
１００４９ ４月１１日 晴 良 （２１阪神２）第５日 第１競走 ��
��１，２００�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

１：０９．７
１：０８．７

重

重

３６ � フレッドバローズ 牡３鹿 ５６ 浜中 俊猪熊 広次氏 中竹 和也 米 Brereton
C. Jones ５１０＋ ４１：１３．０ １．２�

２３ エリモフリーダム 牡３鹿 ５６ 川島 信二山本 敏晴氏 田島 良保 えりも エクセルマネジメント ４５６＋ ２１：１３．７４ １３．８�
２４ アドマイヤセレス 牝３黒鹿５４ 川田 将雅近藤 利一氏 松永 幹夫 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４０４－ ２１：１４．５５ ９２．９�
３５ � エーシンウィゾール 牡３芦 ５６ 和田 竜二平井 宏承氏 野中 賢二 米 Winches-

ter Farm B４４２＋ ２１：１４．７１� １８．７�
８１６ ヤマニンライラ 牝３鹿 ５４ 田中 勝春土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４４８＋ ２ 〃 アタマ １４．３�
８１５ ヨバンタックン 牡３栗 ５６ 小林 徹弥菅藤 宗一氏 目野 哲也 浦河 杵臼牧場 ４７２－ ６ 〃 アタマ １０１．６�
５１０ シュバルツカレラ 牝３青 ５４ 岩田 康誠塩澤 正樹氏 吉田 直弘 新ひだか 原 達也 ４４４－ ８１：１５．４４ ４８．３�
６１２ ローレルファイアー 牡３鹿 ５６

５５ ☆藤岡 康太 	ローレルレーシング 坂口 正大 新冠 協和牧場 ４４０± ０ 〃 クビ ２０１．５

１１ ダンツライブリー 牡３栗 ５６ 小牧 太山元 哲二氏 谷 潔 浦河 笹島 政信 ４５０± ０１：１５．７２ ６１．１�
１２ � エーシンクールディ 牝３芦 ５４ 四位 洋文平井 宏承氏 大久保龍志 米 Winches-

ter Farm ４７０＋ ４１：１５．８クビ １３．０�
７１４ ニホンピロゴスペル 牡３青鹿５６ 熊沢 重文小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 片岡牧場 ４８２＋ ６ 〃 クビ １９３．７
４８ � エリモイズトゥルー 牝３鹿 ５４

５２ △荻野 琢真山本 敏晴氏 佐々木晶三 米
Dr. Stephen G. Jack-
son, Debbie Jackson
& TNT Stables

４５６± ０１：１６．０� ３６．７�
４７ ウォーターセキト 牡３栗 ５６ 幸 英明山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 ４８０＋ ８ 〃 ハナ １８３．８�
７１３ スズカアパッシュ 牡３栗 ５６ 田島 裕和永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新ひだか 前田 宗将 ４２８± ０１：１６．２１	 ２１５．１�
６１１ オールオールオール 牝３栗 ５４ 渡辺 薫彦��昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４４０－ ４１：１６．３� ７２．７�
５９ ジョーイリス 牝３鹿 ５４

５１ ▲国分 恭介上田けい子氏 大橋 勇樹 新ひだか 田中 裕之 ４２８＋１４１：１７．０４ ２４６．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，７９４，９００円 複勝： ５５，０８６，８００円 枠連： １４，５０４，９００円

普通馬連： ４０，３８７，０００円 馬単： ４４，７２３，５００円 ワイド【拡大馬連】： １８，５８０，６００円

３連複： ５９，３１２，１００円 ３連単： １１７，４１８，０００円 計： ３６７，８０７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １２０円 複 勝 � １１０円 � １６０円 � １，３６０円 枠 連（２－３） ３４０円

普通馬連 �� ４４０円 馬 単 �� ４５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� １，６８０円 �� ４，１３０円

３ 連 複 ��� ６，３９０円 ３ 連 単 ��� １４，２７０円

票 数

単勝票数 計 １７７９４９ 的中 � １２２２５２（１番人気）
複勝票数 計 ５５０８６８ 的中 � ４０７７５３（１番人気）� ３９６１１（２番人気）� ２６５１（１１番人気）
枠連票数 計 １４５０４９ 的中 （２－３） ３１５２１（１番人気）
普通馬連票数 計 ４０３８７０ 的中 �� ６９０８７（１番人気）
馬単票数 計 ４４７２３５ 的中 �� ７３５７８（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８５８０６ 的中 �� ３１３１６（１番人気）�� ２３２１（１６番人気）�� ９１９（３０番人気）
３連複票数 計 ５９３１２１ 的中 ��� ６８５３（１７番人気）
３連単票数 計１１７４１８０ 的中 ��� ６０７３（３８番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．１―１２．０―１２．５―１２．０―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．７―２３．８―３５．８―４８．３―１：００．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�フレッドバローズ �
�
父 Canadian Frontier �

