
０９０６１ ４月１３日 晴 良 （２０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
１：４８．４

重

重

７１２ ピサノジュバン 牝３黒鹿５４ 安藤 勝己市川 義美氏 松田 博資 三石 中村 和夫 ４４２－ ６１：５４．８ １．５�

２２ キャトルキャール 牝３栗 ５４ 幸 英明吉田 修氏 橋本 寿正 様似 出口 繁夫 ４２６± ０１：５５．５４ １６．４�
４６ ハーマジェスティ 牝３鹿 ５４ 小林慎一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 矢作 芳人 静内 橋本牧場 ４７８＋ ２１：５６．０３ １０．５�
５９ シルキーリリー 牝３栗 ５４ 角田 晃一有限会社シルク松永 昌博 新冠 ラツキー牧場 ４８２ ―１：５６．４２� ７．５�
８１５ マックリーン 牝３鹿 ５４ 岡部 誠�柏台牧場 羽月 友彦 大樹 柏台牧場 ４７２－ ４１：５６．８２� ４７．９�

（愛知）

３４ クールサンドラ 牝３栗 ５４ 吉田 稔川上 哲司氏 目野 哲也 三石 沖田 博志 ４４０－ ６１：５６．９� １７７．６	
（愛知）

４７ サマーナイトスター 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠吉田 勝己氏 小野 幸治 早来 ノーザンファーム ４２６＋ ２１：５７．３２� １９．５

８１４ トウケイリリー 牝３栗 ５４ 佐久間寛志木村 信彦氏 鹿戸 明 えりも エクセルマネジメント ４２２＋ ４１：５７．４� １５７．１�
２３ マルサンヒロイン 牝３鹿 ５４ 小原 義之松井三千年氏 小原伊佐美 様似 様似堀牧場 ４７６＋１０１：５７．５� ２７６．７�
７１３ カネトシフローラル 牝３鹿 ５４ 小牧 太兼松 利男氏 五十嵐忠男 浦河 村下 明博 ４１０＋ ４１：５７．６� ２２３．７
６１１ ピンクノヒョウ 牝３鹿 ５４

５１ ▲田村 太雅久保 敏文氏 佐藤 正雄 新冠 越湖ファーム ４４６－ ２１：５７．９２ １６６．５�
３５ ガイラルディア 牝３鹿 ５４ 池添 謙一�谷川牧場 鶴留 明雄 浦河 谷川牧場 ４９０－ ６１：５８．３２� ８．８�
１１ マーベラスハート 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝笹原 貞生氏 柴田 政見 静内 松田 三千雄 ４６４＋１０１：５８．９３� ４５．８�
５８ プティフール 牝３鹿 ５４ 吉田 豊 �キャロットファーム 戸田 博文 早来 ノーザンファーム ４５２－ ６１：５９．５３� １８．０�
６１０ ミッシェルシチー 牝３栗 ５４ 長谷川浩大 �友駿ホースクラブ 作田 誠二 静内 光丘牧場 ３９４± ０２：０２．６大差 ２００．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １６，６０３，９００円 複勝： ２３，３５６，９００円 枠連： １７，５６４，１００円

普通馬連： ５５，２４９，５００円 馬単： ６１，３９０，７００円 ワイド【拡大馬連】： １７，８６１，６００円

３連複： ８８，４７４，７００円 ３連単： 発売なし 計： ２８０，５０１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � ２３０円 � １８０円 枠 連（２－７） ８７０円

普通馬連 �� ８３０円 馬 単 �� １，１００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３３０円 �� ２７０円 �� ８００円

３ 連 複 ��� １，４７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １６６０３９ 的中 � ８９２５５（１番人気）
複勝票数 計 ２３３５６９ 的中 � １１４０７８（１番人気）� １５５５２（５番人気）� ２２８６１（２番人気）
枠連票数 計 １７５６４１ 的中 （２－７） １５０４９（４番人気）
普通馬連票数 計 ５５２４９５ 的中 �� ４９４４６（４番人気）
馬単票数 計 ６１３９０７ 的中 �� ４１１８８（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７８６１６ 的中 �� １４０５４（４番人気）�� １８２１７（１番人気）�� ４８１９（９番人気）
３連複票数 計 ８８４７４７ 的中 ��� ４４４６０（２番人気）

ハロンタイム １２．８―１０．８―１３．７―１３．８―１３．５―１３．２―１２．６―１２．０―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２３．６―３７．３―５１．１―１：０４．６―１：１７．８―１：３０．４―１：４２．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．２―３F３７．０
１
３
１，５，１４－（４，１２）－（６，１５）－（７，１３）（９，１０）－（３，８，１１）２・（１，５）１４（４，６，１２）（７，１５）（３，１３，９，１０）２（１１，８）

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ピサノジュバン �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００７．８．２６ 札幌５着

２００５．４．４生 牝３黒鹿 母 ピサノガレー 母母 トロピカルサウンドⅡ ６戦１勝 賞金 ８，２００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミッシェルシチー号は，平成２０年５月１３日まで平地競走に出走できない。
※カネトシフローラル号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０９０６２ ４月１３日 晴 良 （２０阪神２）第６日 第２競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１０時３０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：２１．９
１：２１．９

重

重

５９ ウルドサリエ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一谷和 光彦氏 小崎 憲 浦河 久保農場 ４９２＋ ２１：２５．６ １２．９�

３５ � カネトシヴィゴーレ 牝３栗 ５２ 佐藤 哲三兼松 利男氏 矢作 芳人 豪 Arrowleave
Joint Venture ４２０－ ６ 〃 クビ ３．０�

６１２ ニ コ ラ シ カ 牡３黒鹿５６ 飯田 祐史竹中 一彰氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４６０± ０１：２６．３４ １０４．２�
４８ メ リ ト ゥ ム 牡３芦 ５６ 内田 博幸田上 雅春氏 中村 均 静内 岡田スタツド B４５４＋ ２１：２６．４� １０．４�
８１６ ハマノモナーク 牡３黒鹿５６ 幸 英明浜井 弘至氏 服部 利之 静内 漆原 信一 ４５２－ ４ 〃 クビ １５．７�
８１５ アップカントリー 牡３鹿 ５６ 武 豊金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ５０４ ― 〃 ハナ ２２．８�
１２ テ キ ー ラ 牡３鹿 ５６ 岩崎 祐己 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 西橋 豊治 静内 岡野牧場 ４５４＋ ２１：２６．６１� ２３．４	
３６ スナークホーオー 牡３栗 ５６

５３ ▲田中 克典杉本仙次郎氏 野村 彰彦 門別 下河辺牧場 ５１２－ ４１：２６．７� ２７６．９

４７ � セトノアンテウス 牡３鹿 ５４ 安藤 勝己難波 澄子氏 鮫島 一歩 豪 Mr F Peisah ４６２＋ ６ 〃 アタマ ２．１�
７１４� ローテコスミオン 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠山科 統氏 白井 寿昭 米 K. Kimura ４７８＋ ４１：２６．８	 ３５．４�
７１３ ドンペトリュス 牡３鹿 ５６ 角田 晃一大内 景子氏 柴田 政見 静内（有）石川牧場 ４８６－ ４１：２７．１１	 ３８８．９
２３ キーホウシンマル 牡３青鹿５６ 後藤 浩輝北前孔一郎氏 飯田 雄三 早来 吉田 三郎 ４７０＋ ２１：２７．４１	 ４５．２�
６１１ アグネスイカロス 牡３栗 ５６ 石橋 守渡辺 孝男氏 河内 洋 新冠 川島牧場 ４７６ ―１：２７．５� ４０．２�
１１ スナークストーム 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥杉本仙次郎氏 川村 禎彦 静内 見上牧場 ５０４＋ ４１：２８．０３ １３７．７�
２４ トーワヒヨシマル 牡３栗 ５６ 田嶋 翔齋藤 すゞ 氏 佐山 優 新冠 村本牧場 ４５８ ―１：２８．２１� ３７３．０�
５１０ パワートップスター 牡３鹿 ５６ 酒井 学�まの 大橋 勇樹 門別 高山 博 ４８８ ―１：２８．７３ １１２．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，６４１，１００円 複勝： ２３，９５８，８００円 枠連： １８，１５５，３００円

