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増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

10037 4月1日 晴 良 （30阪神2）第4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）

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

610 ミトノクイーン 牝3黒鹿54 田辺 裕信ロイヤルパーク 崎山 博樹 新ひだか タガミファーム B464＋ 21：55．6 12．0�
711 ウォーターレラ 牝3黒鹿54 川田 将雅山岡 良一氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 466＋ 21：55．7� 7．8�
33 ラ ド ル ク ス 牝3栗 54 浜中 俊水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 498＋ 81：55．8クビ 3．2�
11 ナリタカピリナ 牝3鹿 54 岩崎 翼�オースミ 松下 武士 新ひだか 岡田牧場 480＋ 21：56．12 117．7�
58 ザリーティー 牝3栗 54

51 ▲富田 暁中村 智幸氏 杉山 晴紀 様似 様似堀牧場 440＋ 21：56．2� 33．9�
46 ヴォーティブ 牝3栗 54 幸 英明佐々木主浩氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 512－ 41：56．41� 71．3	
69 マ エ ガ ミ 牝3黒鹿 54

51 ▲西村 淳也副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 木戸口牧場 420－ 21：56．72 232．7

22 セレンディバイト 牝3青 54 小牧 太水野 淳氏 松下 武士 日高 道見牧場 480± 01：56．8� 1．7�
813 エウプロシュネ 牝3鹿 54

51 ▲服部 寿希�高橋ファーム 湯窪 幸雄 新ひだか 高橋フアーム 434＋ 41：57．11� 253．8
45 ボルティモア 牝3鹿 54 国分 恭介�G1レーシング 宮 徹 千歳 社台ファーム B452－ 21：57．2クビ 13．4�
34 ウィッシュリスト 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太平田 修氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 452－ 41：58．15 249．5�
814 アランフェスリリー 牝3鹿 54

53 ☆義 英真大森 悌次氏 高橋 康之 浦河 �川 啓一 494－ 61：58．84 41．6�
712 スノービスケット 牝3鹿 54

53 ☆荻野 極吉川 朋宏氏 竹内 正洋 日高 スマイルファーム 466－ 41：59．01� 150．0�
57 クリノタカラモノ 牝3鹿 54 柴田 未崎栗本 博晴氏 飯田 雄三 新冠 海馬沢 明 428－ 41：59．63� 534．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 30，815，200円 複勝： 80，058，800円 枠連： 12，009，600円
馬連： 62，165，400円 馬単： 42，399，100円 ワイド： 40，803，000円
3連複： 91，299，100円 3連単： 161，587，800円 計： 521，138，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，200円 複 勝 � 490円 � 450円 � 250円 枠 連（6－7） 3，840円

馬 連 �� 4，030円 馬 単 �� 9，000円

ワ イ ド �� 780円 �� 650円 �� 490円

3 連 複 ��� 4，110円 3 連 単 ��� 32，880円

票 数

単勝票数 計 308152 的中 � 20498（4番人気）
複勝票数 計 800588 的中 � 39677（4番人気）� 44499（3番人気）� 94488（2番人気）
枠連票数 計 120096 的中 （6－7） 2419（11番人気）
馬連票数 計 621654 的中 �� 11942（10番人気）
馬単票数 計 423991 的中 �� 3530（21番人気）
ワイド票数 計 408030 的中 �� 13087（9番人気）�� 15954（7番人気）�� 22218（5番人気）
3連複票数 計 912991 的中 ��� 16659（13番人気）
3連単票数 計1615878 的中 ��� 3562（86番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―13．6―13．0―13．0―13．0―12．7―12．9―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―37．6―50．6―1：03．6―1：16．6―1：29．3―1：42．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F39．0
1
3
4，11（3，10）（2，14）（6，13）7（8，12）－5，9，1・（4，11，10）（3，2，13）5（6，14，12）8，9（7，1）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミトノクイーン �
�
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 2017．12．10 阪神11着

2015．4．28生 牝3黒鹿 母 ナリタブルースター 母母 ストームティグレス 5戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 マエガミ号の騎手西村淳也は，後検量について注意義務を怠り過怠金50，000円。
※スノービスケット号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

10038 4月1日 晴 良 （30阪神2）第4日 第2競走 ��1，400�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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

12 サンライズフルメン 牡3栗 56 松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 490－ 81：25．8 2．9�
816 コンコルドコンドル 牡3鹿 56 岩崎 翼布施 光章氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 488－ 21：27．07 3．9�
35 キタノナシラ �3鹿 56 国分 恭介北所 直人氏 坂口 正則 新冠 村上 欽哉 482＋ 4 〃 アタマ 28．8�
59 スマートアイビス 牡3黒鹿56 酒井 学大川 徹氏 西園 正都 新ひだか 静内山田牧場 502 ― 〃 ハナ 35．7�
815 ブラックピクシー 牝3黒鹿54 川島 信二�髙昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 520 ―1：27．21 6．5�
713 ワンダーヴーハーン 牡3鹿 56 荻野 琢真山本 能成氏 今野 貞一 新ひだか フクダファーム 470 ―1：27．62� 177．6	
510 コパノジャッキー 牡3栗 56 川須 栄彦小林 祥晃氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 482± 01：27．7� 19．0

47 ソ リ ロ キ ー 牡3黒鹿56 藤岡 康太ゴドルフィン 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 528－ 81：27．8クビ 6．6�
36 スズノアリュール 牡3鹿 56 中谷 雄太新木 鈴子氏 矢作 芳人 浦河 ヒダカフアーム 492＋ 41：27．9� 20．2�
714 ビギナーズラック 牡3鹿 56 四位 洋文KTレーシング 寺島 良 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B496－ 21：28．32� 15．4�
11 テイエムナナイロ 牡3栗 56

