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09073 4月17日 雨 不良 （3阪神2） 第7日 第1競走 1，800�3歳未勝利
発走9時55分 （ダート・右）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

36 ファーストソリスト 牝3黒鹿 54
53 ☆斎藤 新�G1レーシング 吉村 圭司 安平 追分ファーム 460± 01：54．2 5．4�

35 グッドインパクト 牝3鹿 54 古川 吉洋杉立健次郎氏 宮 徹 安平 ノーザンファーム 432＋ 61：54．51� 3．6�
815 メ イ セ キ ム 牝3鹿 54 和田 竜二青山 洋一氏 平田 修 安平 追分ファーム 418－10 〃 クビ 12．3�
816 ワイドアウェイク 牝3栗 54 �島 克駿 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 488＋ 4 〃 アタマ 2．8�
23 クリノプリンシス 牝3黒鹿54 団野 大成栗本 博晴氏 橋田 満 日高 日西牧場 416± 01：54．71� 160．1�
510 メイショウイッコン 牝3芦 54 太宰 啓介松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 日の出牧場 442± 01：54．91 8．1	
59 オスタークラング 牝3鹿 54

51 ▲松本 大輝 
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 482＋ 21：55．32� 35．4�

12 ア ミ ス タ 牝3鹿 54 酒井 学水上 行雄氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 476＋ 81：56．04 109．6�
11 メイショウノビヤカ 牝3青鹿 54

51 ▲角田 大和松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 486 ―1：56．42� 88．7
611 ビブラマリエ 牝3芦 54 坂井 瑠星 
社台レースホース松下 武士 千歳 社台ファーム 438－ 2 〃 ハナ 92．1�
24 コスモチェントロ 牝3鹿 54 国分 優作 
ビッグレッドファーム 五十嵐忠男 新冠 武田 修一 406± 01：56．6� 26．5�
47 エ オ ウ ィ ン 牝3鹿 54 川須 栄彦�ダイリン 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 446－ 21：57．02� 234．2�
48 カ シ ェ ル 牝3鹿 54 岩田 康誠�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 平山牧場 452－ 4 〃 クビ 27．7�
612 プリティワヒネ 牝3栗 54 池添 謙一横瀬 兼二氏 池添 兼雄 新冠 対馬 正 508－ 41：57．63� 16．6�
713 ショレアドルチェ 牝3鹿 54 小崎 綾也 �YGGホースクラブ 寺島 良 日高 奥山 博 442＋ 81：57．81� 45．1�
714 ウ ル ズ 牝3栗 54 藤懸 貴志ケーエスHD 小崎 憲 新冠 小泉牧場 448＋101：59．410 90．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，375，800円 複勝： 37，398，000円 枠連： 12，149，800円
馬連： 44，532，000円 馬単： 20，074，300円 ワイド： 42，344，100円
3連複： 72，480，500円 3連単： 80，084，000円 計： 330，438，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 190円 � 160円 � 370円 枠 連（3－3） 1，070円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 1，940円

ワ イ ド �� 440円 �� 750円 �� 920円

3 連 複 ��� 3，680円 3 連 単 ��� 12，840円

票 数

単勝票数 計 213758 的中 � 31526（3番人気）
複勝票数 計 373980 的中 � 52486（3番人気）� 73322（2番人気）� 20841（5番人気）
枠連票数 計 121498 的中 （3－3） 8781（3番人気）
馬連票数 計 445320 的中 �� 35342（3番人気）
馬単票数 計 200743 的中 �� 7728（6番人気）
ワイド票数 計 423441 的中 �� 26358（3番人気）�� 14115（8番人気）�� 11292（10番人気）
3連複票数 計 724805 的中 ��� 14771（9番人気）
3連単票数 計 800840 的中 ��� 4521（29番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．2―36．6―49．1―1：01．9―1：14．9―1：27．9―1：40．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ファーストソリスト �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2020．7．11 阪神8着

2018．3．30生 牝3黒鹿 母 ヴ ァ ゼ ム 母母 ニ キ ー ヤ 6戦1勝 賞金 7，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウルズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年5月17日まで平地競走に出走

できない。
〔3走成績による出走制限〕 コスモチェントロ号・カシェル号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年6月17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。
（非抽選馬） 1頭 マジェスティアスク号

09074 4月17日 雨 不良 （3阪神2） 第7日 第2競走 1，400�3歳未勝利
発走10時25分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

815 ワンダーイチョウ 牡3鹿 56 長岡 禎仁山本 能成氏 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 488＋ 41：24．8 2．2�
611 メイショウナリヒラ 牡3栗 56 和田 竜二松本 好�氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 474＋ 41：24．9� 11．3�
47 ペイルライダー 牝3鹿 54

51 ▲角田 大和市川義美ホール
ディングス� 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 468＋ 21：25．54 7．6�

612 ウ ラ エ ウ ス 牡3青 56 幸 英明吉田 照哉氏 本田 優 千歳 社台ファーム 468－ 41：25．71� 11．1�
23 ウォーターパフィン 牝3鹿 54 酒井 学山岡 正人氏 岡田 稲男 日高 佐々木 康治 488－ 41：25．8� 11．1	
35 ツウカイアペックス 牡3鹿 56 岩田 望来木村 直樹氏 千田 輝彦 新ひだか 萩澤 泰博 B470＋101：25．9アタマ 26．5

510 トムティット 牝3青鹿 54

53 ☆富田 暁�髙昭牧場 中竹 和也 浦河 高昭牧場 440＋ 4 〃 ハナ 325．4�
24 ポップワール 牝3鹿 54 団野 大成�三嶋牧場 吉岡 辰弥 浦河 三嶋牧場 482－ 21：26．22 122．6
36 ミスズメジャー 牡3栗 56 福永 祐一永井 啓弍氏 上村 洋行 浦河 富田牧場 464± 01：26．41 8．0�
11 エレメンタル 牡3鹿 56 藤岡 康太 �カナヤマホール

ディングス 石橋 守 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 446＋ 41：26．61� 114．5�

713 ディープシーテッド 牝3栗 54 国分 恭介山田 裕仁氏 森田 直行 新ひだか 畠山牧場 440± 01：27．13 104．6�
48 マンヌポルト 牝3黒鹿54 浜中 俊 �京都ホースレーシング 橋口 慎介 日高 シンボリ牧場 452－ 4 〃 クビ 28．0�
816 クリノスパークル 牝3栗 54 古川 吉洋栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 木村牧場 446 ―1：27．31� 282．7�
59 ボタンザクラ 牝3青鹿 54