普通馬連： ６４，９７６，６００円 馬単： ６６，３４５，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，７７７，７００円

３連複： １０４，７５７，６００円 ３連単： 発売なし 計： ３１９，６１２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２９０円 複 勝 � ２９０円 � １５０円 � ２，１６０円 枠 連（３－５） １，３４０円

普通馬連 �� １，４２０円 馬 単 �� ３，６３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５７０円 �� １３，６５０円 �� ６，０５０円

３ 連 複 ��� ６５，５２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９６４１１ 的中 � １２０５５（４番人気）
複勝票数 計 ２３９５８８ 的中 � ２０１９２（３番人気）� ６１１００（２番人気）� ２０３８（１２番人気）
枠連票数 計 １８１５５３ 的中 （３－５） １００４７（５番人気）
普通馬連票数 計 ６４９７６６ 的中 �� ３３８８６（４番人気）
馬単票数 計 ６６３４５７ 的中 �� １３５０９（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１７７７７ 的中 �� １０３０１（４番人気）�� ３７４（６０番人気）�� ８５０（４４番人気）
３連複票数 計１０４７５７６ 的中 ��� １１８０（１０５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．８―２３．５―３５．２―４７．６―１：００．０―１：１２．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．４―３F３８．０
３ ・（９，１３，１５）（３，１０，５，１１）８（１，１２）（７，２，１６）－（１４，４）６ ４ ・（９，１３，１５）（３，１１）（１０，５）（７，１，８，１２）（２，１６）１４（６，４）

勝馬の
紹 介

ウルドサリエ �
�
父 デザートキング �

�
母父 サクラシンゲキ デビュー ２００７．１２．１６ 阪神１２着

２００５．６．１８生 牡３鹿 母 サリアシンゲキ 母母 ヒシノサリア ４戦１勝 賞金 ７，５００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 トライアルシチー号



０９０６３ ４月１３日 晴 良 （２０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００分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

３５ � インオラリオ 牡３鹿 ５６ 武 豊藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 Takeshi
Fujita ５１０－ ２１：５２．９ １．６�

４７ ドリームトラベラー 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠 �社台レースホース田中 章博 千歳 社台ファーム ４９０－ ８１：５３．１１� ４．４�
８１５ エアタイタン 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介 �ラッキーフィールド庄野 靖志 千歳 社台ファーム ５４６－ ４１：５３．８４ ８．７�
１１ ホッコーキングオー 牡３鹿 ５６ 内田 博幸矢部 幸一氏 野村 彰彦 浦河 辻 牧場 ４９４－ ２１：５３．９� １２．５�
８１４� コスモテンロウ 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己 �ビッグレッドファーム 鮫島 一歩 愛 T. Power ５２４＋ ２１：５４．２２ １４．０�
７１３ ホープフルスター 牡３黒鹿５６ 幸 英明前田 幸治氏 谷 潔 静内 橋本牧場 B５４４± ０１：５４．３� １９．５	
２２ トーホウミラクル 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人東豊物産� 柴田 光陽 門別 竹島 幸治 ４３６± ０１：５５．１５ ８７．８

４６ ショウリュウケン 牡３鹿 ５６ 植野 貴也村上 稔氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ４４８± ０１：５５．２クビ ２３７．８�
３４ マルカランディー 牡３栗 ５６

５３ ▲田中 克典河長産業� 松永 昌博 千歳 社台ファーム ５２０－ ４１：５５．３	 ４４．４�
７１２ メイショウラルー 牡３芦 ５６ 酒井 学松本 好氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 ４６２＋ ８１：５５．５１� ７６．６�
２３ ランドジーニアス 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三木村 善一氏 矢作 芳人 門別 日西牧場 ４４４± ０１：５５．６	 ２６０．７�
５８ メイショウマグマ 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝松本 好雄氏 安達 昭夫 平取 稲原牧場 ４８４－１２１：５７．６大差 ９９．１�
６１１ パーフェクトラブ 牡３鹿 ５６ 飯田 祐史林 順子氏 飯田 明弘 新冠 協和牧場 B４８２＋ ４１：５７．７� ４３５．７�
５９ エムテイホムラ 牡３栗 ５６ 吉田 稔山本 治氏 服部 利之 新冠 大狩部牧場 B４７２± ０１：５８．０１	 ４２７．９�

（愛知）

６１０ アグネスマンリー 牡３鹿 ５６ 石橋 守渡辺 孝男氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 ４３２－ ２１：５８．３１	 ３８５．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２４，３７８，４００円 複勝： ４９，５３５，７００円 枠連： ２１，６４５，２００円

普通馬連： ７６，４７１，６００円 馬単： ９１，１１７，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，４９１，４００円

３連複： １３３，９８９，１００円 ３連単： 発売なし 計： ４２１，６２９，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １２０円 � １８０円 枠 連（３－４） ２８０円

普通馬連 �� ２８０円 馬 単 �� ４１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １７０円 �� ２５０円 �� ３８０円

３ 連 複 ��� ５６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４３７８４ 的中 � １２４３９７（１番人気）
複勝票数 計 ４９５３５７ 的中 � ２８６１２３（１番人気）� ７７３４６（２番人気）� ３２６２２（３番人気）
枠連票数 計 ２１６４５２ 的中 （３－４） ５９０８０（１番人気）
普通馬連票数 計 ７６４７１６ 的中 �� ２０８８７９（１番人気）
馬単票数 計 ９１１１７７ 的中 �� １６５９６５（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４４９１４ 的中 �� ４５３１７（１番人気）�� ２３６１３（２番人気）�� １３１２８（５番人気）
３連複票数 計１３３９８９１ 的中 ��� １７６７４２（１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．７―３７．１―５０．２―１：０３．１―１：１５．７―１：２７．９―１：４０．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�インオラリオ �
�
父 Holy Bull �

�
母父 Native Prospector デビュー ２００８．３．１６ 中山２着

２００５．２．２２生 牡３鹿 母 Knight Prospector 母母 Knights Crozier ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔制裁〕 パーフェクトラブ号の騎手飯田祐史は，２コーナーで内側に斜行したことについて戒告。

メイショウラルー号の騎手酒井学は，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５０，０００円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エムテイホムラ号・アグネスマンリー号は，平成２０年５月１３日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 リバーミラクル号（疾病〔右肩跛行〕のため）
※ランドジーニアス号・リバーミラクル号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０９０６４ ４月１３日 晴 良 （２０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３０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

１：４５．３
１：４４．１

良

良

６１２ スピットファイアー 牡３栗 ５６ 岩田 康誠前田 晋二氏 加藤 敬二 三石 土居 忠吉 ４８６＋ ４１：５０．８ ８．３�

７１４ ブレイブファイト 牡３鹿 ５６ 福永 祐一�RRA 藤原 英昭 門別 下河辺牧場 ５０６＋ ２１：５０．９� ３．４�
４７ ス エ ズ 牡３鹿 ５６ 池添 謙一吉田 和美氏 吉田 直弘 門別 日高大洋牧場 ５１０＋１４ 〃 クビ ３４．１�
２４ サムワントゥラブ 牝３鹿 ５４ 武 豊金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 門別 シンコーファーム ４４０＋ ２１：５１．０� ７．５�
２３ ムーンシンフォニー 牝３栗 ５４ 安藤 勝己飯田 正剛氏 松田 博資 静内 千代田牧場 ４３８－ ６１：５１．２１� ４．４�
６１１ スマートギア 牡３栗 ５６ 四位 洋文大川 徹氏 佐山 優 新冠 大栄牧場 ４５０－ ８ 〃 ハナ １７．４�
１１ タガノエルシコ 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４４０ ― 〃 ハナ ３７．５	
８１６ フロイラインローゼ 牝３鹿 ５４ 小牧 太 
サンデーレーシング 宮本 博 早来 ノーザンファーム ４２６－ ４１：５１．３クビ ４．４�
５９ � エーシンベロシティ 牝３黒鹿５４ 和田 竜二平井 宏承氏 中尾 秀正 米 Winches-

ter Farm ４３８－ ２１：５１．７２� ９９．５�
４８ ダンツシュート 牝３鹿 ５４

５１ ▲田中 克典山元 哲二氏 橋本 寿正 静内 出羽牧場 ４６０＋１６１：５１．８クビ ２８７．０
７１５ コスモムルシェラゴ 牝３黒鹿５４ 松岡 正海 
ビッグレッドファーム 北出 成人 新冠 ビッグレッドファーム ４１８＋ ４ 〃 アタマ ９１．３�
３６ エナージバイオ 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三バイオ� 崎山 博樹 門別 日高大洋牧場 ４８４ ―１：５１．９� ７１．７�
５１０ タガノアンクルベル 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎八木 良司氏 岡田 稲男 浦河 谷川牧場 ４２４＋ ４１：５２．１１ １３．３�
１２ ユグドラシル 牡３栗 ５６ 吉田 隼人 
ノースヒルズマネ

