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10061 4月8日 晴 重 （30阪神2）第6日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時05分 （ダート・右）

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

58 サンマルリトリート 牝3黒鹿54 戸崎 圭太相馬 勇氏 山内 研二 日高 三城ボクジョ
ウ株式会社 518＋ 81：54．1 1．6�

34 ナ ム ラ キ ヌ 牝3鹿 54 川田 将雅奈村 睦弘氏 高橋 義忠 日高 いとう牧場 458－ 21：54．73� 5．2�
11 クリノアスコット 牝3黒鹿54 藤岡 佑介栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 日高 宝寄山 忠則 414－ 61：55．55 4．7�
47 バーニングガール 牝3鹿 54 岩田 康誠長谷川光司氏 安田 翔伍 浦河 �川フアーム 462＋ 21：55．81� 28．8�
23 テイエムアステル 牝3栗 54 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 494－ 21：56．11� 119．4�
22 アスールダリア 牝3栗 54 国分 恭介安原 浩司氏 西村 真幸 日高 幾千世牧場 416－ 21：56．2クビ 169．6�
712 リネンゴール 牝3鹿 54

51 ▲三津谷隼人戸山 光男氏 坂口 正則 日高 坪田 信作 432± 0 〃 ハナ 60．0	
35 クイーンステッラ 牝3黒鹿54 田辺 裕信ライオンレースホース
 飯田 雄三 新ひだか 片岡 博 464－ 6 〃 ハナ 18．5�
46 メイショウツヅラ 牝3青鹿54 北村 友一松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三栄牧場 436＋101：56．62� 205．5�
815 フォーチュンカムズ 牝3栗 54 幸 英明吉田 照哉氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム B444－ 81：57．34 17．7
611 チャーミングテイル 牝3栗 54

51 ▲富田 暁水上 行雄氏 平田 修 浦河 笠松牧場 462＋ 61：57．83 328．2�
610 リボンチャン 牝3鹿 54 川須 栄彦三宅 勝俊氏 高橋 康之 日高 長谷川牧場 498－ 41：58．01� 62．9�
814 ハ レ イ ワ 牝3鹿 54 松山 弘平山住 勲氏 松下 武士 浦河 高松牧場 490－101：58．21� 97．3�
713 セ ク レ タ 牝3鹿 54 荻野 琢真前原 敏行氏 今野 貞一 浦河 カナイシスタッド 460 ―1：59．68 138．0�
59 レベルドアリュール 牝3栗 54 藤岡 康太 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 羽月 友彦 浦河 谷口牧場 486 ―2：03．0大差 52．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 25，150，000円 複勝： 64，641，600円 枠連： 11，587，300円
馬連： 49，070，300円 馬単： 29，832，000円 ワイド： 33，456，000円
3連複： 77，661，700円 3連単： 116，901，600円 計： 408，300，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 110円 � 120円 枠 連（3－5） 300円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 520円

ワ イ ド �� 170円 �� 160円 �� 250円

3 連 複 ��� 310円 3 連 単 ��� 1，040円

票 数

単勝票数 計 251500 的中 � 123247（1番人気）
複勝票数 計 646416 的中 � 429884（1番人気）� 65396（2番人気）� 54748（3番人気）
枠連票数 計 115873 的中 （3－5） 29700（1番人気）
馬連票数 計 490703 的中 �� 111572（1番人気）
馬単票数 計 298320 的中 �� 42607（2番人気）
ワイド票数 計 334560 的中 �� 53897（2番人気）�� 58665（1番人気）�� 28239（3番人気）
3連複票数 計 776617 的中 ��� 184718（1番人気）
3連単票数 計1169016 的中 ��� 81087（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．7―36．5―49．3―1：02．3―1：15．3―1：28．4―1：41．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．8―3F38．8
1
3

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

勝馬の
紹 介

サンマルリトリート �
�
父 ハードスパン �

�
母父 Indian Ridge デビュー 2018．2．10 小倉5着

2015．5．7生 牝3黒鹿 母 スイートリトリート 母母 Aptostar 4戦1勝 賞金 9，500，000円
〔制裁〕 フォーチュンカムズ号の騎手幸英明は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セクレタ号・レベルドアリュール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年5月

8日まで平地競走に出走できない。
※バーニングガール号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

10062 4月8日 晴 重 （30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

36 メイショウテツワン 牡3鹿 56 岩田 康誠松本 好�氏 中内田充正 浦河 赤田牧場 490－ 21：12．3 1．4�
612 ルールダーマ 牡3栗 56 和田 竜二儀賀 好子氏 北出 成人 新ひだか 斉藤スタッド 464＋ 61：12．62 19．0�
713 ケイココサージュ 牝3芦 54 藤岡 康太 �コロンバスサークル 坂口 正則 新ひだか 藤沢牧場 438＋ 21：12．81 16．0�
12 マコトキッショウ 牡3芦 56 C．ルメール�ディアマント 松田 国英 新冠 新冠橋本牧場 466＋121：13．22� 7．4�
510 ウォーターシドモア 牝3鹿 54

51 ▲西村 淳也山岡 正人氏 田所 秀孝 浦河 本巣牧場 462－ 41：13．3� 41．6	
815 タ ユ ウ グ ロ 牡3鹿 56

55 ☆小崎 綾也田畑 利彦氏 小崎 憲 浦河 笹島 政信 508＋ 21：13．51� 99．5

816 セルリアンユウガ 牡3鹿 56 福永 祐一�イクタ 谷 潔 新冠 ムラカミファーム 456－14 〃 クビ 8．9�
24 モリノマリン 牝3鹿 54 秋山真一郎森 和久氏 浜田多実雄 新ひだか 有限会社石川牧場 438－ 41：13．6� 185．1
714 パワーアッシュ 牡3栗 56

55 ☆荻野 極�まの 大橋 勇樹 日高 高山 博 462＋ 8 〃 アタマ 215．1�
23 ベ ル リ ラ 牝3栗 54 大野 拓弥 �社台レースホース荒川 義之 安平 追分ファーム 420 ―1：13．81� 222．7�
35 コウユーヤマト 牡3鹿 56 松若 風馬加治屋貞光氏 森 秀行 宮崎 戸田 ゆり子 448－ 71：13．9クビ 277．0�
611 ラプトレックス 牡3栗 56 藤岡 佑介 �キャロットファーム 宮本 博 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478－ 21：14．11� 21．3�
59 ビ ッ グ ボ ス 牡3黒鹿56 松山 弘平小田切 光氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 482± 0 〃 ハナ 12．4�
11 タガノアヴニール 牡3栗 56 岡田 祥嗣八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 486－ 61：15．27 342．1�
48 ア ー ジ ェ ス 牡3栗 56