�
母父 Risen Star デビュー ２００８．１１．２２ 東京２着

２００６．４．９生 牡３鹿 母 Glamour Bar 母母 Sister Fleet ８戦１勝 賞金 １４，５５０，０００円
〔制裁〕 オールオールオール号の調教師飯田明弘は，装鞍所集合時刻に遅れたことについて戒告。

ヨバンタックン号の調教師目野哲也は，装鞍所集合時刻に遅れたことについて戒告。
※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 アスカノユタカ号



１００５０ ４月１１日 晴 良 （２１阪神２）第５日 第２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

１１ トランセンド 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己 �ノースヒルズマネ
ジメント 安田 隆行 新冠 ノースヒルズマネジメント ５１４＋ ６１：５３．７ ２．９�

５６ レッドサーパス 牡３鹿 ５６ 小牧 太 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ５００＋ ６１：５４．０１� ２．３�
４４ メイショウブンブク 牡３栗 ５６ 岩田 康誠松本 好雄氏 白井 寿昭 新ひだか 酒井 静男 ４６４＋１２１：５４．３２ １０．４�
７１０ サンライズスカイ 牡３黒鹿５６ 和田 竜二松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 浜本牧場 B４６４－ ２１：５４．７２� １６．４�
８１１ トーセンピングス 牡３芦 ５６ 武 豊島川 �哉氏 飯田 雄三 新冠 細川農場 ５３４＋ ６１：５５．０２ ５．０	
２２ スズカアリュール 牡３黒鹿５６ 秋山真一郎永井 啓弍氏 藤沢 則雄 むかわ 新井牧場 ４８４± ０１：５５．６３� ２３．０

５５ シルクジャスパー 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦有限会社シルク佐山 優 浦河 福岡 光夫 ４４０± ０１：５５．８１� ６９．１�
６８ エーシンクラウニン 牡３鹿 ５６ 酒井 学平井 宏承氏 川村 禎彦 浦河 平成ファーム ４７６＋ ４１：５６．６５ ２２９．１�
７９ ジャズロック 牡３芦 ５６ 佐藤 哲三前田 晋二氏 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６０－ ２ 〃 クビ １５３．２
８１２ ヤマトサンザン 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥豊田 智郎氏 松元 茂樹 様似 澤井 義一 ４５６＋ ４１：５７．２３� １８５．９�
３３ リーディングパート 牡３青鹿５６ 田中 勝春�協和牧場 鶴留 明雄 新冠 協和牧場 ４７６＋ ６１：５７．４１� ４７．２�
６７ パープルミツバチ 牡３鹿 ５６ 荻野 要中野 銀十氏 境 直行 新冠 清水 克則 ４４０＋ ２１：５７．７１� １０８．８�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １７，３５４，４００円 複勝： ３９，２６４，１００円 枠連： １１，５７３，４００円

普通馬連： ４５，６７２，６００円 馬単： ３９，５２８，７００円 ワイド【拡大馬連】： １９，０７０，５００円

３連複： ６３，４４９，７００円 ３連単： １１６，２５５，１００円 計： ３５２，１６８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １２０円 � １１０円 � １５０円 枠 連（１－５） ３００円

普通馬連 �� ３００円 馬 単 �� ５９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １５０円 �� ４３０円 �� ２７０円

３ 連 複 ��� ８１０円 ３ 連 単 ��� ２，９１０円

票 数

単勝票数 計 １７３５４４ 的中 � ４８６７０（２番人気）
複勝票数 計 ３９２６４１ 的中 � ６０２７５（２番人気）� ２１３１７６（１番人気）� ３６９３７（４番人気）
枠連票数 計 １１５７３４ 的中 （１－５） ２９１３１（１番人気）
普通馬連票数 計 ４５６７２６ 的中 �� １１３５５９（１番人気）
馬単票数 計 ３９５２８７ 的中 �� ４９８８５（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９０７０５ 的中 �� ４１６０７（１番人気）�� ８８０４（５番人気）�� １６１６３（４番人気）
３連複票数 計 ６３４４９７ 的中 ��� ５８１０９（２番人気）
３連単票数 計１１６２５５１ 的中 ��� ２９５０２（７番人気）