53 ▲川又 賢治竹園 正繼氏 山内 研二 新ひだか 嶋田牧場 456－ 41：28．51� 91．2�
611 ナムラガンバロー 牡3黒鹿56 田中 健奈村 信重氏 浜田多実雄 新ひだか 野坂牧場 432－ 21：28．71 138．5�
23 トモジャオーサム 牡3栗 56 国分 優作吉冨 学氏 大根田裕之 新ひだか 岡田牧場 516 ―1：29．65 129．7�
24 メジャーシャルマン 牝3栗 54 戸崎 圭太吉澤 克己氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 426－ 81：30．45 15．6�
612 アザミジョウ 牝3青 54 菱田 裕二河内 孝夫氏 岡田 稲男 新冠 中地 康弘 434－ 61：30．82� 255．9�
48 プラチナバローズ 牡3青鹿56 池添 謙一猪熊 広次氏 松下 武士 浦河 バンダム牧場 B462－101：31．01� 42．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，526，700円 複勝： 46，965，600円 枠連： 17，603，300円
馬連： 59，693，500円 馬単： 29，222，800円 ワイド： 43，839，500円
3連複： 92，094，700円 3連単： 106，202，500円 計： 425，148，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 140円 � 540円 枠 連（1－8） 390円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，180円

ワ イ ド �� 320円 �� 1，380円 �� 1，780円

3 連 複 ��� 4，700円 3 連 単 ��� 16，390円

票 数

単勝票数 計 295267 的中 � 80325（1番人気）
複勝票数 計 469656 的中 � 108420（1番人気）� 101491（2番人気）� 14232（9番人気）
枠連票数 計 176033 的中 （1－8） 34449（1番人気）
馬連票数 計 596935 的中 �� 68949（1番人気）
馬単票数 計 292228 的中 �� 18481（1番人気）
ワイド票数 計 438395 的中 �� 40590（1番人気）�� 7602（17番人気）�� 5813（19番人気）
3連複票数 計 920947 的中 ��� 14685（11番人気）
3連単票数 計1062025 的中 ��� 4696（35番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―34．8―47．2―59．8―1：12．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンライズフルメン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2018．2．4 京都2着

2015．3．9生 牡3栗 母 ラウンドダンス 母母 リアルファンシー 4戦1勝 賞金 8，150，000円
〔制裁〕 コパノジャッキー号の調教師村山明は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プラチナバローズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年5月1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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 カフジユニコーン号

第２回 阪神競馬 第４日



10039 4月1日 晴 良 （30阪神2）第4日 第3競走 ��
��2，000�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
2：01．0
2：01．0

不良
不良

612 ウォーターロレンス 牡3黒鹿56 中井 裕二山岡 正人氏 安田 隆行 日高 チャンピオン
ズファーム 456 ―2：09．0 89．6�

815 サンライズソル 牡3黒鹿56 小牧 太松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 日高 ヤナガワ牧場 490± 0 〃 ハナ 28．3�
11 ショウナンマリブ 牡3芦 56 池添 謙一国本 哲秀氏 松下 武士 日高 天羽牧場 466－ 22：09．21 6．1�
35 スズカビレッジ 牡3栗 56 田辺 裕信永井 啓弍氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 446＋ 22：09．83� 13．9�
24 マーナガルム 牡3鹿 56 �島 克駿吉田 勝己氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム B452± 02：10．22� 11．7�
12 ヴィンセント 牡3黒鹿56 M．デムーロ�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ B436－ 4 〃 クビ 1．9	
816 サウンドコラード 牡3鹿 56

55 ☆義 英真増田 雄一氏 高橋 康之 新ひだか 藤本牧場 514± 02：10．62� 10．8

36 シグナルコール 牡3鹿 56 松山 弘平前田 葉子氏 森田 直行 新ひだか タガミファーム 516＋ 62：10．91	 29．3�
48 ミトノブラック 牡3青鹿56 藤岡 佑介ロイヤルパーク 崎山 博樹 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 460－ 6 〃 ハナ 28．2�
713 カ タ ギ 牡3黒鹿56 国分 恭介杉澤 光雄氏 浜田多実雄 新冠 川島牧場 444－122：11．0� 46．1
611 アマノブライアン 牡3鹿 56 �島 良太中村 孝氏 中竹 和也 浦河 丸村村下

ファーム 572＋ 62：11．21
 612．4�
47 メイショウヤダマ 牡3芦 56

55 ☆加藤 祥太松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 高昭牧場 466－ 42：11．3クビ 32．0�
510 キングズテソーロ 牡3栗 56 三浦 皇成了德寺健二ホール

ディングス� 矢作 芳人 浦河 絵笛牧場 460－ 82：11．72� 113．3�
59 ビットピークス 牡3栃栗 56

53 ▲富田 暁礒川 正明氏 斉藤 崇史 新ひだか タガミファーム 488＋ 42：12．97 170．7�
714 ワンダーハスラット �3鹿 56 岩崎 翼山本 能成氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 486＋ 22：14．28 7．7�
23 ニホンピロアリエタ 牝3鹿 54

51 ▲西村 淳也小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 佐竹 学 472－ 42：14．62� 394．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，696，200円 複勝： 57，900，700円 枠連： 16，994，700円
馬連： 61，977，800円 馬単： 38，886，400円 ワイド： 48，505，100円
3連複： 99，120，700円 3連単： 139，189，600円 計： 494，271，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 8，960円 複 勝 � 3，580円 � 760円 � 260円 枠 連（6－8） 16，790円

馬 連 �� 97，820円 馬 単 �� 199，750円

ワ イ ド �� 20，100円 �� 11，180円 �� 1，960円

3 連 複 ��� 259，020円 3 連 単 ��� 1，201，330円

票 数

単勝票数 計 316962 的中 � 2830（12番人気）
複勝票数 計 579007 的中 � 3699（13番人気）� 18931（9番人気）� 70628（2番人気）
枠連票数 計 169947 的中 （6－8） 784（23番人気）
馬連票数 計 619778 的中 �� 491（76番人気）
馬単票数 計 388864 的中 �� 146（144番人気）
ワイド票数 計 485051 的中 �� 615（76番人気）�� 1109（58番人気）�� 6510（22番人気）
3連複票数 計 991207 的中 ��� 287（242番人気）
3連単票数 計1391896 的中 ��� 84（1245番人気）

ハロンタイム 12．7―11．9―12．6―12．9―12．8―13．0―13．1―13．3―13．3―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．6―37．2―50．1―1：02．9―1：15．9―1：29．0―1：42．3―1：55．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．1―3F40．0
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ウォーターロレンス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Hussonet 初出走