53 ▲三津谷隼人 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 中竹 和也 新ひだか 岡田スタツド 528 ―1：19．2大差 113．6�

47 オーミエスティーム 牡3栗 56 柴田 未崎岩﨑 僖澄氏 作田 誠二 新冠 坂元牧場 438 ―1：20．810 500．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 32，246，100円 複勝： 127，151，900円 枠連： 12，063，300円
馬連： 54，604，100円 馬単： 36，858，100円 ワイド： 36，307，300円
3連複： 74，117，500円 3連単： 132，827，300円 計： 506，175，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 300円 � 230円 枠 連（3－6） 640円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 1，460円

ワ イ ド �� 450円 �� 390円 �� 2，540円

3 連 複 ��� 3，780円 3 連 単 ��� 12，760円

票 数

単勝票数 計 322461 的中 � 179606（1番人気）
複勝票数 計1271519 的中 � 994971（1番人気）� 24909（6番人気）� 37330（5番人気）
枠連票数 計 120633 的中 （3－6） 14472（4番人気）
馬連票数 計 546041 的中 �� 37083（5番人気）
馬単票数 計 368581 的中 �� 18904（5番人気）
ワイド票数 計 363073 的中 �� 21639（5番人気）�� 25341（4番人気）�� 3281（22番人気）
3連複票数 計 741175 的中 ��� 14684（14番人気）
3連単票数 計1328273 的中 ��� 7544（38番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．6―12．1―12．3―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．0―34．6―46．7―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウテツワン �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2018．2．24 阪神2着

2015．4．19生 牡3鹿 母 メイショウゴウヒメ 母母 メイショウフクヒメ 3戦1勝 賞金 9，400，000円
〔制裁〕 パワーアッシュ号の騎手荻野極は，決勝線手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アージェス号・オーミエスティーム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年5月

8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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ベルノート号
（非抽選馬） 6頭 アブソルーター号・ピーナツ号・ベイブリッジ号・マウロカズマ号・マロンパンナ号・ラベンダーパープル号

第２回 阪神競馬 第６日



10063 4月8日 晴 重 （30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

59 アドバンスマルス 牡3鹿 56 戸崎 圭太広尾レース� 高柳 大輔 千歳 社台ファーム 492－ 41：54．6 3．4�
816 サイモンバイタル 牡3鹿 56 高倉 稜澤田 昭紀氏 川村 禎彦 新ひだか 田原橋本牧場 452＋ 2 〃 クビ 20．4�
815 グ ラ ウ ベ ン 牡3鹿 56 松若 風馬�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 440－ 61：55．02� 13．1�
510 ショウナンバローロ 牡3鹿 56 田辺 裕信国本 哲秀氏 西村 真幸 日高 シンボリ牧場 484－ 81：55．31� 10．5�
12 コ ラ ー ド 牡3芦 56

53 ▲富田 暁名古屋友豊� 木原 一良 浦河 宮内牧場 478＋121：55．4� 14．9�
713 セイリスペクト 牡3黒鹿56 M．デムーロ金田 成基氏 中村 均 日高 庄野牧場 B468± 01：55．5� 3．1	
714 サンライズセイハ 牡3鹿 56 大野 拓弥松岡 隆雄氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 476 ―1：56．13� 85．4

48 ソ ー グ レ ア 牡3黒鹿56 藤岡 康太�G1レーシング 須貝 尚介 安平 追分ファーム 464± 01：56．2� 4．7�
47 ラベンデュラン 牡3鹿 56 池添 謙一ディアレストクラブ� 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 422－ 21：57．05 43．4�
611 サルサデージャ 牡3鹿 56 国分 恭介畑佐 博氏 石橋 守 浦河 中神牧場 488－ 4 〃 クビ 110．3
36 ヒロノイッセイ 牡3鹿 56 川須 栄彦サンエイ開発� 村山 明 新ひだか 安田 豊重 510 ―1：58．9大差 23．6�
11 テイエムカナロア 牡3黒鹿56 小林 徹弥竹園 正繼氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 558＋ 41：59．11 120．6�
35 ネオヴィクトル 牡3栗 56 松山 弘平小林 仁幸氏 平田 修 日高 メイプルファーム 514 ―1：59．31� 178．8�
612 メイショウイズモ �3黒鹿56 岩崎 翼松本 好雄氏 本田 優 様似 中脇 一幸 498＋ 42：00．04 79．0�
23 セブンポイント 牡3鹿 56 和田 竜二前迫 義幸氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 494＋ 22：00．74 44．9�
24 サンワラワラ 牡3栗 56 四位 洋文 �加藤ステーブル 千田 輝彦 日高 有限会社

ケイズ 504－ 22：02．4大差 92．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，480，900円 複勝： 38，319，900円 枠連： 13，439，600円
馬連： 50，379，300円 馬単： 27，354，100円 ワイド： 36，333，100円
3連複： 71，665，700円 3連単： 92，102，700円 計： 355，075，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 320円 � 330円 枠 連（5－8） 980円

馬 連 �� 2，570円 馬 単 �� 3，560円

ワ イ ド �� 860円 �� 920円 �� 2，640円

3 連 複 ��� 9，140円 3 連 単 ��� 44，420円

票 数

単勝票数 計 254809 的中 � 59426（2番人気）
複勝票数 計 383199 的中 � 90822（1番人気）� 25979（5番人気）� 25257（6番人気）
枠連票数 計 134396 的中 （5－8） 10538（5番人気）
馬連票数 計 503793 的中 �� 15174（9番人気）
馬単票数 計 273541 的中 �� 5750（10番人気）
ワイド票数 計 363331 的中 �� 11067（9番人気）�� 10273（10番人気）�� 3410（25番人気）
3連複票数 計 716657 的中 ��� 5880（27番人気）
3連単票数 計 921027 的中 ��� 1503（128番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．3―37．2―50．0―1：02．5―1：15．5―1：28．3―1：41．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アドバンスマルス �
�
父 Jimmy Creed �

�
母父 Buddha デビュー 2017．9．16 中山14着

2015．5．29生 牡3鹿 母 ビジューミス 母母 Above the Odds 7戦1勝 賞金 9，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セブンポイント号・サンワラワラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年5月8日

まで平地競走に出走できない。
メイショウイズモ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年6月8日まで平地競
走に出走できない。