ハロンタイム １２．８―１０．６―１２．９―１３．１―１３．３―１３．０―１２．７―１２．６―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２３．４―３６．３―４９．４―１：０２．７―１：１５．７―１：２８．４―１：４１．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．０―３F３８．０
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

トランセンド �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００９．２．１４ 京都２着

２００６．３．９生 牡３鹿 母 シネマスコープ 母母 ブルーハワイ ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔制裁〕 レッドサーパス号の騎手小牧太は，向正面で内側に斜行したことについて戒告。（１２番への進路影響）



１００５１ ４月１１日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２１阪神２）第５日 第３競走 ��２，９７０�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時３０分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，４歳５９�５歳以上６０�，牝馬２�減
本 賞 ７，８００，０００円 ３，１００，０００円 ２，０００，０００円 １，２００，０００円 ７８０，０００円� コースレコード３：１５．７良・良

５８ キクノインプルーブ �５鹿 ６０ 北沢 伸也菊池 五郎氏 藤岡 範士 新冠 松浦牧場 ４７８－ ４３：１９．５ ３．２�

８１３� メイショウカレン 牝６鹿 ５８ 植野 貴也松本 好雄氏 安達 昭夫 門別 日西牧場 ４９８＋ ４３：１９．９２� ６５．０�
４６ アイアングリーン 牡４鹿 ５９ 林 満明池上 一馬氏 坪 憲章 早来 ノーザンファーム ４７６－ ２ 〃 アタマ ３７．９�
７１２ コアレススイフト 牡５鹿 ６０ 石神 深一小林 昌志氏 高橋 裕 平取 コアレススタッド ４８４－ ６３：２０．１１ １８．７�
６１０ スリーアトラス 牡６栗 ６０ 小坂 忠士永井商事� 武 宏平 静内 武 牧場 ４５８＋ ４ 〃 ハナ ９．７�
１１ ハマノオラトリオ 牡４栗 ５９ 熊沢 重文浜井 弘至氏 服部 利之 静内 坂本 春信 ４８４－ ４３：２０．３１� １２．４�
３４ オートホーク 牡４青鹿５９ 出津 孝一大戸 時子氏 沖 芳夫 静内 高橋 修 ４９８＋ ８ 〃 クビ ３５．０	
５７ 	 メルボルンシチー 牡８鹿 ６０ 穂苅 寿彦 �友駿ホースクラブ 嶋田 功 豪 Segenhoe

Stud ４７２－１２３：２０．５１ ５２．０

４５ ツアーデフォース �６鹿 ６０ 今村 康成 �ノースヒルズマネ

ジメント 松永 幹夫 静内 大典牧場 ４７６± ０３：２０．６
 ２．４�
８１４ ヤマカツマドンナ 牝５黒鹿５８ 岩崎 祐己山田 博康氏 福島 信晴 浦河 久保 時夫 ４９０± ０３：２１．０２� ６１．１
７１１ ゴールドヘラクレス 牡４栗 ５９ 水出 大介居城 要氏 中川 公成 新冠 北勝ファーム ４８６－ ８３：２１．５３ ５２．０�
２２ マイネルグリッツァ 牡６青鹿６０ 金折 知則 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 郷原 洋行 新冠 ビッグレッドファーム ４９４＋ ２３：２５．５大差 １１．８�
６９ エーシンダボーブイ 牡４鹿 ５９ 西谷 誠平井 宏承氏 野元 昭 浦河 栄進牧場 ４７８－ ２３：３１．６大差 １４．０�
３３ フジヤマワンダー 牡４鹿 ５９ 高田 潤藤本美也子氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム ４９２＋ ２３：３３．５大差 ９４．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １０，５５８，９００円 複勝： １６，４４９，２００円 枠連： １３，６９０，３００円

普通馬連： ３４，４４６，１００円 馬単： ２８，８５２，７００円 ワイド【拡大馬連】： １４，０１９，６００円

３連複： ５３，５２５，８００円 ３連単： ８２，３９２，６００円 計： ２５３，９３５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １４０円 � １，３３０円 � ７３０円 枠 連（５－８） ３，８８０円

普通馬連 �� １２，２５０円 馬 単 �� １８，３６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，９６０円 �� １，５６０円 �� １０，３４０円