2015．5．7生 牡3黒鹿 母 ノーブルストーン 母母 Lace Wing 1戦1勝 賞金 5，000，000円

10040 4月1日 晴 良 （30阪神2）第4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
1：31．9
1：30．7

良
良

715 レッドガラン 牡3鹿 56 池添 謙一 �東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム 504 ―1：34．3 16．4�
48 � ラルムドランジュ 牝3青鹿54 川田 将雅�ノースヒルズ 高野 友和 愛 Barron-

stown Stud 410＋ 2 〃 アタマ 32．6�
59 ブレイニーラン 牡3鹿 56 田辺 裕信 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 454－101：34．62 2．4�
23 ブルベアトリュフ 牡3鹿 56 福永 祐一 �ブルアンドベア 千田 輝彦 浦河 �川 啓一 454－ 61：34．81	 6．1�
11 レジーナファースト 牝3鹿 54 三浦 皇成ライオンレースホース� 森田 直行 新ひだか 土田農場 468－ 61：34．9
 54．1	
816 プリヒストリー 牡3黒鹿56 M．デムーロゴドルフィン 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480＋ 21：35．11 4．0

12 トワイライトタイム 牡3青鹿56 戸崎 圭太三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 462－ 2 〃 アタマ 39．0�
611 ル ベ ラ イ ト 牡3鹿 56 藤岡 康太 �キャロットファーム 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 468－ 6 〃 クビ 19．6�
713 ポジティブスタンド �3鹿 56 太宰 啓介 �サンデーレーシング 高橋 亮 安平 追分ファーム 464－ 81：35．2クビ 23．6
714 ハギノアグレッシブ 牡3栗 56 �島 克駿日隈 良江氏 松田 国英 浦河 桑田牧場 B480± 01：35．41
 277．5�
36 � フロリダロス 牡3鹿 56 松岡 正海 �コスモヴューファーム 西園 正都 米

Southern Chase
Farm, Inc., Karen
Dodd & Greg Dodd

484－ 21：35．61 15．3�
612 マイネルルティレ 牡3栗 56 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥村 豊 新冠 ビッグレッドファーム 428＋ 41：35．81
 10．3�
47 アナザーパラダイス 牝3鹿 54 藤岡 佑介吉田 晴哉氏 清水 久詞 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488 ―1：36．12 66．5�
510 ブルベアアスパラ 牝3栗 54

53 ☆加藤 祥太 �ブルアンドベア 沖 芳夫 新冠 大林ファーム 422＋ 61：36．2クビ 429．7�
817 アクアレーヌ 牝3鹿 54 松山 弘平鈴木 照雄氏 坂口 正則 浦河 市川フアーム 442± 01：36．51� 349．8�
35 ギ ラ ー ミ ン �3栗 56 松田 大作谷 賢臣氏 松永 幹夫 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 486－ 81：36．6� 98．6�
818 シャイニインパクト 牝3黒鹿54 吉田 隼人藤澤眞佐子氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 424－ 61：37．02
 242．2�
24 インターステラー 牡3栗 56

55 ☆荻野 極前田 幸治氏 高橋 康之 浦河 宮内牧場 468 ―1：37．85 222．4�
（18頭）

売 得 金
単勝： 45，870，500円 複勝： 70，257，300円 枠連： 22，824，300円
馬連： 88，049，100円 馬単： 43，432，500円 ワイド： 59，757，600円
3連複： 127，992，700円 3連単： 177，536，800円 計： 635，720，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，640円 複 勝 � 440円 � 670円 � 130円 枠 連（4－7） 10，720円

馬 連 �� 43，380円 馬 単 �� 72，710円

ワ イ ド �� 7，420円 �� 1，030円 �� 1，410円

3 連 複 ��� 21，360円 3 連 単 ��� 304，280円

票 数

単勝票数 計 458705 的中 � 22254（6番人気）
複勝票数 計 702573 的中 � 32426（7番人気）� 19801（8番人気）� 208229（1番人気）
枠連票数 計 228243 的中 （4－7） 1650（26番人気）
馬連票数 計 880491 的中 �� 1573（59番人気）
馬単票数 計 434325 的中 �� 448（108番人気）
ワイド票数 計 597576 的中 �� 2002（51番人気）�� 15354（9番人気）�� 10981（15番人気）
3連複票数 計1279927 的中 ��� 4493（61番人気）
3連単票数 計1775368 的中 ��� 423（587番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．9―35．5―47．2―59．3―1：10．7―1：22．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F35．0
3 6－8（3，12）（5，11，14）2，16（1，9）17（10，15）－（7，18）－（4，13） 4 6－（8，12）14（3，5，11，9）（2，16）（1，15）（10，17）18（7，13）－4

勝馬の
紹 介

レッドガラン �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 シンボリクリスエス 初出走

2015．3．11生 牡3鹿 母 ダンスオンザルーフ 母母 ダンシングサンデー 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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ラプトレックス号・ルールダーマ号
（非抽選馬） 1頭 エイシンエポカル号



10041 4月1日 晴 良 （30阪神2）第4日 第5競走 ��1，200�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
1：08．8
1：08．7

重
重

815 ジョーカナチャン 牝3鹿 54 池添 謙一上田江吏子氏 松下 武士 新冠 三村 卓也 434± 01：13．4 15．3�
35 スターリーウォリア 牡3鹿 56

55 ☆荻野 極山口 正行氏 清水 久詞 浦河 田中スタッド 506＋ 4 〃 ハナ 2．5�
612 スリーヘリオス 牡3黒鹿56 国分 恭介永井商事� 村山 明 浦河 辻 牧場 480± 01：13．5� 15．7�
23 タ ガ ノ ア ム 牝3鹿 54 �島 克駿八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 470＋ 61：13．6クビ 7．5�
47 メイショウカギロイ 牡3鹿 56 戸崎 圭太松本 好雄氏 中村 均 浦河 村下 明博 486－ 41：13．7� 7．8�
714 ラフィングマッチ 牡3栗 56 酒井 学�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 平山牧場 486－ 2 〃 ハナ 44．1	
59 メイショウキタグニ 牡3黒鹿56 国分 優作松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 458＋ 41：13．8� 10．0