53 ☆斎藤 新森中 啓子氏 渡辺 薫彦 新冠 中央牧場 428＋ 21：27．4� 185．4�
714 ダノンランディ 牡3黒鹿56 川田 将雅�ダノックス 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム 492＋221：27．71� 5．9�
12 モズオールビー 牝3黒鹿54 �島 克駿 �キャピタル・システム �島 一歩 日高 目黒牧場 476 ―1：28．76 107．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，016，100円 複勝： 61，242，600円 枠連： 11，351，700円
馬連： 59，248，600円 馬単： 24，822，700円 ワイド： 55，398，300円
3連複： 89，540，400円 3連単： 90，583，600円 計： 431，204，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 290円 � 180円 枠 連（6－8） 670円

馬 連 �� 1，620円 馬 単 �� 2，540円

ワ イ ド �� 610円 �� 360円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 2，900円 3 連 単 ��� 11，470円

票 数

単勝票数 計 390161 的中 � 136602（1番人気）
複勝票数 計 612426 的中 � 201533（1番人気）� 37283（7番人気）� 75753（2番人気）
枠連票数 計 113517 的中 （6－8） 13015（1番人気）
馬連票数 計 592486 的中 �� 28173（6番人気）
馬単票数 計 248227 的中 �� 7324（8番人気）
ワイド票数 計 553983 的中 �� 22779（7番人気）�� 42408（1番人気）�� 12470（14番人気）
3連複票数 計 895404 的中 ��� 23154（8番人気）
3連単票数 計 905836 的中 ��� 5724（22番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．0―34．9―47．3―59．9―1：12．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワンダーイチョウ �
�
父 ワンダーアキュート �

�
母父 ケイムホーム デビュー 2021．1．23 中山6着

2018．2．6生 牡3鹿 母 ワンダーテルヌーラ 母母 ワンダーバーサトル 4戦1勝 賞金 7，100，000円
〔3走成績による出走制限〕 ボタンザクラ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年6月17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。
（非抽選馬） 1頭 レインボーヒル号

第２回 阪神競馬 第７日



09075 4月17日 雨 不良 （3阪神2） 第7日 第3競走 1，800�3歳未勝利
発走10時55分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

712 ロードトランス 牡3鹿 56 C．ルメール �ロードホースクラブ 安田 翔伍 新ひだか ケイアイファーム 474－ 21：52．9 3．5�
815 ヴ ェ ノ ム 牡3鹿 56 池添 謙一市川義美ホール

ディングス� 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 520－ 81：53．11 2．5�
611 ショウサンイチマツ 牡3栗 56 �島 克駿鈴木 昭和氏 松下 武士 日高 モリナガファーム 448± 01：53．31� 6．2�
22 オンデューティ 牡3黒鹿56 団野 大成中村 智幸氏 坂口 智康 新ひだか ケイアイファーム B484± 01：55．1大差 29．3�
11 タガノポルトロン 牡3青鹿56 古川 吉洋八木 良司氏 �島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 472－ 21：55．31� 104．7�
47 ハクサンマックス 牡3鹿 56 酒井 学河﨑 五市氏 西園 正都 新ひだか チャンピオンズファーム 432± 01：55．61� 40．3	
34 マイネルニルソン 牡3青鹿56 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 日高 Wing Farm 474＋ 81：55．81� 14．8

35 ラ ム ダ 牡3鹿 56 福永 祐一 �社台レースホース野中 賢二 千歳 社台ファーム 480± 01：55．9クビ 6．7�
713 メイショウケイゼン 牡3栗 56 岩田 康誠松本 和子氏 藤沢 則雄 浦河 まるとみ冨岡牧場 450＋ 21：56．0� 341．1
46 フロンタルクリス 牡3鹿 56 幸 英明髙橋 正雄氏 森田 直行 千歳 社台ファーム 498－181：56．21� 11．2�
59 ワンダーピュルテ 牝3栗 54

53 ☆斎藤 新山本 能成氏 河内 洋 新ひだか 米田牧場 494＋ 21：56．83� 367．1�
814 モントレージャック 牡3栗 56

53 ▲松本 大輝 �グリーンファーム加用 正 日高 新井 昭二 488－ 21：57．01� 705．9�
23 シゲルホンブチョウ 牡3鹿 56

55 ☆富田 暁森中 蕃氏 千田 輝彦 新ひだか 千代田牧場 486± 01：57．1クビ 90．0�
58 タガノスカウター 牡3鹿 56

53 ▲角田 大和八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 510＋101：57．2� 69．1�

610 ゾグラフォス 牡3鹿 56 坂井 瑠星田畑 勝彦氏 矢作 芳人 浦河 秋場牧場 466＋ 61：57．62� 188．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 33，179，800円 複勝： 41，099，900円 枠連： 9，267，400円
馬連： 51，900，100円 馬単： 22，973，800円 ワイド： 45，187，400円
3連複： 73，344，200円 3連単： 95，659，400円 計： 372，612，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 120円 � 110円 � 140円 枠 連（7－8） 400円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 900円

ワ イ ド �� 180円 �� 320円 �� 240円

3 連 複 ��� 560円 3 連 単 ��� 2，480円

票 数

単勝票数 計 331798 的中 � 74973（2番人気）
複勝票数 計 410999 的中 � 87888（2番人気）� 105792（1番人気）� 63315（3番人気）
枠連票数 計 92674 的中 （7－8） 17854（1番人気）
馬連票数 計 519001 的中 �� 96219（1番人気）
馬単票数 計 229738 的中 �� 18978（2番人気）
ワイド票数 計 451874 的中 �� 70708（1番人気）�� 32133（3番人気）�� 47206（2番人気）
3連複票数 計 733442 的中 ��� 97290（1番人気）
3連単票数 計 956594 的中 ��� 27929（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．0―37．3―50．0―1：02．6―1：15．2―1：27．7―1：39．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．3―3F37．7
1
3
・（9，11）12（3，15）13，6，14（2，8）－4（1，5，10）－7・（9，11，12，15）（3，13）（6，2，8）4（1，14，10）（5，7）

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

勝馬の
紹 介

ロードトランス �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Unbridled デビュー 2021．1．9 中京6着

2018．3．21生 牡3鹿 母 レディバラード 母母 Angelic Song 4戦1勝 賞金 7，700，000円
〔発走状況〕 ラムダ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔制裁〕 ヴェノム号の騎手池添謙一は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔その他〕 マイネルニルソン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 マイネルニルソン号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年5月17日まで出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 ワンダーピュルテ号・モントレージャック号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年6月17日ま