３ 連 複 ��� ４６，１００円 ３ 連 単 ��� ３５９，８００円

票 数

単勝票数 計 １０５５８９ 的中 � ２６３２２（２番人気）
複勝票数 計 １６４４９２ 的中 � ４７７１８（１番人気）� ２３７７（１３番人気）� ４５７０（８番人気）
枠連票数 計 １３６９０３ 的中 （５－８） ２６０６（１３番人気）
普通馬連票数 計 ３４４４６１ 的中 �� ２０７６（３１番人気）
馬単票数 計 ２８８５２７ 的中 �� １１６０（５２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４０１９６ 的中 �� １１６３（３０番人気）�� ２２６７（１４番人気）�� ３２７（６５番人気）
３連複票数 計 ５３５２５８ 的中 ��� ８５７（１０６番人気）
３連単票数 計 ８２３９２６ 的中 ��� １６９（６６０番人気）

上り １マイル １：４５．３ ４F ５３．５－３F ４０．１
コーナー
通過順位

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

�
�

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

キクノインプルーブ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ソヴィエトスター デビュー ２００７．２．１１ 小倉６着

２００４．３．２５生 �５鹿 母 アイドルスター 母母 ビクトリアヒロイン 障害：９戦１勝 賞金 ２１，７００，０００円
〔その他〕 ツアーデフォース号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ツアーデフォース号は，平成２１年５月１１日まで出走できない。
※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 センターザゴールド号
（非抽選馬） ２頭 グランジョイ号・マーベラスウイル号



１００５２ ４月１１日 晴 良 （２１阪神２）第５日 第４競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１２時２０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

４７ メイショウモネ 牡３芦 ５６ 古川 吉洋松本 好雄氏 武田 博 浦河 日の出牧場 ４３２－ ４１：２６．１ ３４．５�

２３ マーブルデイビー 牡３栗 ５６ 浜中 俊下村 直氏 田所 清広 三石 三石川上牧場 ４８２－ ８ 〃 クビ ５．１�
５９ ヴィーヴァサルーテ 牡３青 ５６ 藤岡 佑介芹澤 精一氏 作田 誠二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５２０＋ ２１：２６．４１� ２．０�
８１６ マイスイートホーム 牝３黒鹿５４ 川田 将雅飯田 正剛氏 角居 勝彦 静内 千代田牧場 ４４８－ ４ 〃 ハナ １４．８�
１２ ヒミノマーチ 牡３芦 ５６ 幸 英明佐々木八郎氏 境 直行 三石 前川 正美 ４４８ ―１：２６．６� ３９．５�
７１４ メイショウヨシムネ 牡３栗 ５６ 岩崎 祐己松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 杵臼牧場 ４７８ ―１：２７．０２� １２０．７�
２４ ゴールデンキューブ 牡３鹿 ５６

５５ ☆藤岡 康太 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム ５１０ ―１：２７．１� ６．４	
４８ ホッカイボンベイ 牡３黒鹿５６ 田村 太雅�北海牧場 鶴留 明雄 平取 高橋 幸男 ４４８＋ ６１：２７．４１� ２１９．４

３５ テイエムカゲトラ 牡３栗 ５６ 和田 竜二竹園 正繼氏 柴田 光陽 浦河 荻伏三好フ

アーム ４５０＋ ４１：２７．５� ２３．１�
８１５ ヒカリジェラン 牡３栗 ５６ 中村 将之當山 �則氏 松永 昌博 日高 中川牧場 ４５８± ０１：２７．８１� ２１０．８
６１２ スナークレナード 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎杉本 豊氏 野村 彰彦 浦河 高昭牧場 ４８４－ ６１：２８．０１� ６．５�
６１１ プレシャストップ 牡３黒鹿５６ 河北 通 �フジワラ・ファーム 小野 幸治 静内 フジワラフアーム ４９０＋ ２１：２８．２１� ２０７．０�
５１０ ホッコーアネゴ 牝３鹿 ５４ 小林 徹弥矢部 幸一氏 大橋 勇樹 浦河 鮫川牧場 ４６４－ ６ 〃 クビ １０５．７�
１１ マルシゲドトウ 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦坂東島繁藤氏 武田 博 鹿児島 坂東島 繁藤 ４７０－ ２１：２８．４１� ２４９．３�
７１３ フォレストルーラー 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 政見 浦河 日進牧場 ４７２ ―１：２８．８２� ２７．６�
３６ ローズタトゥ 牝３鹿 ５４ 荻野 要昴ホースクラブ 鹿戸 明 新ひだか 土田 扶美子 ４５６± ０１：３１．１大差 ５９．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，２５８，１００円 複勝： ２２，８３２，８００円 枠連： １５，７０６，９００円