816� ソフトポジション 牡3鹿 56

54 △森 裕太朗北駿競走馬組合 山内 研二 青森 マルシチ牧場 448± 01：14．01 94．4�
36 サフランブーケ 牝3鹿 54 松岡 正海海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 428－ 61：14．1� 199．9�
510 モ ア イ 牡3黒鹿56 中井 裕二青山 洋一氏 笹田 和秀 日高 千葉飯田牧場 454－ 41：14．2� 31．6
48 ニシノダンテ 牡3青鹿 56

53 ▲西村 淳也西山 茂行氏 田所 秀孝 浦河 谷川牧場 490－ 41：14．41� 34．1�
24 ガ ウ ル 牡3鹿 56

55 ☆加藤 祥太吉澤 克己氏 庄野 靖志 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 480－ 21：14．5� 4．6�

12 アウトバーン 牡3鹿 56
53 ▲三津谷隼人中島 俊房氏 崎山 博樹 新ひだか 静内山田牧場 462＋ 21：14．81� 175．8�

611 ペ ガ ッ ソ 牡3黒鹿 56
53 ▲富田 暁栗田 知幸氏 谷 潔 浦河 津島 優治 474－ 21：15．22� 96．4�

11 トリプルキセキ 牡3鹿 56 松山 弘平�LS.M 森 秀行 新ひだか 山際牧場 444－ 2 〃 アタマ 105．6�
713 サンドクイーン 牝3栗 54 福永 祐一�KTレーシング 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 504＋ 21：15．94 44．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，899，100円 複勝： 57，391，400円 枠連： 20，636，400円
馬連： 78，337，900円 馬単： 38，770，800円 ワイド： 57，063，400円
3連複： 113，939，200円 3連単： 146，375，900円 計： 553，414，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，530円 複 勝 � 380円 � 140円 � 380円 枠 連（3－8） 2，000円

馬 連 �� 2，390円 馬 単 �� 6，320円

ワ イ ド �� 840円 �� 3，500円 �� 840円

3 連 複 ��� 10，960円 3 連 単 ��� 74，620円

票 数

単勝票数 計 408991 的中 � 21291（6番人気）
複勝票数 計 573914 的中 � 31846（6番人気）� 145066（1番人気）� 31531（7番人気）
枠連票数 計 206364 的中 （3－8） 7967（7番人気）
馬連票数 計 783379 的中 �� 25363（7番人気）
馬単票数 計 387708 的中 �� 4600（21番人気）
ワイド票数 計 570634 的中 �� 17844（9番人気）�� 4003（33番人気）�� 17869（8番人気）
3連複票数 計1139392 的中 ��� 7790（32番人気）
3連単票数 計1463759 的中 ��� 1422（204番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．6―12．2―12．9―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．5―46．7―59．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジョーカナチャン �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2017．12．17 阪神6着

2015．2．3生 牝3鹿 母 ラッキーダイス 母母 ミ ス ベ ガ ス 5戦2勝 賞金 12，200，000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。
（非当選馬） 2頭 エレスチャル号・ロイズブルー号

10042 4月1日 晴 良 （30阪神2）第4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）
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

44 ダノンレーザー 牡5栗 57 川田 将雅�ダノックス 中内田充正 新ひだか 千代田牧場 522＋ 81：53．7 2．5�
68 カフジナイサー 牡5黒鹿57 幸 英明加藤 守氏 木原 一良 新ひだか タイヘイ牧場 478± 01：54．02 6．1�
812 マイネルブロッケン 牡4青鹿57 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム B434± 0 〃 ハナ 2．7�
55 アドマイヤプリヴ 牡4青鹿57 田辺 裕信近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 442＋ 21：54．21 8．1�
56 モズダイキチ 牡4黒鹿57 藤岡 康太 �キャピタル・システム 牧浦 充徳 日高 目黒牧場 462＋ 81：54．62� 22．2�
22 クリノアントニヌス 牡4栗 57 	島 良太栗本 博晴氏 川村 禎彦 日高 竹島 幸治 530± 01：54．81
 32．2	
811 ワンダースペリオル 牡5鹿 57 荻野 琢真山本 能成氏 今野 貞一 新ひだか 真歌伊藤牧場 502＋ 21：55．12 31．5

67 エスポワールパレス 牡4鹿 57

56 ☆荻野 極小林 量氏 清水 久詞 新冠 秋田牧場 508＋ 41：55．31
 41．4�
79 ユノディエール 牡4鹿 57 菱田 裕二�KTレーシング 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 448－ 61：55．61� 38．6�
11 � ファイナンス 牡4黒鹿 57

54 ▲富田 暁近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B484＋ 61：55．81� 79．0
710 ファンタサイズ 牡5鹿 57 松若 風馬 �社台レースホース高柳 大輔 千歳 社台ファーム 440＋ 41：56．11� 87．3�
33  ソニックアロー 牡4栗 57 松山 弘平大野 照旺氏 浜田多実雄 米

Machmer Hall,
Carrie Brogden
& Craig Brogden

B532＋ 21：56．63 27．6�
（12頭）

売 得 金
単勝： 37，873，200円 複勝： 50，247，800円 枠連： 15，045，100円
馬連： 73，881，200円 馬単： 42，200，000円 ワイド： 52，926，300円
3連複： 107，306，600円 3連単： 169，344，800円 計： 548，825，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 150円 � 110円 枠 連（4－6） 860円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 1，690円

ワ イ ド �� 380円 �� 170円 �� 280円

3 連 複 ��� 670円 3 連 単 ��� 4，110円

票 数

単勝票数 計 378732 的中 � 118181（1番人気）
複勝票数 計 502478 的中 � 94982（2番人気）� 58324（3番人気）� 176613（1番人気）
枠連票数 計 150451 的中 （4－6） 13437（4番人気）
馬連票数 計 738812 的中 �� 54379（4番人気）
馬単票数 計 422000 的中 �� 18620（6番人気）
ワイド票数 計 529263 的中 �� 29778（4番人気）�� 98237（1番人気）�� 43921（3番人気）
3連複票数 計1073066 的中 ��� 119862（1番人気）
3連単票数 計1693448 的中 ��� 29846（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．0―37．0―49．5―1：02．5―1：15．6―1：28．7―1：41．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ダノンレーザー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2015．7．18 中京2着