ジメント 飯田 雄三 登別 青藍牧場 ４４２＋ ８１：５２．６３ ７０．５�
７１３ チェリームサシ 牡３鹿 ５６ 高橋 亮チエリー商事� 高橋 隆 三石 大塚牧場 ５１８＋１４ 〃 ハナ ２３５．２�
３５ タガノクロニクル 牡３鹿 ５６ 内田 博幸八木 良司氏 領家 政蔵 静内 大典牧場 ５２２ ―１：５２．９１	 １２４．２�
８１７ トウカイボルテージ 牡３鹿 ５６ 石橋 守内村 正則氏 野中 賢二 新冠 長浜牧場 ４８６ ―１：５３．３２� ３００．１�
８１８ ファーストクライ 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文 
ノースヒルズマネ

ジメント 北出 成人 三石 土居 忠吉 ４７４ ―１：５３．８３ ２０４．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２０，８２７，３００円 複勝： ２５，０８７，３００円 枠連： ２５，０１２，５００円

普通馬連： ７２，１１２，７００円 馬単： ６９，４４５，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，４７４，３００円

３連複： １１３，５０８，１００円 ３連単： 発売なし 計： ３４８，４６７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８３０円 複 勝 � ２４０円 � １９０円 � ７００円 枠 連（６－７） １，２２０円

普通馬連 �� １，４００円 馬 単 �� ３，０１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６７０円 �� ２，９６０円 �� １，６５０円

３ 連 複 ��� １４，２１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２０８２７３ 的中 � １９８４１（５番人気）
複勝票数 計 ２５０８７３ 的中 � ２８４０１（４番人気）� ４１７３７（３番人気）� ７５３９（８番人気）
枠連票数 計 ２５０１２５ 的中 （６－７） １５２２７（５番人気）
普通馬連票数 計 ７２１１２７ 的中 �� ３８２０７（４番人気）
馬単票数 計 ６９４４５６ 的中 �� １７０６８（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２４７４３ 的中 �� ８８１５（８番人気）�� １７９８（２８番人気）�� ３２９４（１６番人気）
３連複票数 計１１３５０８１ 的中 ��� ５８９７（４０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２５．０―３７．７―５０．６―１：０３．２―１：１５．９―１：２７．５―１：３９．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スピットファイアー �
�
父 バブルガムフェロー �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２００７．８．１２ 小倉４着

２００５．３．２３生 牡３栗 母 プレシャスマンデー 母母 マダムダンサー ４戦１勝 賞金 ８，８５０，０００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 カネトシフローラル号・シゲルジチチ号・トロピカルロマンス号
（非抽選馬） １頭 メイショウハンク号



０９０６５ ４月１３日 晴 良 （２０阪神２）第６日 第５競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１２時２０分 （芝・右）

５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：１９．９
１：１９．０

良

良

３５ ランチボックス 牡３鹿 ５６ 武 豊馬場 幸夫氏 浅見 秀一 静内 矢野牧場 ４９４－ ６１：２２．２ ２．５�

２４ サクラグローリー 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介�さくらコマース藤岡 健一 静内 谷岡牧場 ４９０－ ６１：２２．３� １６．６�
６１２ ディープキッス 牝３鹿 ５４ 長谷川浩大岸田 勝宏氏 田所 秀孝 新冠 ハクツ牧場 ４３６± ０ 〃 ハナ １７．３�
８１６ ココシュニック 牝３芦 ５４ 内田 博幸吉田 和子氏 松田 国英 早来 ノーザンファーム ４８６－ ６１：２２．４クビ ６．１�
２３ スカイビューティー 牡３黒鹿５６ 四位 洋文藤岡 康男氏 本田 優 新冠 川上牧場 ４９２－１２１：２２．６１� １３．１�
３６ レ ジ ア ス 牡３青鹿５６ 小牧 太前田 晋二氏 宮本 博 新冠 平山牧場 ４５２－ ６ 〃 アタマ １２．９�
５１０� アイファーダイオー 牡３鹿 ５６ 吉田 稔中島 稔氏 藤田 正治 新冠 中村農場 ４６２＋ ８１：２２．９２ １２．８	

（笠松） （愛知）

７１４ メイショウアサガオ 牝３青 ５４ 後藤 浩輝松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 ４３８＋ ６１：２３．２１� ４．０

６１１ メジロアースラ 牝３青鹿５４ 石橋 守�メジロ牧場 田島 良保 洞爺 メジロ牧場 ４７６－ ２ 〃 ハナ ７１．９�
７１３ ギンザフローラル 牝３鹿 ５４ 松岡 正海有馬 博文氏 安田 隆行 早来 ノーザンファーム B４９６＋１０１：２３．３� ３９．７
４７ テイエムセッペトベ 牝３鹿 ５４ 田嶋 翔竹園 正繼氏 小島 貞博 鹿児島 テイエム牧場 ４１２＋ ２１：２３．８３ ５７．３�
１２ ナリタスレンダー �３鹿 ５６ 福永 祐一�オースミ 木原 一良 浦河 田中スタッド B４５０＋１０ 〃 クビ ５２．８�
１１ パラダイスプラム 牝３栗 ５４ 武 幸四郎伊藤 信之氏 本田 優 静内 フジワラフアーム ４６４＋１０１：２４．６５ ７４．０�
５９ シゲルラフタラ 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文森中 蕃氏 大根田裕之 門別 高橋牧場 ４６２＋ ２１：２４．８� ２５５．７�
８１５� イーストミー 牝３黒鹿５４ 岡部 誠東 清志氏 塚田 隆男 新冠 カミイスタット ４３６－ ４ 〃 クビ ３１１．６�

（愛知） （愛知）

４８ ハーバークイーン 牝３栗 ５４ 小林 徹弥菅藤 宗一氏 目野 哲也 浦河 小池 博幸 ４７６－ ８１：２５．３３ ３１６．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，２４３，０００円 複勝： ２５，２１１，５００円 枠連： ２１，５５０，０００円

普通馬連： ７３，３２２，６００円 馬単： ７１，１０２，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，７１１，９００円

３連複： １１１，９４０，８００円 ３連単： 発売なし 計： ３４６，０８２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １５０円 � ３８０円 � ４６０円 枠 連（２－３） ６７０円

普通馬連 �� １，９６０円 馬 単 �� ３，０７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８７０円 �� ９７０円 �� ３，１３０円

３ 連 複 ��� １１，０１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２０２４３０ 的中 � ６４３０８（１番人気）
複勝票数 計 ２５２１１５ 的中 � ６２４１５（１番人気）� １４７３３（７番人気）� １１５５９（８番人気）
枠連票数 計 ２１５５００ 的中 （２－３） ２３９４２（２番人気）
普通馬連票数 計 ７３３２２６ 的中 �� ２７６６４（８番人気）
馬単票数 計 ７１１０２２ 的中 �� １７１２７（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２７１１９ 的中 �� ６６５４（９番人気）�� ５８５２（１０番人気）�� １７１９（３５番人気）
３連複票数 計１１１９４０８ 的中 ��� ７５１０（３４番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１１．２―１１．８―１２．０―１１．５―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．３―３４．５―４６．３―５８．３―１：０９．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ランチボックス �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ラストタイクーン デビュー ２００７．６．２４ 阪神２着