普通馬連： ４３，５４５，４００円 馬単： ３５，５３０，９００円 ワイド【拡大馬連】： １６，５０２，５００円

３連複： ５８，１６２，８００円 ３連単： ９０，３２３，６００円 計： ２９８，８６３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，４５０円 複 勝 � ５３０円 � １４０円 � １２０円 枠 連（２－４） ３，７５０円

普通馬連 �� ７，７２０円 馬 単 �� １９，８７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５４０円 �� １，１６０円 �� ２００円

３ 連 複 ��� ４，３９０円 ３ 連 単 ��� ５５，７４０円

票 数

単勝票数 計 １６２５８１ 的中 � ３７２１（８番人気）
複勝票数 計 ２２８３２８ 的中 � ６５６０（７番人気）� ４６２９５（２番人気）� ７１６３８（１番人気）
枠連票数 計 １５７０６９ 的中 （２－４） ３０９４（１３番人気）
普通馬連票数 計 ４３５４５４ 的中 �� ４１６５（２０番人気）
馬単票数 計 ３５５３０９ 的中 �� １３２０（４９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６５０２５ 的中 �� ２２５１（２０番人気）�� ３０４３（１５番人気）�� ２６２６２（１番人気）
３連複票数 計 ５８１６２８ 的中 ��� ９７９８（１３番人気）
３連単票数 計 ９０３２３６ 的中 ��� １１９６（１５４番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウモネ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー ２００９．３．１ 小倉１１着

２００６．５．３１生 牡３芦 母 ニンナナンナ 母母 ナイスレイズ ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔発走状況〕 スナークレナード号は，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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 パピヨンルージュ号・パラダイスデイ号



１００５３ ４月１１日 晴 良 （２１阪神２）第５日 第５競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１２時５０分 （芝・右・外）

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

１：４５．２
１：４４．１

良

良

８１８ イイデエース 牝３鹿 ５４ 和田 竜二 �アールエスエーカントリ北出 成人 新冠 武田牧場 ４５０－ ２１：４９．１ １７．１�

５１０ スターリースカイ 牝３鹿 ５４ 柴原 央明�日進牧場 田中 章博 浦河 日進牧場 ４３０－ ２１：４９．４１� ２．８�
６１２ オデットシチー 牝３黒鹿５４ 川島 信二 �友駿ホースクラブ 宮本 博 新ひだか 幌村牧場 ４７４ ― 〃 クビ １３．７�
７１５ ラヴインザダーク 牝３鹿 ５４

５１ ▲国分 恭介�大樹ファーム 松元 茂樹 新冠 パカパカ
ファーム ４７０＋ ６１：４９．５� ３．８�

４８ ネオカーニバル 牝３青鹿５４ 高橋 亮�大島牧場 高橋 隆 門別 戸川牧場 ４２８ ― 〃 クビ ５０．５�
７１３ タケカジョウオー 牝３鹿 ５４ 浜中 俊池永 靖子氏 武 宏平 新冠 小泉牧場 ４０６－ ４１：４９．６クビ １４２．８	
１２ マルラニビスティー 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠備前島敏子氏 藤原 英昭 早来 ノーザンファーム ４２８＋ ８ 〃 クビ １１．６

３６ ニホンピロキャット 牝３黒鹿５４ 酒井 学小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 ４３０－１４１：４９．７� ５６．０�
６１１ アドマイヤインディ 牝３栗 ５４ 横山 典弘近藤 利一氏 梅田 智之 洞爺 ノーザンファーム ４３４＋１０１：４９．８クビ １５．７�
３５ デンコウキララ 牝３黒鹿５４ 中村 将之田中 康弘氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 ４４８＋ ２１：５０．１１� ８．２
５９ シャーペンエッジ 牝３鹿 ５４

５２ △荻野 琢真 �サンデーレーシング 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４６６－ ２１：５０．３１� １４．９�
２４ エリモメトロポリス 牝３鹿 ５４