2013．4．6生 牡5栗 母 リーサムガガ 母母 Toroca 12戦3勝 賞金 36，800，000円
〔発走状況〕 ファイナンス号は，枠内駐立不良〔坐る〕。



10043 4月1日 晴 良 （30阪神2）第4日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時25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
1：07．1
1：06．5

良
良

510 ブライティアレディ 牝5青鹿55 秋山真一郎小林 昌志氏 武 幸四郎 平取 雅 牧場 416± 01：08．7 12．7�
12 ルーズベルトゲーム 牝4黒鹿 55

52 ▲川又 賢治 �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム 434－ 4 〃 クビ 6．1�
23 スワーヴアーサー 牡5鹿 57 横山 典弘�NICKS 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 492＋101：08．8クビ 5．0�
713 アドマイヤデライト 牡5黒鹿57 田辺 裕信近藤 利一氏 梅田 智之 日高 幾千世牧場 532－121：09．01� 49．2�
11 アマルティア 牝5黒鹿55 三浦 皇成�ターフ・スポート作田 誠二 日高 幾千世牧場 450＋ 6 〃 クビ 16．1	
35 パールズベスト 牝4青鹿55 松山 弘平谷掛 龍夫氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 442－ 81：09．1� 26．4

815 ディープアドラーレ 牝4鹿 55

53 △森 裕太朗深見 敏男氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 438＋121：09．2� 144．6�
59 � マンボスカイ 牝4黒鹿55 北村 友一吉田 和美氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 500＋ 21：09．3� 22．4�
24 � スターゲイザー 牡4鹿 57 藤岡 康太野田 善己氏 角居 勝彦 新ひだか 飛野牧場 456± 01：09．4クビ 7．4
612 メイショウトキン �5黒鹿57 国分 恭介松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 富田牧場 482－ 2 〃 クビ 123．3�
816 ティーエスバラ 牡6鹿 57 太宰 啓介田畑 利彦氏 石橋 守 浦河 浦河日成牧場 498－ 41：09．5クビ 7．9�
47 トウカイレーヌ 牝4青 55 	島 克駿内村 正則氏 安田 隆行 新ひだか 平野牧場 428＋ 21：09．71� 4．6�
48 � ミーヤリープリー 牝4鹿 55 戸崎 圭太臺 佳彦氏 渡辺 薫彦 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 406－351：09．91
 69．9�
714 ヤマカツサファイヤ 牝5青鹿55 池添 謙一山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 522＋ 81：10．11
 8．3�
611 メイショウマイカゼ 牝5黒鹿 55

52 ▲富田 暁松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 B452＋ 21：10．2クビ 106．6�
36 ヤマニンベリンダ 牝4黒鹿55 岩崎 翼土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 458＋ 41：11．810 63．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，821，500円 複勝： 61，062，300円 枠連： 25，533，600円
馬連： 96，600，400円 馬単： 42，451，200円 ワイド： 64，518，600円
3連複： 140，459，600円 3連単： 164，626，700円 計： 637，073，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，270円 複 勝 � 390円 � 210円 � 200円 枠 連（1－5） 2，360円

馬 連 �� 5，610円 馬 単 �� 12，580円

ワ イ ド �� 1，720円 �� 1，520円 �� 700円

3 連 複 ��� 9，310円 3 連 単 ��� 75，300円

票 数

単勝票数 計 418215 的中 � 26158（7番人気）
複勝票数 計 610623 的中 � 35297（7番人気）� 78758（3番人気）� 85836（2番人気）
枠連票数 計 255336 的中 （1－5） 8363（12番人気）
馬連票数 計 966004 的中 �� 13330（25番人気）
馬単票数 計 424512 的中 �� 2530（56番人気）
ワイド票数 計 645186 的中 �� 9408（25番人気）�� 10722（19番人気）�� 24770（4番人気）
3連複票数 計1404596 的中 ��� 11309（33番人気）
3連単票数 計1646267 的中 ��� 1585（297番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．2―11．2―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．0―45．2―56．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブライティアレディ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 ダイタクリーヴァ デビュー 2016．1．10 京都13着

2013．4．16生 牝5青鹿 母 ブライティアパルス 母母 ストームサンデー 17戦2勝 賞金 18，550，000円
〔制裁〕 ブライティアレディ号の騎手秋山真一郎は，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：16

番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヤマニンベリンダ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年5月1日まで平地競

走に出走できない。

10044 4月1日 晴 良 （30阪神2）第4日 第8競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走13時55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
1：08．8
1：08．7

重
重

510� オールドベイリー 牡4黒鹿57 中井 裕二ゴドルフィン 中内田充正 米 Elm Tree
Farm, LLC 464＋ 21：12．4 4．5�

35 � スーパーモリオン 牡4青鹿57 藤岡 佑介林 正道氏 浅見 秀一 米 Mr. & Mrs.
Al Mazzetti 516＋ 21：12．61	 8．0�

47 
 ブロンズテーラー 牝7青鹿55 柴田 未崎中西 浩一氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド 464－ 61：12．7クビ 62．8�
815� アヴェーヌモン 牡6鹿 57

54 ▲三津谷隼人加藤 誠氏 中竹 和也 米 Justice Farm
& Greg Justice 546＋ 41：13．01� 155．5�

612 ベ ル ク リ ア 牝5芦 55 北村 友一水上 行雄氏 吉田 直弘 浦河 笠松牧場 454－ 41：13．1� 4．9�
12 タガノカトレア 牝4鹿 55 菱田 裕二八木 良司氏 岡田 稲男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 430－ 21：13．2� 16．1�
713 スターペスマリア 牝4栗 55 太宰 啓介河野和香子氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 484＋ 41：13．51� 53．1	
11 ブライスガウ 牝5栗 55 M．デムーロ一村 哲也氏 岡田 稲男 新ひだか グランド牧場 486＋ 41：13．6	 4．9