２００５．２．１４生 牡３鹿 母 アローキャリー 母母 アロールーシー １０戦２勝 賞金 ２６，８９２，０００円
〔発走状況〕 ランチボックス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０９０６６ ４月１３日 晴 良 （２０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５０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．９

重

重

２４ アサクサアンデス 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠田原 慶子氏 大久保龍志 新冠 武田牧場 ４６０＋ ４１：２５．２ ２．０�

６１１ メイショウソーラー 牡５鹿 ５７ 石橋 守松本 好雄氏 河内 洋 三石 木下牧場 ４４６－ ４ 〃 クビ １０．５�
８１６� メモリージャグラー 牡４栗 ５７ 福永 祐一�シンザンクラブ 福永 甲 浦河 成隆牧場 ４４８＋ ４ 〃 アタマ ２３．９�
７１３� ナムラグローリー 牡４芦 ５７

５４ ▲田中 克典奈村 信重氏 野村 彰彦 門別 いとう牧場 ４８８－ ４１：２５．３� ２７．５�
１１ ア ズ ラ イ ト 牝４青 ５５ 角田 晃一 �ユートピア牧場 飯田 雄三 登別 ユートピア牧場 ４６０± ０１：２５．８３ １７．３�
５１０ ノースフォンテン 牡４芦 ５７ 池添 謙一北村実地子氏 池添 兼雄 浦河 向別牧場 ４６８－ ４ 〃 ハナ １２．７	
１２ カ ミ ツ キ 牡４栗 ５７ 吉田 稔昴ホースクラブ 福島 信晴 三石 沖田 哲夫 ５０４－ ４１：２６．１１	 ８．７


（愛知）

６１２ バトルスクワート 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人宮川 秋信氏 本田 優 えりも 能登 浩 ４７２－ ２１：２６．２� ３９．０�
３５ 
 マルターズマゼル 牡４鹿 ５７ 松岡 正海藤田与志男氏 岡田 稲男 米 Yoshio Fujita ４４２－ ４１：２６．５１	 ７１．９�
５９ � リバートーマス 牡４栗 ５７ 白坂 聡河越 武治氏 須貝 彦三 門別 小岩ファーム ４８２＋ ６１：２６．６� ３８２．２
４７ ヒシプレミア 牡４鹿 ５７ 四位 洋文阿部雅一郎氏 小林 常泰 浦河 浦河育成牧場 ５１４－ ６１：２６．８１ ５．３�
３６ � ウイニングアーク 牡５鹿 ５７ 佐藤 哲三金田 成基氏 小島 茂之 静内 山田牧場 ４７４－ ４ 〃 ハナ ８７．６�
８１５� カルストンオーラ 牡４芦 ５７

５４ ▲船曳 文士清水 貞光氏 浜田 光正 新冠 奥山 喜義 ４９２± ０１：２７．４３� ３００．８�
４８ スナークムサシ 牡５黒鹿５７ 高橋 亮杉本仙次郎氏 高橋 隆 浦河 大島牧場 ５００± ０１：２７．５クビ １３３．５�
２３ シ ク ン シ 牡４鹿 ５７

５４ ▲田村 太雅�コトブキ陶春 佐藤 正雄 三石 フクダファーム ４８２＋ ８１：２７．６� １９．４�
７１４ シランプリソブリン 牡４黒鹿５７ 内田 博幸北側 雅司氏 矢作 芳人 三石 三石橋本牧場 ４３６－ ２１：２７．７� ８１．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，０２０，０００円 複勝： ２５，９２１，６００円 枠連： ２１，３４５，９００円

普通馬連： ７６，４８６，５００円 馬単： ７５，１１６，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，１１４，９００円

３連複： １１６，８８３，２００円 ３連単： 発売なし 計： ３６０，８８８，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １２０円 � ２００円 � ４３０円 枠 連（２－６） ５８０円

普通馬連 �� ７４０円 馬 単 �� ９８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３１０円 �� ８５０円 �� １，４７０円

３ 連 複 ��� ４，２２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２２０２００ 的中 � ９０７２６（１番人気）
複勝票数 計 ２５９２１６ 的中 � ８６１４８（１番人気）� ３０５１５（３番人気）� １０３４７（７番人気）
枠連票数 計 ２１３４５９ 的中 （２－６） ２７４２９（３番人気）
普通馬連票数 計 ７６４８６５ 的中 �� ７６４４６（２番人気）
馬単票数 計 ７５１１６７ 的中 �� ５６６２６（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３１１４９ 的中 �� ２１１１１（２番人気）�� ６４０８（９番人気）�� ３５２６（１６番人気）
３連複票数 計１１６８８３２ 的中 ��� ２０４８４（１３番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．１―１２．０―１２．４―１２．０―１２．４―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．４―３５．４―４７．８―５９．８―１：１２．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アサクサアンデス �
�
父 エンドスウィープ �

�
母父 Star de Naskra デビュー ２００５．１１．２６ 京都３着

２００３．３．３０生 牡５鹿 母 ダーケストスター 母母 Minnie Riperton １３戦３勝 賞金 ３０，１００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０９０６７ ４月１３日 晴 良 （２０阪神２）第６日 第７競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時２０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

７１３ ポーカーフェイス 牡４栗 ５７ 安藤 勝己前田 晋二氏 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８０＋ ４１：５３．０ １５．５�

８１４ ハードシーキング 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝津田 一男氏 西橋 豊治 静内 前田牧場 B４９０－ ２１：５３．３１� １１．２�
４６ サ バ ス デ イ 牡４黒鹿５７ 小林 徹弥 �サンデーレーシング 野中 賢二 早来 ノーザンファーム ４９４＋２６ 〃 クビ ６．７�
６１０ マイティーバッカス 牡４栗 ５７ 岡部 誠小川 勲氏 宮 徹 浦河 平成ファーム ４７４＋ ２１：５３．６２ ７０．１�

（愛知）

５８ ホーマンクラフト 牡５鹿 ５７ 吉田 隼人久保 久人氏 安田 隆行 平取 稲原牧場 ４２８＋１２ 〃 ハナ １１．１�
３４ マルブツグローリア 牡４芦 ５７ 岩田 康誠大澤 毅氏 加用 正 浦河 大島牧場 ４４０＋ ２１：５３．８１� ４．９�
８１５ ダイナミックターン 牡５栗 ５７

５４ ▲田中 克典小川 勲氏 目野 哲也 三石 ヒサイファーム B４７４－ ４１：５４．０１� １７６．７	
１１ グランプリゲイト 牡５鹿 ５７ 吉田 稔
グランプリ 小崎 憲 早来 ノーザンファーム ５００＋ ２ 〃 アタマ ７４．３�

（愛知）

３５ トップオブハワイキ 牡４黒鹿５７ 池添 謙一横瀬 兼二氏 池添 兼雄 三石 田中 春美 ４６０－ ４ 〃 ハナ ５６．０�
７１２ パーリーゲイツ 牡４鹿 ５７ 佐藤 哲三吉田 勝己氏 池江 泰寿 門別 白瀬 明 ５１０－ ４１：５４．２１ ８５．９
５９ テイエムヒリュウ 牡４栗 ５７ 小牧 太竹園 正繼氏 五十嵐忠男 静内 武岡牧場 B５３２± ０ 〃 ハナ ４０．２�
６１１ ニシオハンセル 牡４栗 ５７ 高橋 亮西尾 午郎氏 高橋 隆 浦河 大島牧場 ４５２＋ ２１：５４．５１� １４６．８�
４７ マストビートゥルー 牡５栗 ５７