で平地競走に出走できない。

09076 4月17日 雨 重 （3阪神2） 第7日 第4競走 2，000�3歳未勝利
発走11時25分 （芝・右）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

712 タガノパッション 牝3鹿 54 岩田 康誠八木 良司氏 �島 一歩 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 450－ 62：02．6 4．5�

59 コーラスケイト 牝3鹿 54 荻野 極大塚 亮一氏 新谷 功一 浦河 杵臼牧場 516－ 2 〃 ハナ 3．5�
23 シンシアリダーリン 牝3鹿 54

51 ▲角田 大和�G1レーシング 上村 洋行 安平 追分ファーム 432－ 2 〃 クビ 8．7�
47 テーオーマシェリ 牝3黒鹿54 C．ルメール 小笹 公也氏 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 486＋162：02．8� 9．6�
34 イ リ マ 牝3鹿 54 和田 竜二前田 幸治氏 高橋 亮 新冠 株式会社

ノースヒルズ 448＋ 2 〃 ハナ 5．7�
610 エリカブライト 牝3鹿 54 北村 友一三木 正浩氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 444－ 42：02．91 6．6	
22 エニシノウタ 牝3黒鹿54 藤岡 康太岡 浩二氏 笹田 和秀 浦河 辻 牧場 440± 02：03．32� 13．5

46 ネ グ ロ ー ニ 牝3黒鹿54 坂井 瑠星亀井 哲也氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 460－ 4 〃 クビ 24．5�
35 ブリングミージョイ 牝3鹿 54 団野 大成飯田 良枝氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 B472＋ 22：03．83 73．6�
713 オールマイフレンズ 牝3青鹿54 川島 信二松田 整二氏 新谷 功一 浦河 富塚ファーム 432－ 22：04．75 41．9
11 ソルトダンケ 牝3栗 54

53 ☆富田 暁杉浦 敏夫氏 木原 一良 登別 青藍牧場 390＋ 42：05．23 235．5�
815 ブライドピーク 牝3栗 54 岩田 望来�G1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 404 ― 〃 クビ 64．9�
58 ヒカリネツガル 牝3鹿 54 藤岡 佑介村田 能光氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 410 ―2：05．41� 115．6�
611 ナンヨーインディゴ 牝3鹿 54

51 ▲松本 大輝中村 德也氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 422＋ 62：05．82� 316．3�
814 カレンプリマドーナ 牝3青鹿54 �島 克駿鈴木 隆司氏 橋口 慎介 新ひだか 平野牧場 410＋ 22：05．9� 48．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 36，101，000円 複勝： 56，582，200円 枠連： 10，889，700円
馬連： 63，526，400円 馬単： 25，578，200円 ワイド： 54，330，200円
3連複： 89，599，200円 3連単： 97，156，200円 計： 433，763，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 170円 � 150円 � 210円 枠 連（5－7） 700円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，710円

ワ イ ド �� 340円 �� 630円 �� 530円

3 連 複 ��� 1，780円 3 連 単 ��� 7，780円

票 数

単勝票数 計 361010 的中 � 63074（2番人気）
複勝票数 計 565822 的中 � 84331（3番人気）� 107642（1番人気）� 60347（5番人気）
枠連票数 計 108897 的中 （5－7） 12033（1番人気）
馬連票数 計 635264 的中 �� 63245（1番人気）
馬単票数 計 255782 的中 �� 11165（2番人気）
ワイド票数 計 543302 的中 �� 43436（1番人気）�� 20908（9番人気）�� 25849（4番人気）
3連複票数 計 895992 的中 ��� 37742（3番人気）
3連単票数 計 971562 的中 ��� 9051（5番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―12．8―13．3―11．8―12．5―12．1―12．1―12．0―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．1―35．9―49．2―1：01．0―1：13．5―1：25．6―1：37．7―1：49．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タガノパッション �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2021．3．20 阪神3着

2018．4．22生 牝3鹿 母 アドマイヤシルク 母母 キャッチザゴールド 2戦1勝 賞金 6，400，000円



09077 4月17日 雨 重 （3阪神2） 第7日 第5競走 ��2，200�3歳未勝利
発走12時15分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：09．7

良
良

714 ハギノピリナ 牝3青鹿54 藤懸 貴志安岡美津子氏 高野 友和 浦河 村下 明博 460－ 42：16．2 15．3�
611 フローレスクイーン 牝3鹿 54 藤岡 佑介�G1レーシング 中内田充正 安平 追分ファーム 506＋ 82：16．41� 3．6�
713 ワセダハーツ 牡3栗 56 川田 将雅大冨 智弘氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 422－ 42：16．5� 8．3�
24 エリカヴァレリア 牝3鹿 54 北村 友一三木 正浩氏 杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 450 ―2：16．92 25．5�
36 ブ リ ン ク 牝3黒鹿54 C．ルメール 吉田 和美氏 吉岡 辰弥 安平 ノーザンファーム B440－ 4 〃 ハナ 3．1�
35 ネビーイーム 牡3黒鹿 56

53 ▲角田 大和前田 幸貴氏 佐々木晶三 新ひだか 木村 秀則 B522－ 2 〃 クビ 7．6	
817 コスモホクシン 牡3鹿 56 和田 竜二 
ビッグレッドファーム 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 478＋ 4 〃 ハナ 15．6�
11 ケンハービンジャー 牡3鹿 56 浜中 俊中西 宏彰氏 本田 優 浦河 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 434－ 42：17．21� 224．1�
818 ペプチドナイル 牡3鹿 56

55 ☆富田 暁沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 510＋ 22：17．3クビ 34．1
48 シュアーウィナー 牡3鹿 56 �島 克駿久保 博文氏 安田 隆行 浦河 宮内牧場 468－ 42：17．61� 334．7�
23 � プリファードラン 牝3鹿 54 藤岡 康太合同会社小林英一

ホールディングス 吉岡 辰弥 米 Winches-
ter Farm 416－ 4 〃 クビ 337．9�

816 ヴィスコンティ 	3鹿 56 岩田 望来加藤 誠氏 中竹 和也 浦河 桑田牧場 488＋ 42：17．8� 25．7�
47 クイーンネモシン 牝3黒鹿54 国分 優作星加 浩一氏 坂口 智康 様似 富田 恭司 430± 0 〃 クビ 352．0�
12 クローヴィス 牡3鹿 56 坂井 瑠星 
キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 476＋ 62：18．11� 7．9�
510 ラヴィーニア 牝3栗 54 �島 良太ゴドルフィン 畑端 省吾 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 462－ 2 〃 クビ 74．4�
612 シルキーヴォイス 牡3栗 56 荻野 極金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 日高 シンボリ牧場 470＋ 42：18．3� 80．3�
59 ラッキーパラダイス 牡3青鹿56 松若 風馬孫 頌欣氏 平田 修 千歳 社台ファーム 494－ 42：19．15 365．4�
715 シンゼングレート 牡3青鹿56 国分 恭介原 司郎氏 荒川 義之 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 472＋ 42：22．3大差 487．7�
（18頭）