10064 4月8日 曇 良 （30阪神2）第6日 第4競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走11時35分 （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
1：44．5
1：43．9

良
良

11 ロードゴラッソ 牡3青 56 C．ルメール �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 460－ 61：48．3 4．4�
715 プルンクザール 牡3栗 56 松若 風馬水上ふじ子氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 458＋ 41：48．51� 31．7�
12 サトノエターナル 牡3鹿 56 川田 将雅 �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 430－ 21：48．71� 3．3�
818 タイセイトレンディ 牡3青鹿56 幸 英明田中 成奉氏 森田 直行 新ひだか タイヘイ牧場 468 ― 〃 クビ 28．3�
611 インノータイム 牡3栗 56 武 豊了德寺健二ホール

ディングス� 吉村 圭司 千歳 社台ファーム 402－141：48．91� 48．4�
510 エイシンレーザー 牡3鹿 56 和田 竜二平井 淑郎氏 川村 禎彦 新ひだか 松本牧場 492 ―1：49．0� 15．7	
36 マイアミブルー 牝3鹿 54

53 ☆小崎 綾也西田 彰宏氏 松永 昌博 日高 スマイルファーム 466± 01：49．21� 505．9

35 ナ ポ リ タ ン 牝3鹿 54 藤岡 佑介市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 新ひだか フジワラフアーム 472± 01：49．52 28．0�
714 ショウザドリーム 牡3黒鹿 56

53 ▲富田 暁 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 松田 国英 浦河 辻 牧場 424＋ 21：49．6� 378．1�

817 カフジフロンティア 牡3鹿 56 福永 祐一加藤 守氏 中竹 和也 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 510－ 4 〃 クビ 18．3

59 アンドレアス 	3青鹿56 M．デムーロ寺田千代乃氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 448－ 41：49．7クビ 3．1�
23 ミーティアトレイル 牡3芦 56 石橋 脩 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 444＋ 81：49．91 28．7�
612 ポ プ ラ 牝3栗 54 戸崎 圭太中村 祐子氏 角居 勝彦 新ひだか ケイアイファーム 450 ―1：50．64 10．8�
48 ヴィオローネ 牝3鹿 54 藤岡 康太 �社台レースホース中尾 秀正 千歳 社台ファーム 446－ 41：51．13 51．4�
24 ゴッドミラクル 牡3鹿 56

53 ▲西村 淳也�サンライズ 北出 成人 新ひだか 有限会社石川牧場 440＋ 21：51．42 286．8�
816 アローヘッドワン 牡3栗 56 小牧 太幅田 京子氏 笹田 和秀 平取 原田 新治 498－ 2 〃 クビ 109．0�
713 サンライズタキオン 牡3鹿 56 松山 弘平松岡 隆雄氏 平田 修 日高 ヤナガワ牧場 490 ―1：52．46 291．8�
47 タンバコージン 牡3鹿 56 北村 友一荻野 憲夫氏 千田 輝彦 新ひだか 藤原牧場 510＋ 41：56．0大差 485．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 35，354，800円 複勝： 48，691，100円 枠連： 20，489，500円
馬連： 66，380，800円 馬単： 31，306，200円 ワイド： 46，704，900円
3連複： 96，037，400円 3連単： 117，547，500円 計： 462，512，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 150円 � 550円 � 140円 枠 連（1－7） 2，770円

馬 連 �� 4，880円 馬 単 �� 7，780円

ワ イ ド �� 1，480円 �� 270円 �� 1，420円

3 連 複 ��� 4，100円 3 連 単 ��� 29，680円

票 数

単勝票数 計 353548 的中 � 63374（3番人気）
複勝票数 計 486911 的中 � 90363（2番人気）� 15179（8番人気）� 112334（1番人気）
枠連票数 計 204895 的中 （1－7） 5731（9番人気）
馬連票数 計 663808 的中 �� 10541（14番人気）
馬単票数 計 313062 的中 �� 3016（21番人気）
ワイド票数 計 467049 的中 �� 7356（15番人気）�� 52568（1番人気）�� 7648（14番人気）
3連複票数 計 960374 的中 ��� 17534（11番人気）
3連単票数 計1175475 的中 ��� 2871（85番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．5―34．8―46．9―59．5―1：12．1―1：24．0―1：36．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．8―3F36．2
3 4，6，16（1，3，18）（2，12，17）10，8，15，11（5，14）＝（9，13）＝7 4 ・（4，6）（16，18）（1，2，3）17，12（8，10，15）11（5，14）9＝13＝7

勝馬の
紹 介

ロードゴラッソ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2018．1．21 京都5着

2015．5．16生 牡3青 母 サッカーマム 母母 Traverse City 4戦1勝 賞金 9，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンライズタキオン号・タンバコージン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年

5月8日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 クリノダイヤモンド号
（非抽選馬） 2頭 オンワードマリー号・ソールライト号



10065 4月8日 曇 重 （30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

79 マイネルオスカル 牡3栗 56 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中村 均 日高 木村牧場 474－ 21：52．3 19．3�

812 エンパイアミライ 牡3黒鹿56 田辺 裕信田畑 利彦氏 西村 真幸 浦河 梅田牧場 500± 0 〃 アタマ 3．7�
55 ケールダンセール 牝3芦 54 松山 弘平名古屋友豊� 池添 学 安平 ノーザンファーム 496＋ 61：52．4� 7．0�
710 サクラアリュール 牡3栗 56 福永 祐一�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 464－ 41：52．5� 4．3�
67 タガノタイト 牡3鹿 56 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 462－ 21：52．71� 19．3�
33 ロビンズソング 牡3黒鹿56 C．ルメール 吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム B528－ 41：52．8クビ 3．6	
44 ギガバッケン 牡3鹿 56

55 ☆荻野 極 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 中川 公成 新ひだか 岡田スタツド 530＋ 41：52．9� 64．8


22 キーフラッシュ 牡3栗 56 藤岡 康太北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 浜口牧場 474－ 21：53．53� 147．3�
68 メイショウワザシ 牡3栗 56 秋山真一郎松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 540＋121：53．6� 8．3�
811 モズノーブルギフト 牡3黒鹿56 M．デムーロ �キャピタル・システム �島 一歩 日高 目黒牧場 530＋ 41：54．23� 13．7
56 カタトゥンボ 牡3栗 56