５４ ▲船曳 文士�信岡牧場 加用 正 浦河 信岡牧場 ４６４－ ２１：５４．６クビ １７．２�
２２ チャームピクチャー 牝４栗 ５５

５２ ▲田村 太雅タマモ
 佐藤 正雄 静内 前田牧場 ４６６＋ ４１：５５．２３� ２０．９�
２３ � アグネススピリッツ 牡５鹿 ５７ 内田 博幸渡辺 孝男氏 松永 幹夫 浦河 辻 牧場 ５０２－ ４ 〃 クビ ２．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２２，７１４，２００円 複勝： ３０，５２１，５００円 枠連： ２５，０８８，８００円

普通馬連： ８９，３１５，３００円 馬単： ８０，２６７，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，７８４，５００円

３連複： １３５，７６３，９００円 ３連単： 発売なし 計： ４１０，４５５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５５０円 複 勝 � ４６０円 � ３６０円 � ３６０円 枠 連（７－８） ３，７８０円

普通馬連 �� ５，６３０円 馬 単 �� １２，７７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，７８０円 �� ２，６９０円 �� ２，３４０円

３ 連 複 ��� ３３，２１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２２７１４２ 的中 � １１５８６（６番人気）
複勝票数 計 ３０５２１５ 的中 � １６７８９（７番人気）� ２２９１５（５番人気）� ２３０４４（４番人気）
枠連票数 計 ２５０８８８ 的中 （７－８） ４９０７（１７番人気）
普通馬連票数 計 ８９３１５３ 的中 �� １１７１０（２０番人気）
馬単票数 計 ８０２６７６ 的中 �� ４６４２（４２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６７８４５ 的中 �� ３７３８（２０番人気）�� ２４３９（３０番人気）�� ２８１３（２６番人気）
３連複票数 計１３５７６３９ 的中 ��� ３０１７（９１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．９―３７．３―５０．０―１：０２．８―１：１５．４―１：２７．５―１：３９．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．２―３F３７．６
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ポーカーフェイス �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 タマモクロス デビュー ２００７．４．８ 福島６着

２００４．３．２生 牡４栗 母 ラ テ ィ ー ル 母母 ソルティーレディー ８戦２勝 賞金 ２１，４００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０９０６８ ４月１３日 晴 良 （２０阪神２）第６日 第８競走 ��
��１，６００�

ほ う ら い き ょ う

� � 峡 特 別
発走１３時５０分 （芝・右・外）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ４２０，０００円 １２０，０００円 ６０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．５

良

良

７１４ ブラックオリーブ 牡４黒鹿５７ 武 豊 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム ４８８± ０１：３３．９ ５．３�

３５ ニホンピロリビエラ 牡６鹿 ５７ 川島 信二小林百太郎氏 大橋 勇樹 静内 片岡牧場 ４７４± ０ 〃 ハナ １１．４�
７１３ シンデレラマン 牡４黒鹿５７ 福永 祐一 �エクセルマネジメント坂口 正則 静内 桜井牧場 ４９０± ０ 〃 アタマ ３６．２�
５９ フレジェール 牝４鹿 ５５ 藤岡 佑介吉田 照哉氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム ４８０＋ ４ 〃 ハナ １１．２�
５１０ ギムレットロック 牡４栗 ５７ 岩田 康誠 �社台レースホース池江 泰郎 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４０－１０１：３４．１１� ４．８�
７１５ トレノジュビリー 牡５鹿 ５７ 武 幸四郎廣崎 利洋氏 藤原 英昭 静内 藤原牧場 ４５４－ ２１：３４．２� ８．１�
６１２	 タマモハクライ 牡５鹿 ５７ 吉田 稔タマモ	 中竹 和也 米 Gaines－Gentry

Thoroughbreds ４４４－ ４１：３４．５２ １９４．５

（愛知）

８１６
 フレアリングベスト 牡７鹿 ５７ 岡部 誠山口 克己氏 本郷 一彦 平取 山口 明彦 ５１０－ ２１：３４．６� １７．４�
（愛知）

３６ エ テ ル ノ �５芦 ５７ 上村 洋行前田 晋二氏 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント B５００＋ ８ 〃 ハナ １４．０�
４７ ビッグファルコン 牡７栗 ５７ 和田 竜二小林 昌志氏 中尾 正 浦河 小倉牧場 ４６０＋１２１：３４．９１� １９３．８
４８ アグネスパウエル �９鹿 ５７ 幸 英明渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４５８＋ ４ 〃 クビ ７１．３�
８１８ アドマイヤムサシ 牡６鹿 ５７ 柴原 央明近藤 利一氏 橋田 満 門別 日西牧場 ４８８＋ ２ 〃 アタマ ７４．１�
２４ ケイアイシャープ 牝５鹿 ５５ 松岡 正海亀田 守弘氏 加用 正 静内 松田 三千雄 ４４２＋１２１：３５．０クビ ４０．９�
６１１ グッドキララ 牡４鹿 ５７ 長谷川浩大杉立 恭平氏 川村 禎彦 新冠 ヒノデファーム ５１８± ０１：３５．２１� １７．５�
８１７ カームブレイカー 牡８栗 ５７ 吉田 豊 �サンデーレーシング 大久保洋吉 早来 ノーザンファーム ５４０± ０１：３５．４１� ４７．７�
２３ ニシノアンサー 牡５栗 ５７ 後藤 浩輝西山 茂行氏 水野 貴広 鵡川 西山牧場 ４８６－ ６１：３５．８２� ４．９�
１２ スマートカイザー 牡８鹿 ５７ 熊沢 重文大川 徹氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４８２＋１０１：３５．９クビ ６７．８�
１１ ウイングビート �５青鹿５７ 吉田 隼人 �サンデーレーシング 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４７２－ ４１：３６．２１� ２２．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２６，８５０，２００円 複勝： ３７，１９６，７００円 枠連： ３７，６９３，９００円

普通馬連： １２４，３３６，８００円 馬単： ９３，５０６，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，９９４，７００円

３連複： １８１，３５７，５００円 ３連単： 発売なし 計： ５３３，９３６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � ２６０円 � ２８０円 � ７９０円 枠 連（３－７） ７５０円

普通馬連 �� ３，２００円 馬 単 �� ５，８７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０５０円 �� ２，７７０円 �� ５，８００円

３ 連 複 ��� ４１，５４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２６８５０２ 的中 � ４０５２４（３番人気）
複勝票数 計 ３７１９６７ 的中 � ４１８１１（３番人気）� ３７８１５（５番人気）� １０６８０（１１番人気）
枠連票数 計 ３７６９３９ 的中 （３－７） ３７２８９（２番人気）
普通馬連票数 計１２４３３６８ 的中 �� ２８７３９（１５番人気）
馬単票数 計 ９３５０６６ 的中 �� １１７７２（２３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２９９４７ 的中 �� ８０１９（１２番人気）�� ２９０３（３５番人気）�� １３６６（５４番人気）
３連複票数 計１８１３５７５ 的中 ��� ３２２２（１２５番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．８―１０．８―１１．５―１２．２―１１．８―１２．０―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．４―３４．２―４５．７―５７．９―１：０９．７―１：２１．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．２―３F３６．０
３ ・（３，１１）－（１，４）６（１３，７）（２，９）（５，１５）１０，１４（８，１２）１７－１６－１８ ４ １１，３＝４（１，６）（１３，７）（２，９）（５，１５）（１０，１４）（８，１２，１７）（１８，１６）

勝馬の
紹 介

ブラックオリーブ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 ドクターデヴィアス デビュー ２００６．１１．１１ 京都１着

２００４．３．２５生 牡４黒鹿 母 オリーブクラウン 母母 ベ リ ア ー ニ １３戦３勝 賞金 ５０，４３０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 クイックシューター号・クリスタルルージュ号・ゴッドスマイルユー号・チョウカイファイト号・テイエムアタック号・

ロードアルファード号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０９０６９ ４月１３日 晴 良 （２０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 ３７８，０００円 １０８，０００円 ５４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５８．１
１：５６．４

良

良

４７ ムードインディゴ 牝３栗 ５４ 福永 祐一金子真人ホール
ディングス� 友道 康夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５６＋ ６２：０２．２ ５．７�

５９ プティマカロン 牝３青鹿５４ 田嶋 翔伊達 大雄氏 小島 貞博 新冠 競優牧場 ４３６＋１０２：０２．３� ２６．５�
３５ グ ラ ー フ 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎坂田 行夫氏 田所 秀孝 門別 細川牧場 ４７２± ０２：０２．５１� ３０．０�
１２ シゲルエスペレ 牝３黒鹿５４ 角田 晃一森中 蕃氏 鶴留 明雄 浦河 平成ファーム ４６４－ ２２：０２．６� １７．５�
３６ ブーケフレグランス 牝３栗 ５４ 安藤 勝己 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム ５２０＋ ２２：０２．７	 １．８�
１１ コーニングストーン 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三後藤 繁樹氏 崎山 博樹 静内 有限会社 レキ

シントンファーム ４７０＋ ４２：０３．０１	 １７．３	
８１５ ジョイフルスマイル 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介上茶谷 一氏 矢作 芳人 早来 ノーザンファーム ４４４± ０２：０３．１� ２７．８

４８ アマゾネスバイオ 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝バイオ� 領家 政蔵 早来 ノーザンファーム ５１６－ ６２：０３．２� １４７．９�
２４ プラティコドン 牝３鹿 ５４ 武 豊前田 晋二氏 池江 泰郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７２＋ ４２：０３．４１� １３．１�
７１４ スマートレディー 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠大川 徹氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム B４１４± ０２：０３．５� ５０．１
６１２ キンショーオトヒメ 牝３栗 ５４ 吉田 隼人礒野日出夫氏 中村 均 浦河 昭和牧場 ４２８－ ２２：０３．６クビ １０９．１�
６１１ チャーミングシチー 牝３芦 ５４ 小林 徹弥 �友駿ホースクラブ 清水 出美 門別 富川田中牧場 ４１４＋ ２２：０３．８１� ２３１．９�
２３ ヤマカツオーキッド 牝３青 ５５ 長谷川浩大山田 博康氏 池添 兼雄 静内 岡田牧場 ４６８± ０ 〃 クビ ７．４�
７１３ マイネブリッツ 牝３鹿 ５５ 内田 博幸 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム ４４４＋ ４２：０４．２２� ８９．４�
５１０ ヤサシイキモチ 牝３鹿 ５４ 池添 謙一宮城 寛也氏 梅田 智之 新冠 田渕牧場 ４５０＋ ４２：０４．６２� ４３．０�
８１６ トラストパープル 牝３黒鹿５４ 上村 洋行菅波 雅巳氏 河野 通文 新冠 松浦牧場 ４６０＋ ８ （競走中止） ６３．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４３，３３１，５００円 複勝： ４４，８０１，５００円 枠連： ４１，３０２，９００円

普通馬連： １７０，８３９，１００円 馬単： １１９，３３２，１００円 ワイド【拡大馬連】： ４２，８７５，８００円

３連複： １７５，０９２，９００円 ３連単： ４１４，５９５，８００円 計： １，０５２，１７１，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５７０円 複 勝 � ２３０円 � ４８０円 � ５５０円 枠 連（４－５） ４，１７０円

普通馬連 �� ４，７００円 馬 単 �� ７，３３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５７０円 �� ２，１４０円 �� ４，３５０円

３ 連 複 ��� ３２，５５０円 ３ 連 単 ��� １３２，４６０円

票 数

単勝票数 計 ４３３３１５ 的中 � ６００７９（２番人気）
複勝票数 計 ４４８０１５ 的中 � ５９６１２（２番人気）� ２２８６７（７番人気）� １９６２２（８番人気）
枠連票数 計 ４１３０２９ 的中 （４－５） ７３１２（１５番人気）
普通馬連票数 計１７０８３９１ 的中 �� ２６８５１（１５番人気）
馬単票数 計１１９３３２１ 的中 �� １２０２２（２２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４２８７５８ 的中 �� ６８５８（１６番人気）�� ４９５９（２５番人気）�� ２３８５（４７番人気）
３連複票数 計１７５０９２９ 的中 ��� ３９７１（９３番人気）
３連単票数 計４１４５９５８ 的中 ��� ２３１０（３５６番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．７―１２．１―１２．４―１２．２―１２．３―１２．３―１２．３―１２．５―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２３．３―３５．４―４７．８―１：００．０―１：１２．３―１：２４．６―１：３６．９―１：４９．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．９―３F３７．６
１
３

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ムードインディゴ �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Sharpo デビュー ２００７．１２．８ 中京１着

２００５．１．１９生 牝３栗 母 リープフォージョイ 母母 Humble Pie ５戦２勝 賞金 ３０，１７８，０００円
〔競走中止〕 トラストパープル号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※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 イエロータキオン号・グランジョイ号



０９０７０ ４月１３日 晴 良 （２０阪神２）第６日 第１０競走 ��
��２，０００�

う め だ

梅田ステークス
発走１５時００分 （ダート・右）
４歳以上，１，６００万円以下，１９．４．７以降２０．４．６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 １８，３００，０００円 ７，３００，０００円 ４，６００，０００円 ２，７００，０００円 １，８３０，０００円
付 加 賞 ３５７，０００円 １０２，０００円 ５１，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：０１．０
２：０１．０

不良

不良

８１６ マルブツリード 牡５栗 ５７ 蛯名 正義大澤 毅氏 大根田裕之 門別 正和山本牧場 ５０４＋ ２２：０４．２ ３．４�

７１３� サンワードラン 牡６鹿 ５６ 和田 竜二佐藤 幸彦氏 中尾 正 米 Silverleaf
Farms, Inc. ５０４－ ４２：０４．４１� １５．３�

６１１ アグネスネクタル 牡５黒鹿５７ 安藤 勝己渡辺 孝男氏 鮫島 一歩 千歳 社台ファーム ５１２＋ ６２：０４．７２ ４．８�
４８ � リオサンバシチー 牡８鹿 ５４ 松岡 正海 �友駿ホースクラブ 中野 栄治 加

Black Canyou
Thoroughbreds
Ltd.

４９２－ ６２：０４．８� １９．２�
３５ ク リ ー ン 牡４鹿 ５６ 武 豊小田切有一氏 音無 秀孝 静内 タイヘイ牧場 ５８６－１０２：０４．９クビ ５．４�
５１０ ピースデザイン 牡６鹿 ５５ 岡部 誠吉田 千津氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ５４２－ ２２：０５．０� １６．３�

（愛知）

３６ マイネルテセウス 牡５鹿 ５６ 吉田 隼人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム ４７０＋ ８２：０５．２１� ２４．２	

８１５ パントマイミスト 牡７栗 ５４ 熊沢 重文�ダイリン 大久保龍志 門別 大沢育成牧場 ４６８± ０２：０５．５１	 １０９．８

１２ サクラオリオン 牡６黒鹿５６ 佐藤 哲三�さくらコマース池江 泰郎 静内 新和牧場 ４７６± ０ 〃 ハナ １４．７�
７１４ ブリッコーネ 牡７鹿 ５５ 上村 洋行金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 千歳 社台ファーム ４９４－１０２：０５．９２� ４８．９�
２３ プログレスエバー 牡５鹿 ５５ 菊地 昇吾橋場 勇二氏 宮 徹 浦河 大島牧場 ５７２＋ ６２：０６．０	 １１．８
５９ フルブラッサム 牡６鹿 ５４ 幸 英明臼田 浩義氏 沖 芳夫 門別 日高大洋牧場 ４８８＋ ８ 〃 クビ ７９．７�
１１ � コンプレッソ 牡５鹿 ５５ 小牧 太藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 Pegasus Blood-

stock USA, Inc. ４８４＋ ２２：０６．５３ ２１．８�
６１２
 パラダイスリヴァー 牡１０鹿 ５０ 飯田 祐史 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 新冠 柏木 一則 ５０２－ ８２：０６．６� １６１．９�
２４ スズライトアップ 牡４栗 ５４ 高山 太郎サン・ファーム� 佐藤 全弘 三石 小河 豊水 ４５０－ ８２：０６．９１	 ８６．４�
４７ セフティーステージ 牡６鹿 ５５ 藤岡 佑介池田 實氏 小野 幸治 門別 沖田牧場 ４９４－ ２２：０７．４３ １０．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３７，４９１，８００円 複勝： ５１，２９１，４００円 枠連： ４６，６７３，７００円