売 得 金
単勝： 43，345，600円 複勝： 63，701，300円 枠連： 14，315，100円
馬連： 62，150，600円 馬単： 25，451，800円 ワイド： 59，186，700円
3連複： 90，326，300円 3連単： 97，575，300円 計： 456，052，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，530円 複 勝 � 340円 � 170円 � 200円 枠 連（6－7） 970円

馬 連 �� 3，800円 馬 単 �� 10，790円

ワ イ ド �� 1，370円 �� 1，480円 �� 520円

3 連 複 ��� 8，540円 3 連 単 ��� 68，340円

票 数

単勝票数 計 433456 的中 � 22655（6番人気）
複勝票数 計 637013 的中 � 40650（6番人気）� 115522（2番人気）� 83603（3番人気）
枠連票数 計 143151 的中 （6－7） 11348（4番人気）
馬連票数 計 621506 的中 �� 12674（13番人気）
馬単票数 計 254518 的中 �� 1769（40番人気）
ワイド票数 計 591867 的中 �� 10771（13番人気）�� 9899（17番人気）�� 31142（4番人気）
3連複票数 計 903263 的中 ��� 7925（26番人気）
3連単票数 計 975753 的中 ��� 1035（210番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．7―13．9―12．7―12．4―12．5―12．5―12．2―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�
12．4―23．3―35．0―48．9―1：01．6―1：14．0―1：26．5―1：39．0―1：51．2―2：03．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．7―3F37．2
1
3
5，15（17，6）16（9，11）（2，8，13）（12，18）10，1，14，4，7－3・（5，6）（17，15，16，11）（9，8，13）18，2，10（12，14）4（7，3）1

2
4

・（5，15，6）17，16（9，11）8，13，2，18，12，10，1，14，4，7，3・（5，6，11）（17，16）13，18（9，8）10（2，14）4（12，7，3）15，1
勝馬の
紹 介

ハギノピリナ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 アドマイヤムーン デビュー 2021．2．28 阪神11着

2018．5．21生 牝3青鹿 母 ハギノアーク 母母 ハギノスプレンダー 3戦1勝 賞金 5，870，000円
〔制裁〕 ネビーイーム号の騎手角田大和は，3コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：15番・16番）
〔その他〕 シンゼングレート号は，3コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔3走成績による出走制限〕 ラッキーパラダイス号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年6月17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 グレイテストギフト号

09078 4月17日 雨 不良 （3阪神2） 第7日 第6競走 ��1，200�3歳1勝クラス
発走12時45分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．5

重
重

714 ペプチドサンライズ 牡3鹿 56
55 ☆富田 暁沼川 一彦氏 木原 一良 日高 ファーミングヤナキタ 448－ 41：11．8 3．7�

23 スターリングワース 牝3鹿 54 川田 将雅吉田 照哉氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 454－ 81：12．01� 2．8�
59 ジューンクエスト 牡3栗 56 藤岡 康太吉川 潤氏 今野 貞一 日高 山田 政宏 448± 01：12．32 10．1�
48 タ ガ ノ ペ カ 牝3鹿 54

51 ▲角田 大和八木 良司氏 西園 正都 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 504－ 21：12．51 16．4�

510 サンマルセレッソ 牝3鹿 54 坂井 瑠星相馬 勇氏 中野 栄治 平取 びらとり牧場 420± 0 〃 アタマ 232．8�
612 ミッキークイック 牡3青鹿56 岩田 望来野田みづき氏 大久保龍志 浦河 有限会社

吉田ファーム 496－121：12．6� 30．1�
815 ヒットガール 牝3栗 54 幸 英明トライスターレーシング 松下 武士 新ひだか 西村牧場 486－ 41：12．7クビ 46．0	
24 ジョディーズマロン 牡3栗 56 古川 吉洋 
ローレルレーシング 北出 成人 新冠 新冠橋本牧場 458＋ 81：12．91� 33．5�
611 ジェットエンブレム 牡3栗 56 C．ルメール 犬塚悠治郎氏 石坂 公一 日高 浜本牧場 502＋ 6 〃 ハナ 7．4�
36 メイショウヒューマ 牡3鹿 56 藤岡 佑介松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 478＋ 61：13．11� 7．2
35 ワキノクイーン 牝3鹿 54 高倉 稜脇山 良之氏 宮本 博 新ひだか 落合 一巳 452＋ 21：13．31 257．0�
12 メイショウデージー 牝3鹿 54 岩田 康誠松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 林 孝輝 484± 01：13．51� 105．0�
11 ク リ オ ズ ナ 牝3栗 54

51 ▲松本 大輝 �サンデーレーシング 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 430＋ 81：13．92� 119．0�
816 ウェーブメジャー 牡3鹿 56 川須 栄彦万波 健二氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 466－ 4 〃 ハナ 20．6�
47 エイユーストロング 牡3青鹿56 和田 竜二笹部 義則氏 鈴木 孝志 様似 富田 恭司 466－ 2 〃 アタマ 55．3�
713� ア ス カ ロ ン 牡3鹿 56 松若 風馬小松 達昌氏 森 秀行 米 Heider Family

Stables, LLC 480＋ 61：14．32� 59．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 56，197，700円 複勝： 70，887，200円 枠連： 12，951，100円
馬連： 72，147，700円 馬単： 30，689，600円 ワイド： 72，423，000円
3連複： 105，022，700円 3連単： 111，649，200円 計： 531，968，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 140円 � 250円 枠 連（2－7） 620円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，660円