55 ☆小崎 綾也畑佐 博氏 牧田 和弥 新ひだか 神垣 道弘 488＋101：54．41 214．6�
11 レインボーナンバー 牡3黒鹿 56

53 ▲富田 暁 �サンデーレーシング 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 464－ 41：55．14 61．0�
（12頭）

売 得 金
単勝： 39，899，700円 複勝： 48，401，600円 枠連： 13，273，200円
馬連： 71，201，400円 馬単： 33，008，900円 ワイド： 42，554，000円
3連複： 92，460，300円 3連単： 121，510，100円 計： 462，309，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，930円 複 勝 � 410円 � 170円 � 190円 枠 連（7－8） 560円

馬 連 �� 3，290円 馬 単 �� 8，590円

ワ イ ド �� 1，300円 �� 1，690円 �� 480円

3 連 複 ��� 5，910円 3 連 単 ��� 50，220円

票 数

単勝票数 計 398997 的中 � 16488（8番人気）
複勝票数 計 484016 的中 � 24176（8番人気）� 84102（2番人気）� 68776（4番人気）
枠連票数 計 132732 的中 （7－8） 18311（1番人気）
馬連票数 計 712014 的中 �� 16729（16番人気）
馬単票数 計 330089 的中 �� 2882（38番人気）
ワイド票数 計 425540 的中 �� 8113（19番人気）�� 6197（22番人気）�� 24407（6番人気）
3連複票数 計 924603 的中 ��� 11733（25番人気）
3連単票数 計1215101 的中 ��� 1754（195番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．6―36．5―48．8―1：01．2―1：13．7―1：26．2―1：39．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マイネルオスカル �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2017．7．8 中京1着

2015．4．18生 牡3栗 母 バラベルサイユ 母母 ナイスグリンベル 3戦2勝 賞金 14，200，000円

10066 4月8日 曇 重 （30阪神2）第6日 第6競走 ��
��1，400�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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

11 アシャカリアン 牡4栗 57 幸 英明吉冨 学氏 大根田裕之 日高 豊洋牧場 480± 01：23．5 5．7�
35 ア タ ミ 牡4黒鹿 57

54 ▲西村 淳也副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 木村牧場 470± 01：23．6� 14．9�
12 スノードリーム 牝5芦 55

54 ☆小崎 綾也三田 昌宏氏 高橋 義忠 日高 ナカノファーム 454± 01：23．7	 71．9�
47 アドマイヤロマン 牡5栗 57 小牧 太近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 490＋ 2 〃 ハナ 11．6�
59 ジ オ ラ マ 牡5栗 57 C．ルメール �G1レーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 528＋ 2 〃 アタマ 3．8�
815 コンクエストシチー 
6栗 57 国分 恭介 �友駿ホースクラブ 村山 明 新ひだか 幌村牧場 462－ 21：23．8クビ 4．5	
24 � ワンダープレジール 牡6黒鹿57 田辺 裕信山本 能成氏 高柳 大輔 新ひだか フクダファーム 462－ 2 〃 クビ 47．4

714 ツーエムアーマー 牡4栗 57

56 ☆荻野 極村上 憲政氏 大橋 勇樹 新冠 石郷岡 雅樹 486＋ 81：24．01� 416．0�
713 ホイールバーニング 牡5栗 57 松山 弘平市川義美ホール

ディングス� 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム 540－ 21：24．32 35．1�
816 オモイサイフ 牡4栗 57 川島 信二小田切有一氏 谷 潔 浦河 荻伏三好フ

アーム 488＋ 21：24．4クビ 122．6
48 スズカチャレンジ 牡4鹿 57 藤岡 佑介永井 啓弍氏 木原 一良 新ひだか 静内山田牧場 486± 01：25．03	 79．7�
23 メイショウバーズ 牝5鹿 55 浜中 俊松本 好�氏 本田 優 新ひだか 藤沢牧場 472＋ 41：25．21	 7．8�
510� エーデルワイス 牝4栗 55 岩田 康誠河原 義宏氏 斉藤 崇史 浦河 桑田フアーム 492＋ 41：25．41� 5．6�
36 エポックメーカー 牡4鹿 57 和田 竜二林 正道氏 橋口 慎介 新ひだか 千代田牧場 506－ 61：25．5	 64．1�
612 ウインクレド 牡5鹿 57 大野 拓弥�ウイン 飯田 雄三 新ひだか 平野牧場 B502－ 41：25．6� 33．0�
611 トウカイクルーク 牝4黒鹿 55

52 ▲三津谷隼人内村 正則氏 安田 翔伍 新冠 長浜牧場 440－101：25．81� 195．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 37，395，900円 複勝： 55，540，800円 枠連： 17，593，700円
馬連： 70，487，400円 馬単： 30，102，500円 ワイド： 47，853，800円
3連複： 96，795，400円 3連単： 113，762，700円 計： 469，532，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 210円 � 350円 � 1，570円 枠 連（1－3） 1，960円

馬 連 �� 2，290円 馬 単 �� 4，380円

ワ イ ド �� 930円 �� 3，530円 �� 7，410円

3 連 複 ��� 28，200円 3 連 単 ��� 111，000円

票 数

単勝票数 計 373959 的中 � 52190（4番人気）
複勝票数 計 555408 的中 � 84332（2番人気）� 41523（6番人気）� 7511（11番人気）
枠連票数 計 175937 的中 （1－3） 6953（10番人気）
馬連票数 計 704874 的中 �� 23763（10番人気）
馬単票数 計 301025 的中 �� 5148（19番人気）
ワイド票数 計 478538 的中 �� 13779（11番人気）�� 3439（33番人気）�� 1619（57番人気）
3連複票数 計 967954 的中 ��� 2574（84番人気）
3連単票数 計1137627 的中 ��� 743（325番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―10．9―11．7―12．6―12．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．9―33．8―45．5―58．1―1：10．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．7―3F38．0
3 12－（6，9）10（5，14）（3，13）（2，7）（1，15）16（8，4）11 4 ・（12，9）10（6，5，14）（13，15）（7，1）3（2，16）8，4，11
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アシャカリアン �
�
父 サマーバード �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー 2016．10．22 京都3着

2014．4．14生 牡4栗 母 シックファイター 母母 インヴァイト 15戦2勝 賞金 23，650，000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） 2頭 エスペランサリュウ号・メイショウバンカラ号
（非抽選馬） 2頭 サイモンミラベル号・スマートアムール号



10067 4月8日 曇 良 （30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）
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
1：31．9
1：30．7