５３ ☆藤岡 康太山本 敏晴氏 中竹 和也 えりも エクセルマネジメント ４８４± ０１：５０．６２ ２９６．８�
８１６ ハリウッドナニー 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎井高 義光氏 宮 徹 静内 井高牧場 ４２４－１０１：５０．７� ２１２．６�
７１４ ウィローパドック 牝３黒鹿５４ 川田 将雅諸江 幸祐氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４３０－ ６１：５０．８� ２１．１�
２３ エアガルニエ 牝３青鹿５４ 田中 勝春 �ラッキーフィールド松永 幹夫 平取 稲原牧場 ４３４－ ６１：５２．３９ ２２．５�
４７ ニホンピロパプリカ 牝３栗 ５４

５２ △田中 健小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 ４１４－ ６１：５２．７２� １９５．４�
１１ キ リ エ 牝３黒鹿５４ 四位 洋文 �サンデーレーシング 須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ３９８＋ ２１：５４．０８ ６２．７�
８１７ ラッシュオブラブ 牝３鹿 ５４ 竹之下智昭國分 純氏 野中 賢二 日高 ファニーフレンズファーム ４３８＋ ２１：５４．９５ ３２７．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １６，２６６，６００円 複勝： ２６，６７３，０００円 枠連： １７，３６６，０００円

普通馬連： ４７，５１３，５００円 馬単： ３４，５２７，２００円 ワイド【拡大馬連】： １８，３１０，０００円

３連複： ６０，８７０，６００円 ３連単： ９３，０６０，７００円 計： ３１４，５８７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７１０円 複 勝 � ４５０円 � １４０円 � ４７０円 枠 連（５－８） ２，０５０円

普通馬連 �� ３，３９０円 馬 単 �� ８，１７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１００円 �� ６，５３０円 �� ８７０円

３ 連 複 ��� １５，９００円 ３ 連 単 ��� １３６，８２０円

票 数

単勝票数 計 １６２６６６ 的中 � ７５００（８番人気）
複勝票数 計 ２６６７３０ 的中 � １２１２４（７番人気）� ７５６９４（１番人気）� １１５８３（８番人気）
枠連票数 計 １７３６６０ 的中 （５－８） ６２７７（９番人気）
普通馬連票数 計 ４７５１３５ 的中 �� １０３６７（１２番人気）
馬単票数 計 ３４５２７２ 的中 �� ３１２０（２６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８３１００ 的中 �� ４１６４（９番人気）�� ６５９（５７番人気）�� ５３８５（６番人気）
３連複票数 計 ６０８７０６ 的中 ��� ２８２６（４９番人気）
３連単票数 計 ９３０６０７ 的中 ��� ５０２（３９０番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．３―１１．８―１２．６―１２．５―１２．５―１１．４―１２．１―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．９―３５．７―４８．３―１：００．８―１：１３．３―１：２４．７―１：３６．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．３―３F３５．８
３ ８－１６（１０，１５）１４（５，１８）１１，１３，９（３，４，６）（２，７，１２）＝１＝１７ ４ ８－１６（１０，１５）（５，１８，１４）（１３，６，１２）１１－９－（３，４）（２，７）＝１＝１７

勝馬の
紹 介

イイデエース �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Woodman デビュー ２００８．９．６ 札幌２着

２００６．６．１４生 牝３鹿 母 ウ ー ジ ャ 母母 Cinegita ７戦１勝 賞金 １０，０５０，０００円
〔発走状況〕 ニホンピロキャット号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キリエ号は，平成２１年５月１１日まで平地競走に出走できない。

ラッシュオブラブ号は，平成２１年６月１１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 エリモポリス号



１００５４ ４月１１日 晴 良 （２１阪神２）第５日 第６競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳
発走１３時２０分 （芝・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

１：５８．１
１：５６．４

良

良

６１１ ボンバルリーナ 牝３鹿 ５４ 川田 将雅 �サンデーレーシング 松田 国英 追分 追分ファーム ４８０± ０２：０４．５ １４．６�

１１ サクラキングオー 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介�さくらコマース岡田 稲男 静内 谷岡牧場 ４８８ ―２：０４．７１ ３９．７�
４６ テイエムハリアー 牡３芦 ５６

５３ ▲国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 ４３８＋ ４２：０４．８� １３．１�
５９ フロムジオリエント 牡３青鹿５６ 安藤 勝己 �社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム ５１２＋ ４２：０４．９� ３．２�
６１０ カネトシスラーヴァ 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三兼松 利男氏 矢作 芳人 三石 三石川上牧場 ４４０＋１０２：０５．０� ２４．８�
２２ ヴァンクリマ 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二 �ノースヒルズマネ