ワ イ ド �� 270円 �� 630円 �� 850円

3 連 複 ��� 2，980円 3 連 単 ��� 13，420円

票 数

単勝票数 計 561977 的中 � 120701（2番人気）
複勝票数 計 708872 的中 � 134880（2番人気）� 154027（1番人気）� 54825（5番人気）
枠連票数 計 129511 的中 （2－7） 16124（2番人気）
馬連票数 計 721477 的中 �� 77714（1番人気）
馬単票数 計 306896 的中 �� 13842（3番人気）
ワイド票数 計 724230 的中 �� 78740（1番人気）�� 27589（6番人気）�� 19923（9番人気）
3連複票数 計1050227 的中 ��� 26430（3番人気）
3連単票数 計1116492 的中 ��� 6031（16番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．8―12．4―11．7―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．7―47．1―58．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．9―3F37．1
3 3，7（1，8，14）（6，11）（2，13，16）12（4，15）5，9－10 4 ・（3，8，14）7（6，11）（1，16）（2，12）（15，13）（4，9）（5，10）

勝馬の
紹 介

ペプチドサンライズ �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 ワークフォース デビュー 2020．12．19 阪神1着

2018．4．17生 牡3鹿 母 ペプチドヴィーナス 母母 ドリームスピカ 3戦2勝 賞金 17，200，000円



09079 4月17日 雨 不良 （3阪神2） 第7日 第7競走 1，800�4歳以上1勝クラス
発走13時15分 （ダート・右）

負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

57 スズカパンサー 牡4栗 57 福永 祐一永井 啓弍氏 西村 真幸 浦河 まるとみ冨岡牧場 B470－ 21：49．9 3．3�
11 ハ ー シ ェ ル 牡5黒鹿57 岩田 康誠ゴドルフィン 小崎 憲 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468－ 21：51．9大差 29．0�
711� クリノウマーベラス �4鹿 57 幸 英明栗本 守氏 大橋 勇樹 新ひだか 千代田牧場 536－ 2 〃 アタマ 46．4�
22 サダムラピュタ 牡6黒鹿57 松若 風馬大西美生子氏 平田 修 新ひだか 矢野牧場 B480－ 41：52．0クビ 4．0�
33 シフクユウヒ 牡4栗 57 竹之下智昭國分 純氏 千田 輝彦 日高 スマイルファーム 528＋14 〃 クビ 127．5�
45 ブルベアオーロ 牡5黒鹿57 �島 克駿森中 蕃氏 川村 禎彦 新ひだか 小野 秀治 470＋ 61：52．42� 93．6�
44 グレートベースン 牡5青鹿 57

56 ☆斎藤 新桑畑 	信氏 橋口 慎介 日高 浜本牧場 516± 01：52．93 24．9

710 クリアショット 牡4芦 57 C．ルメール 今村 明浩氏 上村 洋行 日高 高山牧場 500－ 2 〃 アタマ 2．3�
56 � サクラサーブル 牡4黒鹿 57

54 ▲松本 大輝�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 520± 0 〃 ハナ 249．3
68 � メイショウモチヅキ 牡5鹿 57

54 ▲角田 大和松本 好雄氏 渡辺 薫彦 浦河 まるとみ冨岡牧場 486＋ 21：53．11� 213．9�
812 ナムラカミカゼ 牡4鹿 57 和田 竜二奈村 信重氏 村山 明 日高 いとう牧場 B488± 01：53．2	 28．8�
69 スマートウィザード 牡4栗 57 岩田 望来大川 徹氏 吉田 直弘 浦河 杵臼牧場 468－ 61：53．4	 13．0�
813 キャルブルー 牡4黒鹿57 川島 信二里見 治紀氏 村山 明 日高 宝寄山 拓樹 504＋ 21：53．82� 25．6�
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売 得 金
単勝： 36，312，800円 複勝： 56，415，500円 枠連： 11，143，500円
馬連： 63，616，600円 馬単： 32，841，400円 ワイド： 52，650，600円
3連複： 92，291，900円 3連単： 134，868，100円 計： 480，140，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 190円 � 580円 � 730円 枠 連（1－5） 4，680円

馬 連 �� 3，640円 馬 単 �� 5，870円

ワ イ ド �� 1，150円 �� 1，690円 �� 8，450円

3 連 複 ��� 29，200円 3 連 単 ��� 98，360円

票 数

単勝票数 計 363128 的中 � 87888（2番人気）
複勝票数 計 564155 的中 � 98348（3番人気）� 22524（7番人気）� 17277（9番人気）
枠連票数 計 111435 的中 （1－5） 1842（15番人気）
馬連票数 計 636166 的中 �� 13533（12番人気）
馬単票数 計 328414 的中 �� 4194（20番人気）
ワイド票数 計 526506 的中 �� 12112（12番人気）�� 8046（19番人気）�� 1556（48番人気）
3連複票数 計 922919 的中 ��� 2370（70番人気）
3連単票数 計1348681 的中 ��� 994（244番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―12．9―11．8―12．0―12．2―12．4―12．0―13．2

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

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スズカパンサー �
�
父 カレンブラックヒル �

�
母父 Forest Wildcat デビュー 2019．9．14 阪神11着

2017．5．1生 牡4栗 母 エリモパンサー 母母 Cozzy Flyer 23戦2勝 賞金 29，460，000円
〔制裁〕 ナムラカミカゼ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。

09080 4月17日 雨 不良 （3阪神2） 第7日 第8競走 1，200�4歳以上1勝クラス
発走13時45分 （ダート・右）

牝；負担重量は，55�
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．5

重
重

89 ハ ニ エ ル 牝5鹿 55 岩田 康誠�ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社
ノースヒルズ 448＋ 21：11．6 1．5�

11 ル ー ア ン 牝5芦 55 太宰 啓介下河辺俊行氏 奥村 豊 日高 下河辺牧場 494－ 21：12．23� 18．1�
66 エクスチェンジ 牝4栗 55

52 ▲松本 大輝宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 B480± 01：12．52 63．0�
77 � ベストチャーム 牝5鹿 55 岩田 望来中村 智幸氏 松下 武士 新ひだか ケイアイファーム 432± 01：12．6クビ 5．9�
810 テイエムメロディー 牝5鹿 55

52 ▲角田 大和竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 多田 善弘 486－ 5 〃 アタマ 25．9�
22 � ヒ ロ イ ン 牝4鹿 55 福永 祐一寺田 寿男氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 512＋ 41：13．34 7．3	
55 ミヤコシスター 牝4鹿 55 �島 克駿若草クラブ 浅見 秀一 むかわ 真壁 信一 474＋ 6 〃 クビ 18．4

33 クイーンカピオラニ 牝4栗 55 団野 大成�NICKS 庄野 靖志 日高 奥山 博 428＋ 2 〃 クビ 43．6�
44 � ス テ ラ ー タ 牝4栗 55

54 ☆斎藤 新小菅 定雄氏 森 秀行 安平 ノーザンファーム 468－ 51：13．4� 16．5�
78 ジューンアクア 牝4芦 55

54 ☆富田 暁吉川 潤氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 460－ 21：14．25 14．4
（10頭）