良
良

713 バティスティーニ 牡5鹿 57 C．ルメール �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 496＋ 21：33．9 2．2�
24 ウインシャトレーヌ 牝4栗 55 武 豊�ウイン 大久保龍志 新ひだか 岡田スタツド 494＋ 2 〃 ハナ 3．1�
12 ディヴァインハイツ 牝4鹿 55 岩田 康誠 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 472＋261：34．22 69．7�
714 ド ゥ オ ー モ 牡5鹿 57 藤岡 佑介広尾レース� 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 478＋ 61：34．3クビ 14．7�
47 トルネードアレイ 牡4黒鹿57 和田 竜二 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 452－ 2 〃 クビ 46．1	
510 ステラルージュ 牝4栗 55 高倉 稜野田 善己氏 渡辺 薫彦 新冠 中村 弘昭 402－ 21：34．4� 47．8

612 ウェーブヒーロー 牡5鹿 57 松山 弘平万波 健二氏 中尾 秀正 新冠 新冠橋本牧場 510＋101：34．5クビ 29．0�
35 アドマイヤアゼリ 牡4鹿 57 福永 祐一近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 452＋ 6 〃 ハナ 9．1�
11 コパノピエール 牡4鹿 57 川須 栄彦小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 482＋ 21：34．92	 14．8
817 インウィスパーズ 牡4鹿 57 松若 風馬金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 日高 日高大洋牧場 442＋ 21：35．0	 303．5�
611 ラントシャフト 牝4栗 55 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 450－ 6 〃 クビ 68．9�
36 
 モ ン ト 牡5鹿 57 小林 徹弥平山 靖氏 武 幸四郎 浦河 三嶋牧場 506－ 51：35．1クビ 337．2�
818 サ ラ ザ ン 牡5鹿 57 川島 信二 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム 474＋10 〃 クビ 225．7�
59 
 ハクユウロゼ 牝4鹿 55

52 ▲三津谷隼人 �H.Iコーポレーション 作田 誠二 新ひだか 山本 昇寿 466－ 21：35．2	 613．3�
23 カープストリーマー 牡5栗 57 石橋 脩 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 528－ 21：35．51� 22．7�
715 ハ ム レ ッ ト 牡4鹿 57

54 ▲富田 暁 �グリーンファーム松元 茂樹 安平 ノーザンファーム 430＋ 41：36．13	 131．2�
48 ミルトプリンス 牡4鹿 57 岩崎 翼永山 勝敏氏 石橋 守 新冠 長浜 忠 448＋ 21：36．52	 515．0�
816 ショウナンタイザン 牡5黒鹿57 藤岡 康太国本 哲秀氏 梅田 智之 浦河 秋場牧場 504＋ 2 〃 ハナ 12．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 40，177，400円 複勝： 54，194，000円 枠連： 20，036，700円
馬連： 83，721，900円 馬単： 37，416，600円 ワイド： 53，219，700円
3連複： 107，541，600円 3連単： 140，622，300円 計： 536，930，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 140円 � 1，080円 枠 連（2－7） 240円

馬 連 �� 310円 馬 単 �� 530円

ワ イ ド �� 190円 �� 3，030円 �� 3，070円

3 連 複 ��� 7，640円 3 連 単 ��� 23，850円

票 数

単勝票数 計 401774 的中 � 140493（1番人気）
複勝票数 計 541940 的中 � 147540（1番人気）� 117122（2番人気）� 7189（12番人気）
枠連票数 計 200367 的中 （2－7） 62741（1番人気）
馬連票数 計 837219 的中 �� 208853（1番人気）
馬単票数 計 374166 的中 �� 52443（1番人気）
ワイド票数 計 532197 的中 �� 93154（1番人気）�� 3769（33番人気）�� 3716（34番人気）
3連複票数 計1075416 的中 ��� 10555（22番人気）
3連単票数 計1406223 的中 ��� 4274（61番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．1―11．8―11．7―11．0―12．6―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．2―34．3―46．1―57．8―1：08．8―1：21．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．8―3F36．1
3 1，16（3，8）（12，15）－（2，4，18）13（5，7，17）（9，6）（11，14）10 4 1，16，3，8，12（15，18，17）（2，4，13）（5，7，14）6（9，10，11）

勝馬の
紹 介

バティスティーニ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．10．12 京都1着

2013．2．9生 牡5鹿 母 バプティスタ 母母 ビ ー バ ッ プ 11戦3勝 賞金 57，527，000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 ダイシンカレラ号・ファンタサイズ号

10068 4月8日 曇 稍重 （30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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

714 ヴェンジェンス 牡5栗 57 幸 英明宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 富田牧場 484－ 21：22．6 2．7�
713 キタサンガンバ 牡5鹿 57 戸崎 圭太�大野商事 小笠 倫弘 日高 株式会社

RUMIファーム 494－ 21：23．23� 8．1�
611 ダブルコーク 牡7黒鹿57 秋山真一郎�G1レーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 490＋ 81：23．41 16．7�
612 セ ネ ッ テ ィ 牡5鹿 57 C．ルメール �グリーンファーム音無 秀孝 千歳 社台ファーム 502± 01：23．61	 7．2�
59 テーオーソルジャー 牡7栗 57 小崎 綾也小笹 公也氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 484＋ 2 〃 ハナ 46．8	
35 ペイシャエヴァー 牡4鹿 57 岩田 康誠北所 直人氏 小笠 倫弘 新ひだか 中田 英樹 486－ 21：23．81� 8．4

510 サンビショップ 
6栗 57 川島 信二�三嶋牧場 谷 潔 浦河 吉田 又治 458－ 21：23．9� 68．9�
48 ブルームーン 牡6鹿 57 大野 拓弥�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 484－ 21：24．0クビ 12．3�
47 スズカプリズム 牝5栗 55 福永 祐一永井 啓弍氏 橋田 満 新冠 岩見牧場 480＋ 21：24．1� 4．8
816 トロピカルスパート 牝4栗 55 石橋 脩日向 均氏 高橋 文雅 新ひだか 坂本 健一 488± 01：24．31	 73．6�
12 ケルンウィナー 牡7栗 57 和田 竜二谷和 光彦氏 松田 国英 浦河 ひるかわ育

成牧場 520＋141：25．36 40．5�
24 タッチシタイ 牡8栗 57 松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 新ひだか 木下牧場 490± 01：25．72� 294．3�
36 ブラックジョー 
5青鹿57 北村 友一山内 邦一氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 476± 01：25．8� 86．0�
11 ワキノハガクレ 牡6黒鹿57 小牧 太脇山 良之氏 松下 武士 新冠 平山牧場 422－ 41：25．9� 118．2�
23 � アスタースウィング 牡4栗 57 田辺 裕信加藤 久枝氏 中竹 和也 米 WinStar

