ エ ラ ー �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Pistolet Bleu デビュー 2015．11．29 京都1着

2013．1．17生 牝3鹿 母 バルドウィナ 母母 Balioka 4戦2勝 賞金 155，101，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 エクラミレネール号・カイザーバル号・クロコスミア号
（非抽選馬） 1頭 ダイアナヘイロー号
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりジュエラー号・シンハライト号・アットザシーサイド号・メジャーエンブレム号は，優駿牝馬（GⅠ）競走に優
先出走できる。

10072 4月10日 晴 稍重 （28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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

815 ブライトアイディア 牡6栗 57 戸崎 圭太小川 勲氏 宮 徹 日高（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 528＋ 61：51．3 10．9�

510 ヨヨギマック 牡5栗 57 川田 将雅一村 哲也氏 岡田 稲男 新ひだか 荒木 貴宏 508＋ 41：51．4� 29．4�
47 マウントハレアカラ 牡4鹿 57 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 角居 勝彦 日高 日高大洋牧場 462± 01：51．71� 5．7�
48 タガノクレイオス 牡4鹿 57 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 508－ 21：51．8� 14．0�
12 ミッキースマホ 牡6栗 57 福永 祐一野田みづき氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 474－ 21：51．9クビ 13．5�
59 セイスコーピオン 牡6栗 57 藤岡 康太金田 成基氏 服部 利之 浦河 アイオイファーム 498－ 41：52．0	 36．1	
11 グレナディアーズ 牡5鹿 57 C．ルメール 
キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 504－ 21：52．1クビ 7．5�
714 メモリーシャルマン 牝7鹿 55 古川 吉洋橋元 幸次氏 湯窪 幸雄 浦河 谷川牧場 516－ 21：52．2� 255．8�
24 エノラブエナ 牡5鹿 57 小牧 太名古屋友豊� 宮本 博 千歳 社台ファーム B546－121：52．41
 2．7
611 タイガークラウン 牡5黒鹿57 蛯名 正義伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム 474－ 21：52．5クビ 20．7�
36 エンキンドル 牡5青 57 和田 竜二 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 B570－ 81：53．03 34．4�
713 オーロラポラリス 牡4鹿 57 太宰 啓介 
サンデーレーシング 沖 芳夫 安平 ノーザンファーム 508＋ 21：53．1	 7．3�
816� グレイレジェンド 牡8芦 57 熊沢 重文小野 博郷氏 松永 幹夫 新ひだか 稲葉牧場 470＋ 2 〃 クビ 236．3�
612 マイネルオフィール 牡4鹿 57 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 安平 ノーザンファーム 482＋ 41：53．31 21．9�
23 アテンファースト 牡6栗 57 城戸 義政玉置 潔氏 田中 章博 浦河 多田 善弘 490＋141：53．51 187．4�
35 メイショウコンカー 牡7栗 57 小崎 綾也松本 好雄氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 470± 01：54．88 142．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 104，323，100円 複勝： 148，344，800円 枠連： 68，949，500円
馬連： 302，408，600円 馬単： 119，967，100円 ワイド： 148，466，600円
3連複： 390，273，000円 3連単： 568，354，900円 計： 1，851，087，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，090円 複 勝 � 310円 � 650円 � 220円 枠 連（5－8） 6，200円

馬 連 �� 14，510円 馬 単 �� 25，800円

ワ イ ド �� 3，450円 �� 1，070円 �� 2，940円

3 連 複 ��� 23，260円 3 連 単 ��� 187，040円

票 数

単勝票数 計1043231 的中 � 75952（5番人気）
複勝票数 計1483448 的中 � 123820（4番人気）� 51478（11番人気）� 198203（2番人気）
枠連票数 計 689495 的中 （5－8） 8608（24番人気）
馬連票数 計3024086 的中 �� 16141（43番人気）
馬単票数 計1199671 的中 �� 3487（82番人気）
ワイド票数 計1484666 的中 �� 10880（43番人気）�� 36766（10番人気）�� 12826（34番人気）
3連複票数 計3902730 的中 ��� 12580（80番人気）
3連単票数 計5683549 的中 ��� 2203（592番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―13．1―12．4―12．1―12．2―12．5―12．1―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．4―36．5―48．9―1：01．0―1：13．2―1：25．7―1：37．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブライトアイディア �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2013．1．6 京都6着

2010．3．3生 牡6栗 母 マイティーカラー 母母 ジョディーディア 11戦4勝 賞金 70，570，000円
［他本会外：1戦1勝］

※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） 9頭 ウエスタンレベッカ号・エクストラゴールド号・セブンフォース号・タマモネイヴィー号・トラキチシャチョウ号・

マスクゾロ号・ミキノハルモニー号・レッドルグラン号・ロードフォワード号

５レース目



（28阪神2）第6日 4月10日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 178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

406，340，000円
2，530，000円
6，380，000円
40，070，000円
48，070，000円
73，230，000円
5，294，000円
1，708，800円

勝馬投票券売得金
1，200，628，700円
1，581，281，800円
701，788，000円
3，127，960，700円
1，800，350，800円
1，330，698，700円
3，994，381，200円
9，497，887，700円
733，252，800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
5 重 勝
計 23，968，230，400円

総入場人員 55，605名 （有料入場人員 53，570名）
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