売 得 金
単勝： 34，194，100円 複勝： 56，650，800円 枠連： 9，734，100円
馬連： 55，019，900円 馬単： 32，232，100円 ワイド： 42，509，100円
3連複： 75，475，900円 3連単： 150，104，700円 計： 455，920，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 390円 � 900円 枠 連（1－8） 1，170円

馬 連 �� 1，340円 馬 単 �� 1，710円

ワ イ ド �� 570円 �� 1，550円 �� 8，930円

3 連 複 ��� 20，390円 3 連 単 ��� 60，490円

票 数

単勝票数 計 341941 的中 � 172481（1番人気）
複勝票数 計 566508 的中 � 294067（1番人気）� 20809（7番人気）� 7880（10番人気）
枠連票数 計 97341 的中 （1－8） 6402（5番人気）
馬連票数 計 550199 的中 �� 31701（4番人気）
馬単票数 計 322321 的中 �� 14115（5番人気）
ワイド票数 計 425091 的中 �� 20582（6番人気）�� 6930（18番人気）�� 1156（44番人気）
3連複票数 計 754759 的中 ��� 2775（52番人気）
3連単票数 計1501047 的中 ��� 1799（158番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．5―11．9―12．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．2―34．7―46．6―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハ ニ エ ル �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2018．10．20 京都4着

2016．4．25生 牝5鹿 母 サ リ エ ル 母母 シンコウノビー 18戦2勝 賞金 24，550，000円



09081 4月17日 雨 重 （3阪神2） 第7日 第9競走 ��1，200�
ち く さ が わ

千 種 川 特 別
発走14時15分 （芝・右）
4歳以上，2勝クラス，2．4．18以降3．4．11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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 750，000
750，000

円
円

付 加 賞 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード
中央レコード

1：06．7
1：06．5

良
良

68 ロードベイリーフ 牡4黒鹿55 岩田 望来 �ロードホースクラブ 森田 直行 浦河 大北牧場 480＋ 61：09．5 6．4�
33 サンキューユウガ 牡5青鹿57 C．ルメール 田畑 利彦氏 西村 真幸 新ひだか 今 牧場 518－ 2 〃 クビ 1．6�
55 メイショウユリシス 牝4黒鹿52 �島 克駿松本 好�氏 高橋 亮 新冠 北星村田牧場 476＋ 61：09．92 15．0�
811 グーテンモルゲン 牡5鹿 54 国分 恭介薪浦 亨氏 牧田 和弥 様似 清水スタッド 514－ 41：10．0� 39．0�
79 ピースマインド 牡8鹿 54 岩田 康誠小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 470＋ 21：10．1� 48．3	
710 キュールエサクラ 牝5青鹿53 藤岡 佑介岡本 良三氏 中尾 秀正 安平 追分ファーム 498＋28 〃 同着 19．4

67 ブレイニーラン 牡6鹿 54 福永 祐一 �シルクレーシング 畑端 省吾 安平 ノーザンファーム 482＋ 81：10．31� 13．4�
812 ブラックダンサー 牝5黒鹿54 和田 竜二前迫 義幸氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム B484＋ 6 〃 ハナ 10．5
44 キ ー ダ イ ヤ 牝4鹿 53 藤岡 康太青山 洋一氏 藤岡 健一 浦河 谷川牧場 438－ 21：10．4� 8．3�
11 	 ルフィアンキック 牡5鹿 53 幸 英明 KICレーシング 小島 茂之 新冠 新冠伊藤牧場 478＋121：10．61� 86．8�
56 クリノイダテン 牡6青鹿53 酒井 学栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 440＋ 61：10．7� 228．4�
22 ヴ ィ ン ト 牡5鹿 52 竹之下智昭平山 靖氏 千田 輝彦 平取 坂東牧場 530－ 81：10．91� 185．5�
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売 得 金
単勝： 44，925，400円 複勝： 140，038，400円 枠連： 14，471，700円
馬連： 83，070，900円 馬単： 52，546，000円 ワイド： 62，792，100円
3連複： 115，501，600円 3連単： 229，706，300円 計： 743，052，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 170円 � 110円 � 230円 枠 連（3－6） 290円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 1，750円

ワ イ ド �� 250円 �� 800円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，510円 3 連 単 ��� 10，350円

票 数

単勝票数 計 449254 的中 � 55874（2番人気）
複勝票数 計1400384 的中 � 81606（2番人気）� 994286（1番人気）� 46810（6番人気）
枠連票数 計 144717 的中 （3－6） 38024（1番人気）
馬連票数 計 830709 的中 �� 119464（1番人気）
馬単票数 計 525460 的中 �� 22491（7番人気）
ワイド票数 計 627921 的中 �� 71981（1番人気）�� 17506（9番人気）�� 43033（5番人気）
3連複票数 計1155016 的中 ��� 57297（5番人気）
3連単票数 計2297063 的中 ��� 16077（34番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．2―11．4―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．4―34．6―46．0―57．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロードベイリーフ �
�
父 ヴァンセンヌ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．7．27 新潟3着

2017．4．27生 牡4黒鹿 母 ショウナンアオバ 母母 ショウナンタイム 18戦3勝 賞金 47，342，000円

09082 4月17日 雨 不良 （3阪神2） 第7日 第10競走 ��
��1，200�

ようしゅん

陽春ステークス
発走14時50分 （ダート・右）
4歳以上，3勝クラス；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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．5

重
重

35 メイショウベンガル 牡4芦 57 幸 英明松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 多田 善弘 480＋101：10．8 6．9�
48 ゴッドバンブルビー 牝5栗 55 川島 信二中西 憲治氏 飯田 祐史 新冠 森永 聡 462± 0 〃 クビ 14．8�
36 ガ ン ケ ン 牡5黒鹿57 川田 将雅岡 浩二氏 宮本 博 日高 アイズスタッド株式会社 B550＋ 2 〃 ハナ 2．7�
11 バーニングペスカ 牡6鹿 57 藤岡 佑介山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 474－ 41：11．01� 16．0�
612 シャドウハンター 牡5栗 57 藤岡 康太飯塚 知一氏 藤岡 健一 新ひだか ヒサイファーム 536＋ 41：11．1	 21．4�
47 メイショウミライ 牡6栗 57 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 太陽牧場 498－ 41：11．2	 8．3�
510
 イ ッ シ ン 牡4鹿 57 �島 克駿林 正道氏 浅見 秀一 米 Stonecliff