Farm, LLC B518＋101：26．0クビ 18．1�
815 アドマイヤシャドウ 牡9鹿 57 藤岡 康太近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 杵臼牧場 504± 01：26．53 197．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，158，000円 複勝： 50，338，700円 枠連： 20，897，800円
馬連： 89，404，700円 馬単： 35，071，800円 ワイド： 50，206，200円
3連複： 119，115，800円 3連単： 142，512，600円 計： 539，705，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 240円 � 240円 枠 連（7－7） 900円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，190円

ワ イ ド �� 400円 �� 710円 �� 1，700円

3 連 複 ��� 3，370円 3 連 単 ��� 9，370円

票 数

単勝票数 計 321580 的中 � 94206（1番人気）
複勝票数 計 503387 的中 � 117751（1番人気）� 46811（5番人気）� 46066（6番人気）
枠連票数 計 208978 的中 （7－7） 17803（5番人気）
馬連票数 計 894047 的中 �� 89785（1番人気）
馬単票数 計 350718 的中 �� 22048（1番人気）
ワイド票数 計 502062 的中 �� 34904（1番人気）�� 18018（5番人気）�� 7039（22番人気）
3連複票数 計1191158 的中 ��� 26465（8番人気）
3連単票数 計1425126 的中 ��� 11020（13番人気）

ハロンタイム 12．0―10．3―11．0―11．8―12．4―12．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．3―33．3―45．1―57．5―1：09．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴェンジェンス �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2015．9．27 阪神1着

2013．3．26生 牡5栗 母 スペシャルクイン 母母 ソシアルクイーン 12戦3勝 賞金 52，113，000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 アバンサル号・キングディグニティ号
（非抽選馬） 1頭 シゲルゴホウサイ号



10069 4月8日 曇 良 （30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 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．6
1：56．1

良
良

69 オールフォーラヴ 牝3鹿 54 川田 将雅 �ロードホースクラブ 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム 442－ 82：00．5 2．1�
11 リュヌルージュ 牝3鹿 54 福永 祐一窪田 康志氏 斉藤 崇史 平取 坂東牧場 446± 0 〃 ハナ 52．0�
711 ゴージャスランチ 牝3黒鹿54 横山 典弘吉田 千津氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 486＋ 82：00．6� 35．5�
58 ソシアルクラブ 牝3栗 54 岩田 康誠 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 452＋ 22：00．7クビ 10．4�
813 ウインラナキラ 牝3鹿 54 大野 拓弥�ウイン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 398＋ 62：01．12� 122．0	
46 シグナライズ 牝3鹿 54 C．ルメール �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 484± 02：01．2� 5．5

814 アモーレミオ 牝3芦 54 戸崎 圭太 �キャロットファーム 勢司 和浩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474－ 8 〃 ハナ 30．1�
712	 ラ ン ド ネ 牝3鹿 54 武 豊合同会社小林英一

ホールディングス 角居 勝彦 米 Winches-
ter Farm 510－ 22：01．73 4．1�

45 マリアバローズ 牝3黒鹿54 和田 竜二猪熊 広次氏 石坂 正 日高 白井牧場 426－ 22：01．91 69．8
22 アリストライン 牝3黒鹿54 M．デムーロ �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 454± 02：02．0
 9．4�
34 トーホウアルテミス 牝3栗 54 松若 風馬東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 474＋102：02．32 35．8�
610 スターリーステージ 牝3鹿 54 石橋 脩吉田 勝己氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 440－ 82：02．51 39．9�
33 クリノクリストフ 牝3鹿 54 国分 恭介栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 株式会社カ

ネツ牧場 434－152：02．6� 599．1�
57 サヤカチャン 牝3鹿 54 幸 英明瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 新ひだか 棚川 光男 B458－ 42：03．02� 61．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 77，583，700円 複勝： 91，727，600円 枠連： 23，358，600円
馬連： 149，343，100円 馬単： 66，111，900円 ワイド： 80，657，500円
3連複： 197，604，800円 3連単： 280，259，400円 計： 966，646，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 130円 � 950円 � 660円 枠 連（1－6） 6，630円

馬 連 �� 4，990円 馬 単 �� 6，980円

ワ イ ド �� 1，590円 �� 1，220円 �� 7，160円

3 連 複 ��� 28，400円 3 連 単 ��� 105，550円

票 数

単勝票数 計 775837 的中 � 282862（1番人気）
複勝票数 計 917276 的中 � 269471（1番人気）� 18324（11番人気）� 27535（8番人気）
枠連票数 計 233586 的中 （1－6） 2727（19番人気）
馬連票数 計1493431 的中 �� 23179（16番人気）
馬単票数 計 661119 的中 �� 7098（24番人気）
ワイド票数 計 806575 的中 �� 13124（15番人気）�� 17358（13番人気）�� 2817（55番人気）
3連複票数 計1976048 的中 ��� 5217（77番人気）
3連単票数 計2802594 的中 ��� 1925（285番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―11．9―11．4―11．7―11．7―12．0―12．6―12．6―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．9―35．8―47．2―58．9―1：10．6―1：22．6―1：35．2―1：47．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オールフォーラヴ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2018．1．21 京都1着

2015．3．14生 牝3鹿 母 レディアルバローザ 母母 ワンフォーローズ 3戦2勝 賞金 29，380，000円

10070 4月8日 曇 良 （30阪神2）第6日 第10競走 ��
��1，400�大阪―ハンブルクカップ

発走15時00分 （芝・右）
4歳以上，1，600万円以下，29．4．8以降30．4．1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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．5
1：19．0