48 メイショウユメゴゼ 牝9栃栗55 国分 優作松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 486＋141：13．7	 52．6�
36 ウエスタンオウジ �8鹿 57 浜中 俊西川 賢氏 大竹 正博 新ひだか ウエスタンファーム B474－ 8 〃 ハナ 73．4�
611 マルカノカガヤキ 牡4黒鹿57 小牧 太日下部 猛氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 504＋ 71：13．91 36．2
59 オンリーワンスター 牝5鹿 55 岩崎 翼�宮内牧場 渡辺 薫彦 浦河 宮内牧場 448＋ 6 〃 アタマ 17．1�
23 アテンフェスタ 牡5栗 57

54 ▲川又 賢治河村 �平氏 寺島 良 浦河 多田 善弘 B494－ 61：14．21	 62．9�
714 シ ェ ア ー ド 牡5鹿 57 松山 弘平伊東 純一氏 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 472－ 41：14．3	 8．7�
816 クリノシャンボール 牡5黒鹿57 幸 英明栗本 博晴氏 川村 禎彦 新ひだか 水上 習孝 506＋ 41：14．51 23．8�
24 ミカエルシチー 牡6鹿 57

56 ☆荻野 極 �友駿ホースクラブ 橋口 慎介 浦河 駿河牧場 534± 01：14．6クビ 9．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 47，218，500円 複勝： 68，480，800円 枠連： 23，837，900円
馬連： 114，596，200円 馬単： 48，186，700円 ワイド： 71，410，500円
3連複： 156，552，600円 3連単： 191，290，300円 計： 721，573，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 180円 � 240円 � 1，180円 枠 連（3－5） 1，380円

馬 連 �� 1，750円 馬 単 �� 3，160円

ワ イ ド �� 630円 �� 5，990円 �� 5，460円

3 連 複 ��� 47，110円 3 連 単 ��� 165，490円

票 数

単勝票数 計 472185 的中 � 82583（1番人気）
複勝票数 計 684808 的中 � 120036（1番人気）� 75858（4番人気）� 11477（14番人気）
枠連票数 計 238379 的中 （3－5） 13320（4番人気）
馬連票数 計1145962 的中 �� 50582（4番人気）
馬単票数 計 481867 的中 �� 11421（7番人気）
ワイド票数 計 714105 的中 �� 31437（2番人気）�� 2952（60番人気）�� 3242（56番人気）
3連複票数 計1565526 的中 ��� 2492（140番人気）
3連単票数 計1912903 的中 ��� 838（480番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―12．0―12．4―12．2―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．2―35．2―47．6―59．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�オールドベイリー �
�
父 To Honor and Serve �

�
母父 Distorted Humor デビュー 2016．11．6 東京1着

2014．4．6生 牡4黒鹿 母 Passion Du Coeur 母母 Arianna’s Passion 9戦3勝 賞金 30，500，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 マルモレイナ号
（非抽選馬） 2頭 セングウ号・ヒカルランナー号



10045 4月1日 晴 良 （30阪神2）第4日 第9競走 ��
��2，000�

あ か し

明 石 特 別
発走14時25分 （芝・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 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．6
1：56．1

良
良

22 サトノグラン 牡4青鹿57 四位 洋文 �サトミホースカンパニー 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 482± 02：03．6 13．2�
66 アグネスリバティ 牡5黒鹿57 荻野 琢真上山 牧氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 482－ 4 〃 ハナ 2．9�
55 ホットファイヤー 牡5鹿 57 戸崎 圭太西田 彰宏氏 松元 茂樹 日高 スマイルファーム 478＋ 82：04．13 3．6�
11 マルカブリスク 牡5栗 57 秋山真一郎日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 442＋ 2 〃 ハナ 5．6�
44 � スティルウォーター 牝5黒鹿55 福永 祐一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 寺島 良 新ひだか 橋本牧場 416－ 62：04．31	 4．8�
88 モンドシャルナ 牡7鹿 57 川田 将雅山本 英俊氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 460－ 82：04．4
 8．6	
33 � ミスズダンディー 牡6鹿 57 三浦 皇成永井 啓弍氏 荒川 義之 浦河 バンブー牧場 458－ 22：04．5クビ 18．5

77 シ ト ロ ン 牝5鹿 55 城戸 義政�ミルファーム 田中 清隆 新ひだか 見上牧場 B450－102：05．35 124．7�

（8頭）

売 得 金
単勝： 40，275，700円 複勝： 40，777，100円 枠連： 発売なし
馬連： 94，751，400円 馬単： 48，598，800円 ワイド： 43，025，200円
3連複： 98，486，400円 3連単： 229，659，800円 計： 595，574，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，320円 複 勝 � 230円 � 130円 � 140円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 2，060円 馬 単 �� 4，600円

ワ イ ド �� 670円 �� 840円 �� 250円

3 連 複 ��� 2，140円 3 連 単 ��� 20，040円

票 数

単勝票数 計 402757 的中 � 24255（6番人気）
複勝票数 計 407771 的中 � 34948（6番人気）� 89359（1番人気）� 83052（2番人気）
馬連票数 計 947514 的中 �� 35588（9番人気）
馬単票数 計 485988 的中 �� 7911（22番人気）
ワイド票数 計 430252 的中 �� 15069（12番人気）�� 11814（13番人気）�� 52280（1番人気）
3連複票数 計 984864 的中 ��� 34393（8番人気）
3連単票数 計2296598 的中 ��� 8308（86番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．4―26．0―39．8―53．1―1：05．3―1：17．6―1：29．7―1：41．3―1：52．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．0―3F33．9
1
3
6－8，2（1，7）（3，4）5・（6，5）8（1，2）（3，4）7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノグラン 
�
父 ハーツクライ 

�
母父 ウォーエンブレム デビュー 2016．11．6 東京4着

2014．2．19生 牡4青鹿 母 スネガエクスプレス 母母 サンスプリング 14戦3勝 賞金 31，246，000円

10046 4月1日 晴 良 （30阪神2）第4日 第10競走 ��
��2，400�

みどうすじ

御堂筋ステークス
発走15時00分 （芝・右・外）
4歳以上，1，600万円以下，29．4．1以降30．3．25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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．1
2：22．1