普通馬連： ２０６，５１８，２００円 馬単： １２２，８９４，１００円 ワイド【拡大馬連】： ５０，４３１，３００円

３連複： ２１７，０９１，４００円 ３連単： ４４６，７１６，０００円 計： １，１７９，１０７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １６０円 � ３２０円 � １９０円 枠 連（７－８） １，５１０円

普通馬連 �� ２，０９０円 馬 単 �� ３，１１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８２０円 �� ３６０円 �� １，２３０円

３ 連 複 ��� ３，１８０円 ３ 連 単 ��� １６，０５０円

票 数

単勝票数 計 ３７４９１８ 的中 � ８７５８２（１番人気）
複勝票数 計 ５１２９１４ 的中 � １０２１２８（１番人気）� ３４５００（６番人気）� ７６９２３（２番人気）
枠連票数 計 ４６６７３７ 的中 （７－８） ２２８６０（８番人気）
普通馬連票数 計２０６５１８２ 的中 �� ７３１１９（６番人気）
馬単票数 計１２２８９４１ 的中 �� ２９１６９（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５０４３１３ 的中 �� １４６９５（８番人気）�� ３９２１１（１番人気）�� ９４３５（１３番人気）
３連複票数 計２１７０９１４ 的中 ��� ５０３９８（６番人気）
３連単票数 計４４６７１６０ 的中 ��� ２０５４４（２１番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．８―１１．５―１３．９―１３．０―１３．０―１２．３―１１．９―１１．７―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２４．３―３５．８―４９．７―１：０２．７―１：１５．７―１：２８．０―１：３９．９―１：５１．６

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

マルブツリード �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２００５．９．２４ 阪神３着

２００３．３．１生 牡５栗 母 シェーラザード 母母 Impatiente １７戦５勝 賞金 ８１，９２７，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔発走状況〕 クリーン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１２頭 アグネスマクシマム号・イセノイチ号・ゴッドセンド号・ダイワルビア号・タガノエクリプス号・デイフラッシュ号・

トーセンゴライアス号・ナムラクック号・ナムラスピード号・ニホンピロシェリー号・モチ号・ロリンザーユーザー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０９０７１ ４月１３日 晴 良 （２０阪神２）第６日 第１１競走 ��１，６００�第６８回桜 花 賞（ＪｐｎⅠ）
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 ８９，０００，０００円 ３６，０００，０００円 ２２，０００，０００円 １３，０００，０００円 ８，９００，０００円
付 加 賞 ３１，１１５，０００円 ８，８９０，０００円 ４，４４５，０００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

［参考記録］

１：３２．０
１：３１．５
１：３３．５
１：３３．７

良

良

良

良 （阪神）

７１５ レ ジ ネ ッ タ 牝３鹿 ５５ 小牧 太 �社台レースホース浅見 秀一 新冠 追分ファーム ４３２－ ４１：３４．４ ４３．４�

８１８ エフティマイア 牝３鹿 ５５ 蛯名 正義吉野 英子氏 鹿戸 雄一 早来 ノーザンファーム ４２０－１０１：３４．５� ９４．３�
７１３ ソーマジック 牝３鹿 ５５ 後藤 浩輝吉田 照哉氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム ４９０－ ２ 〃 クビ １０．８�
４８ � ハートオブクィーン 牝３青鹿５５ 幸 英明泉 俊二氏 水野 貴広 門別 木村牧場 ４５８－１０１：３４．６クビ １０３．２�
５９ リトルアマポーラ 牝３黒鹿５５ 武 幸四郎 �社台レースホース長浜 博之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６６＋ ８ 〃 ハナ ３．８�
２４ マイネレーツェル 牝３鹿 ５５ 内田 博幸 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 青森 佐々木牧場 ４００＋ ４１：３４．７� ３３．７	
２３ エイムアットビップ 牝３鹿 ５５ 福永 祐一飯田 正剛氏 矢作 芳人 静内 千代田牧場 ４５６－ ８１：３４．８� １３．５

５１０ トールポピー 牝３鹿 ５５ 池添 謙一 �キャロットファーム 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ４６０－１０ 〃 クビ ３．８�
６１１ エアパスカル 牝３黒鹿５５ 藤岡 佑介 �ラッキーフィールド池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ４２２＋ ４１：３４．９クビ １５．１�
８１６ ブラックエンブレム 牝３黒鹿５５ 松岡 正海田原 邦男氏 小島 茂之 早来 ノーザンファーム ４６０＋ ８１：３５．１１� １０．８
６１２ ベストオブミー 牝３栗 ５５ 岩田 康誠飯田 正剛氏 鮫島 一歩 静内 千代田牧場 ４４８＋ ２ 〃 クビ ３２．５�
３５ オ デ ィ ー ル 牝３芦 ５５ 安藤 勝己 �ノースヒルズマネ

ジメント 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４２＋ ４１：３５．２� ４．９�
８１７ シャランジュ 牝３鹿 ５５ 村田 一誠伊達 敏明氏 本間 忍 門別 サンシャイン

牧場 ４２２± ０１：３５．５２ ３３．８�
７１４ ルルパンブルー 牝３鹿 ５５ 吉田 隼人飯田 良枝氏 坂本 勝美 静内 千代田牧場 B４３６－ ２１：３５．６� ７７．７�
１１ デヴェロッペ 牝３鹿 ５５ 吉田 豊ディアレスト 松山 将樹 門別 福満牧場 ４７８－ ４ 〃 ハナ ３４．３�
３６ � マダムルコント 牝３栗 ５５ 角田 晃一栗山 良子氏 武市 康男 門別 新井 昭二 ４１６－ ３１：３６．１３ １０５．５�
１２ � エーソングフォー 牝３栗 ５５ 四位 洋文小田 吉男氏 森 秀行 米 Robert

Spiegel ４９４＋ ２１：３７．５９ ５３．５�

（１７頭）
４７ ポルトフィーノ 牝３鹿 ５５ 武 豊 �サンデーレーシング 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ４２４，５９４，６００円 複勝： ４１４，４５５，９００円 枠連： ８３８，１８１，０００円

普通馬連： ３，２２６，２４９，６００円 馬単： １，８４７，５５６，１００円 ワイド【拡大馬連】： ５５４，００３，８００円

３連複： ３，２２９，３７４，８００円 ３連単： ７，４３９，４０９，７００円 計： １７，９７３，８２５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，３４０円 複 勝 � １，１２０円 � ３，３１０円 � ４３０円 枠 連（７－８） ２，３４０円

普通馬連 �� １９６，６３０円 馬 単 �� ３３４，４４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３５，６８０円 �� ５，８８０円 �� ２２，２６０円

３ 連 複 ��� ７７８，３５０円 ３ 連 単 ��� ７，００２，９２０円

票 数

単勝票数 差引計４２４５９４６（返還計 ９４２） 的中 � ７７１８７（１２番人気）
複勝票数 差引計４１４４５５９（返還計 １７８） 的中 � ９５０４０（１１番人気）� ３０５５６（１５番人気）� ２８１６５１（４番人気）
枠連票数 差引計８３８１８１０（返還計 ５１） 的中 （７－８） ２６５２７４（１１番人気）
普通馬連票数 差引計３２２６２４９６（返還計 ９０４７） 的中 �� １２１０９（１２８番人気）
馬単票数 差引計１８４７５５６１（返還計 ５１６７） 的中 �� ４０７７（２３６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計５５４００３８（返還計 １７２５） 的中 �� ３８０５（１２６番人気）�� ２３３４４（５４番人気）�� ６１０６（１０５番人気）
３連複票数 差引計３２２９３７４８（返還計 １４１４９） 的中 ��� ３０６２（５１３番人気）
３連単票数 差引計７４３９４０９７（返還計 ３８２５２） 的中 ��� ７８４（３１６１番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１１．３―１１．８―１２．１―１１．７―１１．６―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．３―３４．６―４６．４―５８．５―１：１０．２―１：２１．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．０―３F３５．９
３ １－３，１１（８，１４）（２，１８）－（５，１３）（４，６，１５）（１６，１０）（１２，９）１７ ４ １，３（１１，２，１４）（８，１８）－（５，１３）（４，１５）（１６，１０）９（６，１２，１７）