良
良

24 ヤマカツグレース 牝4栗 53 池添 謙一山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 456＋101：21．1 26．1�
36 レインボーフラッグ 牡5鹿 56 川田 将雅 �グリーンファーム小崎 憲 千歳 社台ファーム 468＋ 4 〃 クビ 6．9�
23 クリアザトラック 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 安平 ノーザンファーム 454＋ 41：21．31� 5．5�
12 クィーンズベスト 牝5鹿 53 武 豊林 正道氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 508－ 4 〃 クビ 2．7�
48 スノーエンジェル 牝6芦 52 田中 健三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 472＋161：21．4クビ 130．7�
715 ネオスターダム 牡6黒鹿55 松山 弘平一村 哲也氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 498＋16 〃 ハナ 161．9	
47 エスティタート 牝5鹿 55 横山 典弘 
キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440－ 4 〃 クビ 6．7�
35 キャプテンペリー �5栗 55 大野 拓弥千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 488－121：21．5	 23．4�
59 ペ ス カ ネ ラ 牝4黒鹿52 高倉 稜山口 敦広氏 松下 武士 新冠 斉藤 安行 438＋ 21：21．6	 179．9
510 モ ア ナ 牝4青鹿53 戸崎 圭太吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 488－121：21．7クビ 11．9�
611 エントリーチケット 牝4栗 53 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 448＋ 21：21．8
 20．3�
612 デンコウウノ 牡7鹿 54 幸 英明田中 康弘氏 渡辺 薫彦 様似 中脇 一幸 508＋ 61：21．9クビ 371．8�
818� エルフィンコーブ 牝5鹿 52 荻野 極吉田 和子氏 池添 学 米

John David O’Far-
rell & J. Michael
O’Farrell, Jr.

522＋201：22．11� 322．5�
817 アドマイヤナイト 牝6栗 54 藤岡 康太近藤 利一氏 梅田 智之 新冠 新冠橋本牧場 444－101：22．2
 36．7�
714 テ ィ ソ ー ナ �5黒鹿56 C．ルメール 
キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 496－10 〃 クビ 7．4�
713 クインズサリナ 牝4黒鹿52 松若 風馬亀田 和弘氏 西村 真幸 新ひだか 佐竹 学 440＋ 2 〃 ハナ 206．8�
11 ベ ル カ プ リ 牝4鹿 52 小崎 綾也合同会社雅苑興業 西浦 勝一 安平 ノーザンファーム 456－ 81：22．3
 250．0�
816 ティーエスネオ 牡7芦 54 浜中 俊田畑 利彦氏 武 幸四郎 浦河 浦河日成牧場 534＋ 21：23．89 337．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 72，929，500円 複勝： 107，173，200円 枠連： 34，502，800円
馬連： 189，226，500円 馬単： 73，222，000円 ワイド： 101，213，500円
3連複： 255，216，600円 3連単： 320，917，600円 計： 1，154，401，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，610円 複 勝 � 490円 � 200円 � 230円 枠 連（2－3） 1，260円

馬 連 �� 8，070円 馬 単 �� 18，820円

ワ イ ド �� 1，980円 �� 2，010円 �� 780円

3 連 複 ��� 13，280円 3 連 単 ��� 139，570円

票 数

単勝票数 計 729295 的中 � 22282（9番人気）
複勝票数 計1071732 的中 � 47175（8番人気）� 152800（2番人気）� 131519（3番人気）
枠連票数 計 345028 的中 （2－3） 21137（4番人気）
馬連票数 計1892265 的中 �� 18163（27番人気）
馬単票数 計 732220 的中 �� 2917（64番人気）
ワイド票数 計1012135 的中 �� 12892（25番人気）�� 12705（26番人気）�� 34829（7番人気）
3連複票数 計2552166 的中 ��� 14413（47番人気）
3連単票数 計3209176 的中 ��� 1667（412番人気）

ハロンタイム 12．1―10．4―11．3―11．7―11．9―11．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．5―33．8―45．5―57．4―1：09．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヤマカツグレース �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2016．9．3 札幌1着

2014．3．7生 牝4栗 母 ヤマカツマリリン 母母 イクセプトフォーワンダ 12戦2勝 賞金 62，979，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※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 スカイパッション号・テイエムゲッタドン号

２レース目



10071 4月8日 晴 良 （30阪神2）第6日 第11競走 ��
��1，600�第78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 105，000，000円 42，000，000円 26，000，000円 16，000，000円 10，500，000円
付 加 賞 24，703，000円 7，058，000円 3，529，000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

1：31．9
1：30．7
1：33．3

良
良
良

713 アーモンドアイ 牝3鹿 55 C．ルメール �シルクレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 462－ 21：33．1 3．9�
11 ラッキーライラック 牝3栗 55 石橋 脩 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 488－ 61：33．41� 1．8�
59 リリーノーブル 牝3鹿 55 川田 将雅 �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 498± 01：33．5	 7．4�
47 トーセンブレス 牝3黒鹿55 柴田 善臣島川 �哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 456± 01：33．81� 42．1�
817 マ ウ レ ア 牝3鹿 55 武 豊落合 幸弘氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 440＋ 2 〃 ハナ 13．5	
23 リバティハイツ 牝3鹿 55 北村 友一 �社台レースホース高野 友和 千歳 社台ファーム 440－ 2 〃 ハナ 62．3

35 レッドサクヤ 牝3黒鹿55 松山 弘平 �東京ホースレーシング 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 466＋ 4 〃 ハナ 70．4�
36 スカーレットカラー 牝3鹿 55 岩田 康誠前田 幸治氏 高橋 亮 新冠 株式会社

ノースヒルズ 436－ 6 〃 クビ 193．3
818 ツ ヅ ミ モ ン 牝3黒鹿55 秋山真一郎 �いとはんホール

ディングス 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 522－10 〃 ハナ 277．7�
715 プリモシーン 牝3青鹿55 戸崎 圭太 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 478－ 41：34．01
 23．4�
24 アンコールプリュ 牝3黒鹿55 藤岡 康太金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 422－ 41：34．32 45．4�
816 フィニフティ 牝3芦 55 福永 祐一 �キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 420－ 61：34．51	 20．1�
612 デルニエオール 牝3栗 55 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 408－ 21：34．6クビ 71．4�
48 ハーレムライン 牝3鹿 55 大野 拓弥吉田 千津氏 田中 清隆 千歳 社台ファーム 450－ 6 〃 クビ 66．2�
714 レッドレグナント 牝3鹿 55 M．デムーロ �東京ホースレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 472－ 21：34．7	 24．2�
611 コーディエライト 牝3栗 55 和田 竜二�G1レーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 462－ 81：35．12	 341．0�
510 ア ン ヴ ァ ル 牝3鹿 55 藤岡 佑介 �社台レースホース藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450± 01：35．2� 124．8�
（17頭）

12 アマルフィコースト 牝3黒鹿55 浜中 俊 �社台レースホース牧田 和弥 千歳 社台ファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 806，032，200円 複勝： 788，328，100円 枠連： 574，261，700円 馬連： 2，324，737，000円 馬単： 1，143，021，900円
ワイド： 1，037，746，200円 3連複： 3，397，405，500円 3連単： 6，846，482，500円 5重勝： 678，932，300円 計： 17，596，947，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 140円 � 110円 � 140円 枠 連（1－7） 380円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 990円