Farm 546－ 6 〃 ハナ 44．0	
24 
 アスタースウィング 牡7栗 57 斎藤 新加藤 久枝氏 中竹 和也 米 WinStar

Farm, LLC 522＋ 21：11．3	 93．7

12 テルモードーサ 牝5鹿 55 酒井 学吉田 勝己氏 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 536± 0 〃 ハナ 32．9�
59 ゴールドラグーン 牡5栗 57 古川 吉洋吉田 晴哉氏 斉藤 崇史 安平 追分ファーム 510± 0 〃 アタマ 21．2�
815� モズダッシュスター 牡5栗 57 角田 大和 キャピタル・システム 南井 克巳 新冠 佐藤牧場 518＋ 21：11．4アタマ 12．1�
23 マローネメタリコ 牝6栗 55 団野 大成柏瀬金之介氏 萩原 清 新ひだか ウエスタンファーム 520＋ 21：11．93 69．7�
611 シアーライン 8鹿 57 �島 良太吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム B516－101：12．32	 36．4�
713 メイショウハナモリ 牡5黒鹿57 浜中 俊松本 好雄氏 本田 優 安平 �橋本牧場 B514－ 21：12．72	 13．1�
714 コウユークロガヨカ 牡5黒鹿57 国分 恭介加治屋貞光氏 竹内 正洋 新冠 岩見牧場 B468－ 81：13．02 119．9�
816 ワイドカント 牡4栗 57 C．ルメール 幅田 京子氏 西園 正都 青森 風ノ丘ファーム 516± 01：13．74 7．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 58，487，800円 複勝： 85，944，800円 枠連： 33，515，100円
馬連： 139，844，600円 馬単： 48，935，600円 ワイド： 117，529，400円
3連複： 235，418，300円 3連単： 231，058，400円 計： 950，734，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 200円 � 280円 � 150円 枠 連（3－4） 660円

馬 連 �� 5，050円 馬 単 �� 8，990円

ワ イ ド �� 1，330円 �� 440円 �� 840円

3 連 複 ��� 3，940円 3 連 単 ��� 36，280円

票 数

単勝票数 計 584878 的中 � 67406（2番人気）
複勝票数 計 859448 的中 � 106707（2番人気）� 67464（5番人気）� 176371（1番人気）
枠連票数 計 335151 的中 （3－4） 39142（2番人気）
馬連票数 計1398446 的中 �� 21452（18番人気）
馬単票数 計 489356 的中 �� 4080（29番人気）
ワイド票数 計1175294 的中 �� 21407（13番人気）�� 73044（1番人気）�� 35185（4番人気）
3連複票数 計2354183 的中 ��� 44740（3番人気）
3連単票数 計2310584 的中 ��� 4617（72番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．2―11．9―12．0―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．7―33．9―45．8―57．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウベンガル �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 マーベラスサンデー デビュー 2019．7．27 小倉2着

2017．3．11生 牡4芦 母 キンショーオトヒメ 母母 サークルメモリー 15戦4勝 賞金 61，877，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の18頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）18頭 アスクジョーダン号・ウォータースペース号・エアコンヴィーナ号・エピックアン号・オヌシナニモノ号・

クインズヴィヴィ号・クライシス号・サヴォワールエメ号・ジャスパーイーグル号・スズカコーズマンボ号・
デンコウリジエール号・ハルサカエ号・ピアシック号・ピンシャン号・プロヴィデンス号・ホウオウスクラム号・
メイショウサチシオ号・ラティーンセイル号



09083 4月17日 雨 重 （3阪神2） 第7日 第11競走 ��
��1，600�第30回アーリントンカップ（ＧⅢ）

発走15時30分 （NHKマイルカップトライアル） （芝・右・外）
3歳；負担重量は，馬齢重量

アーリントンインターナショナル競馬場賞（1着）
賞 品

本 賞 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000円
付 加 賞 630，000円 180，000円 90，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．1
1：30．3

良
良

59 ホウオウアマゾン 牡3栗 56 川田 将雅小笹 芳央氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 496－ 41：34．2 3．4�
510 リッケンバッカー 牡3鹿 56 幸 英明安原 浩司氏 西村 真幸 新ひだか 岡田牧場 468＋ 21：34．41� 43．2�
612 レイモンドバローズ 牡3鹿 56 浜中 俊猪熊 広次氏 上村 洋行 千歳 社台ファーム 476＋101：34．5� 25．5�
48 ピクシーナイト 牡3鹿 56 福永 祐一 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 530－ 61：34．6	 4．3�
714 ワールドバローズ 牡3鹿 56 和田 竜二猪熊 広次氏 石坂 公一 浦河 大島牧場 450± 01：34．81� 26．8�
23 ノースザワールド 牡3青鹿56 藤岡 康太 	スリーエイチレーシング 大久保龍志 日高 下河辺牧場 466－ 21：34．9	 138．0

713 サトノラムセス 牡3鹿 56 岩田 康誠 	サトミホースカンパニー 橋口 慎介 日高 下河辺牧場 460－ 2 〃 クビ 32．4�
715 ショウリュウレーヴ 牡3黒鹿56 団野 大成上田 芳枝氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 502－ 41：35．0	 6．5�
12 アドマイヤザーゲ 牡3鹿 56 池添 謙一近藤 旬子氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 500－ 21：35．21 57．5
24 バルドルブレイン 牡3鹿 56 富田 暁エンジェルレーシング	 奥村 豊 えりも エクセルマネジメント 490± 0 〃 クビ 79．9�
611 ジ ュ リ オ 牡3黒鹿56 C．ルメール �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 498－ 81：35．41 10．6�
11 トーホウディアス 牡3栗 56 国分 優作東豊物産	 南井 克巳 浦河 有限会社

吉田ファーム 434＋ 2 〃 ハナ 63．3�
816 ジャスティンカフェ 牡3鹿 56 北村 友一三木 正浩氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 480－ 61：35．82	 4．9�
36 タ イ フ ォ ン 牡3青鹿56 荻野 極吉田 安惠氏 森田 直行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452＋ 41：35．9	 341．4�
35 バ ク シ ン 牡3鹿 56 坂井 瑠星林 正道氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 484－ 81：36．11	 152．9�
47 サイモンメガライズ 牡3鹿 56 斎藤 新澤田 昭紀氏 小林 真也 日高 ヤナガワ牧場 492－ 21：36．2クビ 142．6�
818 グレイイングリーン 牡3芦 56 岩田 望来青芝商事	 池江 泰寿 安平 追分ファーム 482－ 4 〃 ハナ 14．1�
817 サンデージャック 牡3青鹿56 
島 克駿杉野 公彦氏 宮本 博 安平 ノーザンファーム 476＋ 41：36．41	 117．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 178，376，100円 複勝： 242，810，600円 枠連： 97，291，400円
馬連： 564，152，400円 馬単： 181，615，800円 ワイド： 369，450，100円
3連複： 970，433，100円 3連単： 1，081，809，100円 計： 3，685，938，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 180円 � 710円 � 560円 枠 連（5－5） 8，890円