勝馬の
紹 介

レ ジ ネ ッ タ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．９．９ 札幌１０着

２００５．５．１１生 牝３鹿 母 アスペンリーフ 母母 マクダヴィア ７戦３勝 賞金 １５０，１４６，０００円
〔出走取消〕 ポルトフィーノ号は，疾病〔左寛跛行〕のため出走取消。
〔発走状況〕 レジネッタ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 レジネッタ号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１４頭 アロマキャンドル号・カレイジャスミン号・サマーエタニティ号・サワヤカラスカル号・ジョイフルスマイル号・

シングライクバード号・トラストパープル号・トーホウドルチェ号・パンコールデイズ号・ビーチアイドル号・
ブーケフレグランス号・マイネブリッツ号・ヤサシイキモチ号・ヤマカツオーキッド号

※一般事項Ⅴ－２の（４）によりレジネッタ号・エフティマイア号・ソーマジック号・ハートオブクィーン号は，優駿牝馬（JpnⅠ）競走に優先
出走できる。



０９０７２ ４月１３日 晴 良 （２０阪神２）第６日 第１２競走 ��
��１，４００�

あ こ う

赤 穂 特 別
発走１６時２０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 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 ７４０，０００
７４０，０００

円
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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

１２ マイプリティワン 牡４鹿 ５７ 武 豊松岡 隆雄氏 石坂 正 新冠 若林牧場 ４５６＋ ２１：２３．５ ８．５�

４７ サンマルチーフ 牡４栗 ５７ 岩田 康誠相馬 勇氏 大橋 勇樹 門別 田端牧場 ５０２± ０１：２３．７１� ８．１�
８１６ ジェットバニヤン 牡５鹿 ５７ 吉田 隼人津村 靖志氏 鮫島 一歩 千歳 ロイヤルファーム ５１２－ ４１：２３．８� １４．５�
４８ ジ ャ ド ー ル 牝４青鹿５５ 池添 謙一 �グリーンファーム 池上 昌弘 千歳 社台ファーム ４８４－１６ 〃 ハナ ５．９�
３５ メ ガ リ ス 牡４黒鹿５７ 岡部 誠 �社台レースホース宮 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５００－１２１：２４．０� １２．９�
（愛知）

８１５ サンエムウラノス 牡８鹿 ５７ 植野 貴也村上 稔氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 B４８６± ０ 〃 同着 ３９．４	
２４ ランヘランバ 牡５黒鹿５７ 藤岡 佑介田中 充氏 藤沢 則雄 浦河 太陽牧場 ４５４± ０ 〃 クビ ６９．３

７１３	 セレスダイナミック 
５黒鹿５７ 幸 英明岡 浩二氏 福永 甲 加 Stonyfield

Farm ４９６＋ ６ 〃 ハナ ２５．０�
６１１ トウカイインパクト 牡４黒鹿５７ 石橋 守内村 正則氏 野中 賢二 門別 福満牧場 B５１２＋ ４１：２４．１� ４．６�
１１ ゼンノグッドウッド 牡５鹿 ５７ 武 幸四郎大迫久美子氏 武 邦彦 千歳 社台ファーム ５２２－ ８１：２４．２クビ ４．３
５１０ マーベラスアロー 牡４栗 ５７ 岩崎 祐己笹原 貞生氏 岡田 稲男 新冠 川島牧場 ４７２－ ４１：２４．３� ９１．５�
５９ テンエイヤシャオー 牡５栗 ５７ 蛯名 正義熊坂富寿雄氏 北出 成人 福島 農事組合法人

熊坂開発 ５０６± ０１：２４．４クビ ２６．７�
６１２ エヴァシャイン 牡４栗 ５７ 福永 祐一田所 英子氏 武市 康男 三石 下屋敷牧場 ４６６－１４１：２４．６１� ２４．４�
２３ オグリスペシャル 牡４鹿 ５７ 内田 博幸小栗 孝一氏 小崎 憲 三石 稲葉牧場 ４７４＋ ８１：２５．４５ １９．８�
７１４ アレクシオス 牡５栗 ５７ 和田 竜二 �サンデーレーシング 吉田 直弘 早来 ノーザンファーム ４６６＋ ４１：２５．５� ４６．０�
３６ シルクゲイナー 牡６鹿 ５７ 菊地 昇吾有限会社シルク本田 優 新冠 石田牧場 ４８０＋ ２１：２６．５６ ７９．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６２，４０５，４００円 複勝： ７８，１６５，８００円 枠連： ８６，９６３，０００円

普通馬連： ２９１，７８４，１００円 馬単： １７５，６４３，７００円 ワイド【拡大馬連】： ７４，７９４，７００円

３連複： ３０２，５５８，９００円 ３連単： ６４８，７３７，０００円 計： １，７２１，０５２，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８５０円 複 勝 � ３００円 � ２８０円 � ３７０円 枠 連（１－４） ５２０円

普通馬連 �� ３，４６０円 馬 単 �� ６，７８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１４０円 �� ２，３７０円 �� ２，３４０円

３ 連 複 ��� １８，７１０円 ３ 連 単 ��� ９６，８４０円

票 数

単勝票数 計 ６２４０５４ 的中 � ５８０９１（５番人気）
複勝票数 計 ７８１６５８ 的中 � ７０２６４（５番人気）� ７８６７１（４番人気）� ５３０３２（６番人気）
枠連票数 計 ８６９６３０ 的中 （１－４） １２４２０１（１番人気）
普通馬連票数 計２９１７８４１ 的中 �� ６２２４９（１４番人気）
馬単票数 計１７５６４３７ 的中 �� １９１３０（２７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７４７９４７ 的中 �� １６５２１（１１番人気）�� ７６９９（２６番人気）�� ７７８４（２４番人気）
３連複票数 計３０２５５８９ 的中 ��� １１９３９（５８番人気）
３連単票数 計６４８７３７０ 的中 ��� ４９４４（２９７番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．３―１１．２―１２．０―１２．２―１２．６―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２２．６―３３．８―４５．８―５８．０―１：１０．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイプリティワン �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００６．１０．８ 京都６着

２００４．５．２８生 牡４鹿 母 ラブリーサンライズ 母母 ナイトブリーズ １３戦３勝 賞金 ３２，８８５，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時２５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２２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２２頭 アースコマンダー号・アートオブウォー号・エイシンアスワン号・エーシンビーエル号・クリノゴールド号・

コアレスパレード号・コパノカチドキ号・コンゴウダイオー号・セトノヒット号・ソロソログランプリ号・
ダノンシャトル号・ツルマルフェロー号・ディープスマート号・トウカイフラッグ号・トーセンマエストロ号・
ネオナート号・ビッグポパイ号・フェスティヴマロン号・フォーミュラーワン号・プライベートプラン号・
ミヤジレオン号・ラインストーム号

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



（２０阪神２）第６日 ４月１３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 １９４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
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

３７５，８７０，０００円
４，２６０，０００円
４８，１７０，０００円
４６，６５０，０００円
４３，４００，０００円
２３７，０００円
２３７，０００円

７０，４２４，０００円
５，６７３，０００円
１，９５９，４００円

勝馬投票券売得金
７４１，１０１，４００円
８２９，５０４，６００円
１，２０１，１７６，３００円
４，５２７，６６２，６００円
２，８７３，７１８，８００円
９１４，３１６，６００円
４，９１０，７９２，９００円
８，９４９，４５８，５００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 ２４，９４７，７３１，７００円

総入場人員 ６３，１３９名 （有料入場人員 ６１，１１６名）