ワ イ ド �� 230円 �� 430円 �� 230円

3 連 複 ��� 830円 3 連 単 ��� 3，780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����� 4，614，100円

票 数

単勝票数 差引計8060322（返還計 7345） 的中 � 1638207（2番人気）
複勝票数 差引計7883281（返還計 11544） 的中 � 1186143（2番人気）� 2628489（1番人気）� 1132231（3番人気）
枠連票数 差引計5742617（返還計 7445） 的中 （1－7）1146265（1番人気）
馬連票数 差引計23247370（返還計 63265） 的中 �� 3903427（1番人気）
馬単票数 差引計11430219（返還計 29830） 的中 �� 857844（3番人気）
ワイド票数 差引計10377462（返還計 36559） 的中 �� 1238258（1番人気）�� 537646（4番人気）�� 1207852（2番人気）
3連複票数 差引計33974055（返還計169425） 的中 ���3041999（1番人気）
3連単票数 差引計68464825（返還計309140） 的中 ���1310781（4番人気）
5重勝票数 差引計6789323（返還計 3156） 的中 ����� 103

ハロンタイム 12．3―10．7―11．5―12．1―12．1―11．5―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．0―34．5―46．6―58．7―1：10．2―1：21．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アーモンドアイ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．8．6 新潟2着

2015．3．10生 牝3鹿 母 フサイチパンドラ 母母 ロッタレース 4戦3勝 賞金 175，958，000円
〔出走取消〕 アマルフィコースト号は，疾病〔左前肢跛行〕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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 アリア号・イサチルルンルン号・サヤカチャン号・シグナライズ号・ファストライフ号・ラブカンプー号
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりアーモンドアイ号・ラッキーライラック号・リリーノーブル号・トーセンブレス号・マウレア号は，
優駿牝馬（GⅠ）競走に優先出走できる。

10072 4月8日 晴 稍重 （30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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

814� ストロングバローズ 牡5鹿 57 田辺 裕信猪熊 広次氏 堀 宣行 米 Fox
Straus KY 546－101：51．2 11．5�

611 フォンターナリーリ 牝5鹿 55 川田 将雅吉田 和美氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 490± 0 〃 クビ 4．1�
58 ワイルドカード 牡4鹿 57 M．デムーロゴドルフィン 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 546＋ 41：51．41	 2．5�
11 テルペリオン 牡4栗 57 松若 風馬�ダイリン 寺島 良 浦河 谷川牧場 528± 01：51．5
 7．7�
23 タイセイパルサー 牡5黒鹿57 藤岡 佑介田中 成奉氏 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 496－ 2 〃 アタマ 46．0�
47 アンデスクイーン 牝4栗 55 岩田 康誠 �グリーンファーム西園 正都 安平 ノーザンファーム 484＋ 4 〃 ハナ 39．1	
35 クリノリトミシュル 牝5鹿 55 C．ルメール 栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 日高 宝寄山 忠則 496－ 21：51．71 5．3

34 ドラゴンシュバリエ 牡5芦 57 幸 英明窪田 芳郎氏 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 506± 01：52．23 178．6�
713 ニホンピロヘーゼル 牝5鹿 55 北村 友一小林百太郎氏 安達 昭夫 新ひだか 友田牧場 516＋ 81：53．47 61．7�
610 カルムパシオン �5鹿 57 和田 竜二前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 524－ 4 〃 アタマ 348．9
712 シャドウダンサー �7黒鹿57 戸崎 圭太飯塚 知一氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 494－ 61：53．5クビ 27．6�
815� ディープオーパス 牡5芦 57 藤岡 康太深見 敏男氏 藤岡 健一 米 Richard

Shultz B488－ 4 〃 アタマ 33．0�
46 ウエスタンラムール 牡6黒鹿57 高倉 稜西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 460－ 4 〃 アタマ 609．4�
22 ミキノグランプリ 牡7栗 57 田中 健谷口 久和氏 南井 克巳 浦河 浦河育成牧場 476± 01：53．6クビ 427．8�
59 シ ロ ニ イ 牡4白 57 武 豊金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 502－ 61：54．23� 12．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 138，043，100円 複勝： 151，751，100円 枠連： 62，711，600円
馬連： 297，801，800円 馬単： 136，125，000円 ワイド： 168，842，500円
3連複： 395，146，500円 3連単： 628，483，700円 計： 1，978，905，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，150円 複 勝 � 230円 � 150円 � 140円 枠 連（6－8） 1，740円

馬 連 �� 2，690円 馬 単 �� 6，700円

ワ イ ド �� 790円 �� 750円 �� 290円

3 連 複 ��� 2，580円 3 連 単 ��� 25，850円

票 数

単勝票数 計1380431 的中 � 95868（5番人気）
複勝票数 計1517511 的中 � 134546（5番人気）� 287234（2番人気）� 325046（1番人気）
枠連票数 計 627116 的中 （6－8） 27817（7番人気）
馬連票数 計2978018 的中 �� 85791（9番人気）
馬単票数 計1361250 的中 �� 15228（23番人気）
ワイド票数 計1688425 的中 �� 50951（9番人気）�� 54232（8番人気）�� 170139（1番人気）
3連複票数 計3951465 的中 ��� 114688（7番人気）
3連単票数 計6284837 的中 ��� 17620（75番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―12．5―12．0―12．0―12．8―12．8―12．6―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．5―36．0―48．0―1：00．0―1：12．8―1：25．6―1：38．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ストロングバローズ �
�
父 Mineshaft �

�
母父 Street Cry デビュー 2015．10．25 東京1着

2013．3．9生 牡5鹿 母 Chelsea Ballad 母母 Chelsey Dancer 12戦4勝 賞金 83，815，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 ワイルドカード号の騎手M．デムーロは，向正面で外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：15番）

５レース目



（30阪神2）第6日 4月8日（日曜日） 晴一時曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 191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
厩務員出走奨励金

413，960，000円
21，730，000円
37，280，000円
50，950，000円
76，209，000円
5，595，000円
1，833，600円

勝馬投票券売得金
1，362，451，300円
1，626，259，600円
824，215，800円
3，496，358，300円
1，679，431，000円
1，735，094，700円
4，980，768，800円
9，053，930，000円
678，932，300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 25，437，441，800円

総入場人員 46，794名 （有料入場人員 44，947名）
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