ジメント 松永 幹夫 早来 ノーザンファーム ５２０－ ２ 〃 ハナ ６．２	
４７ ショーファイトダダ 牡３栗 ５６ 幸 英明小谷津延弘氏 清水 出美 新ひだか 谷岡牧場 ４６８＋ ８ 〃 クビ ３１．５

７１２ キングウェールズ 牡３鹿 ５６ 武 豊杉山 美惠氏 浅見 秀一 新冠 パカパカ

ファーム ４６２＋１２２：０５．１� ３．４�
３５ ロードラテアート 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 三石 ケイアイファーム ４７８ ―２：０５．２� １６．３�
３４ メイショウケンロク 牡３鹿 ５６ 高橋 亮松本 好雄氏 高橋 隆 浦河 中島牧場 ５００＋ ６ 〃 アタマ １０．４
７１３ トウショウデザイア 牡３鹿 ５６ 小牧 太トウショウ産業� 鶴留 明雄 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４４２－１０２：０５．５２ ６２．４�
５８ ローズリパブリック 牡３芦 ５６ 上村 洋行 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４５２－ ２ 〃 クビ ２３．３�
８１４ ウィズインウエク 牡３栗 ５６ 古川 吉洋内藤 耕造氏 福島 信晴 新冠 ビッグレッドファーム ５００± ０２：０５．６クビ ６３．７�
８１５ メトロジャンヌ 牝３黒鹿５４ 秋山真一郎太田 廣子氏 木原 一良 新冠 小泉牧場 ４２０－ ８２：０５．８１� １７９．９�
２３ マ ラ ー ド 牡３鹿 ５６ 田中 勝春名古屋友豊� 小野 幸治 門別 白井牧場 ４６６± ０ 〃 クビ ８１．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２３，０００，７００円 複勝： ３５，８０１，５００円 枠連： １８，１５８，３００円

普通馬連： ６３，９３３，３００円 馬単： ４２，１８２，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，３３９，４００円

３連複： ８０，６９８，６００円 ３連単： １２６，５６０，７００円 計： ４１３，６７４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４６０円 複 勝 � ４６０円 � １，２４０円 � ４５０円 枠 連（１－６） １２，６６０円

普通馬連 �� ３０，３７０円 馬 単 �� ６７，１００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７，３００円 �� ２，６４０円 �� ６，８８０円

３ 連 複 ��� １１５，４２０円 ３ 連 単 ��� ９０６，８２０円

票 数

単勝票数 計 ２３０００７ 的中 � １２４９６（６番人気）
複勝票数 計 ３５８０１５ 的中 � ２１６３０（６番人気）� ７０１６（１１番人気）� ２１９８２（５番人気）
枠連票数 計 １８１５８３ 的中 （１－６） １０５９（２９番人気）
普通馬連票数 計 ６３９３３３ 的中 �� １５５４（６１番人気）
馬単票数 計 ４２１８２０ 的中 �� ４６４（１２５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３３３９４ 的中 �� ７８２（６１番人気）�� ２２０６（２８番人気）�� ８３０（５９番人気）
３連複票数 計 ８０６９８６ 的中 ��� ５１６（２０７番人気）
３連単票数 計１２６５６０７ 的中 ��� １０３（１３４６番人気）

ハロンタイム １２．７―１２．１―１３．５―１３．５―１２．７―１２．４―１２．２―１１．６―１１．５―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２４．８―３８．３―５１．８―１：０４．５―１：１６．９―１：２９．１―１：４０．７―１：５２．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ボンバルリーナ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Storm Cat デビュー ２００８．１１．２３ 京都６着

２００６．１．１７生 牝３鹿 母 レッドキャット 母母 Lady Sharp ６戦１勝 賞金 ８，３５０，０００円
〔制裁〕 カネトシスラーヴァ号の騎手佐藤哲三は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（８番への進

路影響）
メイショウケンロク号の騎手高橋亮は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（８番への進路
影響）

〔その他〕 カネトシスラーヴァ号は，最後の直線コースで内側に逃避したことについて平地調教注意。



１００５５ ４月１１日 晴 良 （２１阪神２）第５日 第７競走 ��
��１，８００�サラブレッド系４歳以上

発走１３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

１：４８．５
１：４８．４

重

重

７１４ スリーベイダー �５黒鹿５７ 小坂 忠士永井商事� 野村 彰彦 浦河 辻 牧場 B４７６＋ ４１：５２．５ ２３．３�

１１ � マ サ ラ イ ト 牡５鹿 ５７ 小牧 太丸井 正貴氏 増本 豊 三石 本桐牧場 ４８８－ ２ 〃 クビ ７．０�
３６ オーミプレシャス 牡４黒鹿５７ 四位 洋文岩� 僖澄氏 田島 良保 様似 山本 和彦 ４４２－ ２１：５２．６クビ ２０．６�
６１１	 キャッツインブーツ 牡４栗 ５７ 川田 将雅山本 英俊氏 池江 泰寿 愛 Stonethorn