馬 連 �� 6，780円 馬 単 �� 10，290円

ワ イ ド �� 1，760円 �� 1，450円 �� 9，570円

3 連 複 ��� 47，050円 3 連 単 ��� 215，700円

票 数

単勝票数 計1783761 的中 � 411385（1番人気）
複勝票数 計2428106 的中 � 458784（1番人気）� 75944（10番人気）� 98208（7番人気）
枠連票数 計 972914 的中 （5－5） 8481（22番人気）
馬連票数 計5641524 的中 �� 68543（22番人気）
馬単票数 計1816158 的中 �� 13229（37番人気）
ワイド票数 計3694501 的中 �� 54475（18番人気）�� 66850（14番人気）�� 9691（71番人気）
3連複票数 計9704331 的中 ��� 15469（127番人気）
3連単票数 計10818091 的中 ��� 3636（568番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．5―12．3―12．2―11．5―11．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．2―34．7―47．0―59．2―1：10．7―1：21．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホウオウアマゾン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2020．6．14 阪神2着

2018．2．12生 牡3栗 母 ヒカルアマランサス 母母 ス タ ー ミ ー 6戦3勝 賞金 77，730，000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 ヴィアルークス号
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりホウオウアマゾン号・リッケンバッカー号・レイモンドバローズ号は，NHKマイルカップ（GⅠ）競走に優先
出走できる。

09084 4月17日 雨 不良 （3阪神2） 第7日 第12競走 ��
��2，000�4歳以上2勝クラス

発走16時10分 （ダート・右）
負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
2：01．0
2：01．0

不良
不良

44 � アンセッドヴァウ 	4栗 57 
島 克駿加藤 誠氏 中竹 和也 米 Mike G.
Rutherford 452－ 22：03．7 6．4�

68 ブルーコンパクタ 牡5鹿 57 岩田 康誠村上 稔氏 大橋 勇樹 新ひだか 岡田牧場 466－ 6 〃 クビ 11．5�
56 メイショウコジョウ 牡4鹿 57 幸 英明松本 好雄氏 石橋 守 浦河 林 孝輝 470± 02：04．01� 4．1�
11 アジャストザルート 牡4鹿 57 川田 将雅 �社台レースホース池添 学 千歳 社台ファーム 492－ 22：04．42� 2．6�
55 エブリワンブラック 牡4鹿 57 C．ルメール DMMドリームクラブ� 武 幸四郎 日高 ヤナガワ牧場 B474－ 62：05．03� 4．7	
812 キタサンヴィクター 牡6鹿 57 浜中 俊�大野商事 本田 優 浦河 辻 牧場 522－ 62：05．1クビ 26．0

22 ロードセッション 牡4鹿 57 和田 竜二 �ロードホースクラブ 高橋 義忠 新ひだか ケイアイファーム 510－ 82：05．2� 26．5�
33 トウカイデュエル 牡4鹿 57 酒井 学内村 正則氏 長谷川浩大 平取 二風谷ファーム 468－102：05．3� 88．6�
710 フェブタイズ 牡5鹿 57 団野 大成釘田 義広氏 川村 禎彦 浦河 中村 雅明 508± 02：05．51� 15．2
79 クリノキングボス 牡4栗 57 国分 優作栗本 博晴氏 南井 克巳 様似 様似渡辺牧場 B466－ 22：06．03 166．1�
811 コウユーホクト 牡6鹿 57

54 ▲角田 大和加治屋貞光氏 竹内 正洋 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム 506＋ 42：06．31� 105．2�

67 モーニングサン 牡5鹿 57
54 ▲松本 大輝林 正道氏 橋口 慎介 浦河 酒井牧場 B472－ 22：06．93� 75．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 69，444，900円 複勝： 82，129，400円 枠連： 25，478，600円
馬連： 141，015，800円 馬単： 57，033，900円 ワイド： 96，949，100円
3連複： 200，973，700円 3連単： 292，206，500円 計： 965，231，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 180円 � 240円 � 150円 枠 連（4－6） 3，270円

馬 連 �� 3，130円 馬 単 �� 5，710円

ワ イ ド �� 950円 �� 410円 �� 670円

3 連 複 ��� 3，120円 3 連 単 ��� 21，020円

票 数

単勝票数 計 694449 的中 � 86024（4番人気）
複勝票数 計 821294 的中 � 122286（4番人気）� 72804（5番人気）� 162148（2番人気）
枠連票数 計 254786 的中 （4－6） 6024（11番人気）
馬連票数 計1410158 的中 �� 34868（12番人気）
馬単票数 計 570339 的中 �� 7481（22番人気）
ワイド票数 計 969491 的中 �� 24709（12番人気）�� 64458（5番人気）�� 36627（8番人気）
3連複票数 計2009737 的中 ��� 48227（8番人気）
3連単票数 計2922065 的中 ��� 10074（66番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．6―34．7―47．8―1：00．4―1：13．2―1：25．9―1：38．6―1：50．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F37．8
1
3
7（10，11）－4，1（2，3）－5－（8，6）（9，12）・（7，10，11）－4（2，1）（3，5）（8，6）（9，12）

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

勝馬の
紹 介

�アンセッドヴァウ �
�
父 Giant’s Causeway �

�
母父 Lion Heart デビュー 2020．1．25 京都6着

2017．4．20生 	4栗 母 Country Cafe 母母 Pretty ’n Smart 12戦3勝 賞金 33，010，000円
［他本会外：1戦0勝］



（3阪神2）第7日 4月17日（土曜日） 雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

重
不良

競走回数 12回 出走頭数 177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

247，170，000円
26，070，000円
1，770，000円
29，290，000円
74，484，500円
5，173，500円
1，699，200円

勝馬投票券売得金
650，957，100円
994，900，700円
262，559，200円
1，400，225，600円
554，795，200円
1，070，750，100円
2，210，407，800円
2，692，460，800円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 9，837，056，500円

総入場人員 1，790名 （有料入場人員 1，636名）
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