良
良

811 ホウオウドリーム 牡4鹿 55 M．デムーロ小笹 芳央氏 矢作 芳人 洞�湖 レイクヴィラファーム 496± 02：27．4 3．6�
44 テーオーフォルテ 牡4鹿 55 藤岡 佑介小笹 公也氏 藤岡 健一 日高 ヤナガワ牧場 514＋ 8 〃 クビ 2．4�
66 アドマイヤエイカン 牡5鹿 56 田辺 裕信近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 504－142：27．5クビ 7．6�
55 � イ チ ダ イ 牡5鹿 55 戸崎 圭太合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 526－ 22：27．71	 16．0�
33 � スズカビスタ 牡7鹿 54 幸 英明永井 啓弍氏 谷 潔 平取 稲原牧場 466－102：27．8
 35．1�
22 � エリモジパング 牡8青鹿53 三浦 皇成山本三津子氏 中野 栄治 えりも エクセルマネジメント 460－18 〃 ハナ 82．3�
11 メイケイレジェンド 牡5鹿 54 四位 洋文名古屋競馬	 木原 一良 登別 青藍牧場 482－ 42：28．01 27．7

67 リ カ ビ ト ス 牝4鹿 53 池添 謙一 �キャロットファーム 奥村 武 安平 ノーザンファーム 422－ 22：28．1
 4．8�
79 マイネルレオーネ 牡6黒鹿54 川田 将雅 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 新ひだか 真歌田中牧場 396± 0 〃 クビ 13．8
78 サンマルホーム 牡8栗 51 松若 風馬相馬 勇氏 山内 研二 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 B440± 0 〃 アタマ 210．2�
810 コウエイワンマン 牡7黒鹿53 �島 克駿釘田 義広氏 川村 禎彦 新ひだか 田上 稔 526± 02：28．2クビ 107．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 67，321，200円 複勝： 70，557，000円 枠連： 25，462，100円
馬連： 158，884，300円 馬単： 81，861，500円 ワイド： 79，266，800円
3連複： 197，286，000円 3連単： 369，104，700円 計： 1，049，743，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 130円 � 110円 � 180円 枠 連（4－8） 510円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 1，120円

ワ イ ド �� 240円 �� 520円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，220円 3 連 単 ��� 5，410円

票 数

単勝票数 計 673212 的中 � 145751（2番人気）
複勝票数 計 705570 的中 � 144857（2番人気）� 197953（1番人気）� 72040（4番人気）
枠連票数 計 254621 的中 （4－8） 38101（3番人気）
馬連票数 計1588843 的中 �� 223053（1番人気）
馬単票数 計 818615 的中 �� 54452（2番人気）
ワイド票数 計 792668 的中 �� 94365（1番人気）�� 35364（8番人気）�� 48551（5番人気）
3連複票数 計1972860 的中 ��� 120908（2番人気）
3連単票数 計3691047 的中 ��� 49374（9番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―12．9―13．0―12．8―12．7―12．5―12．5―12．1―11．4―11．2―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．9―24．7―37．6―50．6―1：03．4―1：16．1―1：28．6―1：41．1―1：53．2―2：04．6―2：15．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ホウオウドリーム �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 メジロライアン デビュー 2017．5．14 京都6着

2014．1．31生 牡4鹿 母 メジロドーベル 母母 メジロビユーテイー 11戦4勝 賞金 53，396，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。

１レース目 ３レース目



10047 4月1日 晴 良 （30阪神2）第4日 第11競走 ��
��2，000�第62回大 阪 杯（ＧⅠ）

発走15時40分 （芝・右）
4歳以上；負担重量は，57�，牝馬2�減

日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 120，000，000円 48，000，000円 30，000，000円 18，000，000円 12，000，000円
付 加 賞 3，402，000円 972，000円 486，000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

1：57．6
1：56．1
1：58．9

良
良
良

815 スワーヴリチャード 牡4栗 57 M．デムーロ�NICKS 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 516－ 41：58．2 3．5�
35 ペルシアンナイト 牡4黒鹿57 福永 祐一�G1レーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム 482± 01：58．3� 16．3�
48 ア ル ア イ ン 牡4鹿 57 川田 将雅 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 516－ 61：58．4	 3．6�
23 ヤマカツエース 牡6栗 57 池添 謙一山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 518－ 41：58．61	 38．5�
11 ミッキースワロー 牡4鹿 57 横山 典弘野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 474－101：58．7クビ 12．3	
714 ダンビュライト 牡4黒鹿57 浜中 俊 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 482＋ 81：58．8� 20．1

12 サトノダイヤモンド 牡5鹿 57 戸崎 圭太 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 508＋ 21：59．22	 4．0�
59 ト リ オ ン フ 
4黒鹿57 田辺 裕信�KTレーシング 須貝 尚介 洞�湖 レイクヴィラファーム 532± 0 〃 クビ 19．4�
36 スマートレイアー 牝8芦 55 四位 洋文大川 徹氏 大久保龍志 新ひだか 岡田スタツド 474－ 21：59．3クビ 69．0
816 メートルダール 牡5鹿 57 松山 弘平 �キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 470－12 〃 ハナ 249．1�
612 ヤマカツライデン 牡6黒鹿57 酒井 学山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 540－ 41：59．51� 259．3�
611 ウインブライト 牡4芦 57 松岡 正海�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 468－ 61：59．71� 37．0�
24 シュヴァルグラン 牡6栗 57 三浦 皇成佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 470－ 4 〃 ハナ 9．2�
713 マサハヤドリーム 牡6鹿 57 北村 友一中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 478＋122：00．02 555．7�
510 サトノノブレス 牡8黒鹿57 幸 英明 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 洞�湖 メジロ牧場 510± 02：00．1	 107．8�
47 ゴールドアクター 牡7青鹿57 吉田 隼人居城 寿与氏 中川 公成 新冠 北勝ファーム 472－182：01．9大差 80．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 684，368，000円 複勝： 750，908，200円 枠連： 330，399，000円 馬連： 2，193，077，000円 馬単： 929，876，200円
ワイド： 1，009，655，900円 3連複： 3，260，902，500円 3連単： 5，934，097，700円 5重勝： 652，437，000円 計： 15，745，721，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 310円 � 140円 枠 連（3－8） 2，410円

馬 連 �� 2，930円 馬 単 �� 3，750円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 300円 �� 640円

3 連 複 ��� 2，780円 3 連 単 ��� 17，450円

5 重 勝
対象競走：阪神9R／中山10R／阪神10R／中山11R／阪神11R

キャリーオーバー なし����� 9，717，140円

票 数

単勝票数 計6843680 的中 � 1537688（1番人気）
複勝票数 計7509082 的中 � 1426197（2番人気）� 460556（5番人気）� 1591184（1番人気）
枠連票数 計3303990 的中 （3－8） 105988（9番人気）
馬連票数 計21930770 的中 �� 578873（12番人気）
馬単票数 計9298762 的中 �� 185969（14番人気）
ワイド票数 計10096559 的中 �� 231736（13番人気）�� 964458（1番人気）�� 389586（6番人気）
3連複票数 計32609025 的中 ��� 877348（6番人気）
3連単票数 計59340977 的中 ��� 246498（48番人気）
5重勝票数 計6524370 的中 ����� 47

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．1―36．5―48．9―1：01．1―1：12．9―1：24．1―1：35．2―1：46．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スワーヴリチャード �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2016．9．11 阪神2着

2014．3．10生 牡4栗 母 ピ ラ ミ マ 母母 Career Collection 10戦5勝 賞金 436，536，000円

10048 4月1日 晴 良 （30阪神2）第4日 第12競走 ��
��1，400�

な る と

鳴門ステークス
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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

46 ファッショニスタ 牝4鹿 55 川田 将雅ゴドルフィン 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 482－ 21：24．3 1．8�

23 テイエムグッドマン 牡4鹿 57 四位 洋文竹園 正繼氏 武 英智 新ひだか 本桐牧場 492± 01：24．4� 11．6�
712 トウケイワラウカド 牡5鹿 57 小牧 太木村 信彦氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大

作ステーブル 486－ 61：24．61	 36．7�
814
 メイショウボンロク 牡7栗 57 福永 祐一松本 好雄氏 松下 武士 浦河 高昭牧場 498－ 4 〃 クビ 20．3�
815 チェイスダウン 牡5鹿 57 松山 弘平畑佐 博氏 寺島 良 浦河 富田牧場 484－ 81：24．7クビ 36．1�
611 カネトシビバーチェ 牝7鹿 55 秋山真一郎兼松 忠男氏 大橋 勇樹 浦河 山下 恭茂 464± 0 〃 ハナ 11．9�
22 メイショウサチシオ 牝4黒鹿55 浜中 俊松本 好雄氏 石橋 守 浦河 磯野牧場 502＋ 21：24．8� 4．4	
58 ダンツゴウユウ 牡4栗 57 酒井 学山元 哲二氏 谷 潔 浦河 バンブー牧場 466－ 41：24．9� 28．2

11 メリートーン 牝5鹿 55 北村 友一水上ふじ子氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 452－ 41：25．32� 18．6�
59 ジュエルメーカー 牝6黒鹿55 国分 優作前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 506－ 81：25．4クビ 218．3�
47 
 メイショウオルソ 牡5黒鹿57 太宰 啓介松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 日の出牧場 516－ 2 〃 クビ 39．8
713 ヨウライフク �6栗 57 幸 英明小野 建氏 奥村 豊 浦河 三好牧場 B498－ 61：25．6� 105．9�
610 タマモイレブン 牡6鹿 57 池添 謙一タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 532± 01：25．91� 221．8�
34 スリラーインマニラ �5鹿 57 吉田 隼人古賀 慎一氏 武井 亮 浦河 惣田 英幸 442－ 61：26．43 33．3�
35 ツーエムマイスター 牡6黒鹿57 岩崎 翼水谷 昌晃氏 本田 優 浦河 丸幸小林牧場 456± 01：26．5� 21．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 100，683，400円 複勝： 207，229，900円 枠連： 62，518，100円
馬連： 262，873，700円 馬単： 153，534，900円 ワイド： 171，306，000円
3連複： 409，842，500円 3連単： 797，863，700円 計： 2，165，852，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 250円 � 560円 枠 連（2－4） 270円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 1，050円

ワ イ ド �� 430円 �� 1，190円 �� 4，190円

3 連 複 ��� 8，450円 3 連 単 ��� 23，250円

票 数

単勝票数 計1006834 的中 � 437492（1番人気）
複勝票数 計2072299 的中 � 1130447（1番人気）� 120115（4番人気）� 42747（11番人気）
枠連票数 計 625181 的中 （2－4） 175393（1番人気）
馬連票数 計2628737 的中 �� 218424（3番人気）
馬単票数 計1535349 的中 �� 108828（3番人気）
ワイド票数 計1713060 的中 �� 111272（3番人気）�� 35816（12番人気）�� 9762（38番人気）
3連複票数 計4098425 的中 ��� 36347（28番人気）
3連単票数 計7978637 的中 ��� 24872（66番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．7―12．3―12．5―12．3―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．0―34．7―47．0―59．5―1：11．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファッショニスタ �
�
父 ストリートセンス �

�
母父 Coronado’s Quest デビュー 2016．12．17 阪神1着

2014．3．25生 牝4鹿 母 アクアリスト 母母 Oyster Catcher 8戦4勝 賞金 67，021，000円

５レース目



（30阪神2）第4日 4月1日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 174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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

426，210，000円
12，840，000円
20，190，000円
5，930，000円
53，070，000円
12，000，000円
72，572，000円
5，116，000円
1，670，400円

勝馬投票券売得金
1，198，369，200円
1，561，836，900円
572，864，100円
3，344，887，900円
1，539，420，900円
1，742，077，900円
4，895，282，600円
8，586，880，300円
652，437，000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 24，094，056，800円

総入場人員 39，887名 （有料入場人員 38，457名）
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