Stud Farms Ltd ５０８± ０ 〃 クビ １．８�
４７ キャプテンマジン 牡４黒鹿５７ 安藤 勝己佐々木主浩氏 中尾 秀正 静内 岡田牧場 ４９２＋ ６１：５２．８１
 １６．７�
７１３ メイショウイッキ 牡４鹿 ５７ 武 豊松本 好�氏 武田 博 浦河 浦河日成牧場 ４８２＋ ４１：５３．０� ７．６	
２３ ナリタチャレンジ 牡５鹿 ５７ 川島 信二�オースミ 宮本 博 門別 豊郷牧場 ４９２± ０１：５３．２１� １５．６

２４ ゴールドスミス 牡５鹿 ５７ 横山 典弘 �ゴールドレーシング 小崎 憲 三石 飯岡牧場 ４９８± ０ 〃 クビ １７．５�
５９ シークレバー 牡４鹿 ５７ 秋山真一郎藤田 宗平氏 野村 彰彦 浦河 信岡牧場 ４７６± ０１：５３．５１� １７．８�
６１２ ローレルアクシス 牡５栃栗 ５７

５５ △荻野 琢真 �ローレルレーシング 鶴留 明雄 新冠 川島牧場 ４９４＋ ６１：５３．８１� １３３．９
８１６ プレストンペスカ 牡４鹿 ５７ 幸 英明ユーモード 松永 昌博 浦河 中村 雅明 ４６２＋ ２１：５４．０１
 １１０．０�
１２ � テイエムライダー 牡４鹿 ５７ 高井 彰大竹園 正繼氏 新川 恵 浦河 川越ファーム ４６４＋ ２１：５４．１クビ ４４５．６�
５１０ ニシオハンセル 牡５栗 ５７ 高橋 亮西尾 午郎氏 高橋 隆 浦河 大島牧場 ４６８＋１２１：５４．３１
 ２７１．７�
４８ マーベラスパレード 牡６栗 ５７ 渡辺 薫彦笹原 貞生氏 柴田 政見 新冠 ヤマオカ牧場 ４７６＋ ２１：５４．６２ ４７．０�
８１５ ダノンシーガルズ 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠�ダノックス 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４７８＋ ４１：５５．６６ ３１．７�
３５ � マルイチシンゲキ 牡４鹿 ５７ 角田 晃一小林 茂行氏 湯窪 幸雄 浦河 中山牧場 ４７４± ０１：５７．８大差 １４６．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，１６２，０００円 複勝： ４２，４９９，５００円 枠連： ２３，０４６，１００円

普通馬連： ７０，２８０，４００円 馬単： ５８，５８１，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，５７４，１００円

３連複： ８４，４４５，１００円 ３連単： １５４，２５６，９００円 計： ４８４，８４５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，３３０円 複 勝 � ９３０円 � ２６０円 � ５９０円 枠 連（１－７） ３，０３０円

普通馬連 �� １２，４６０円 馬 単 �� ３２，８６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，１４０円 �� ７，０５０円 �� ２，０９０円

３ 連 複 ��� ６６，８７０円 ３ 連 単 ��� ４４９，９７０円

票 数

単勝票数 計 ２５１６２０ 的中 � ８５３９（９番人気）
複勝票数 計 ４２４９９５ 的中 � １０７８５（９番人気）� ５０８８５（２番人気）� １８０１８（６番人気）
枠連票数 計 ２３０４６１ 的中 （１－７） ５６２９（１０番人気）
普通馬連票数 計 ７０２８０４ 的中 �� ４１６６（３２番人気）
馬単票数 計 ５８５８１２ 的中 �� １３１６（７４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６５７４１ 的中 �� ２０８７（３１番人気）�� ９１６（５７番人気）�� ３１８１（２０番人気）
３連複票数 計 ８４４４５１ 的中 ��� ９３２（１４５番人気）
３連単票数 計１５４２５６９ 的中 ��� ２５３（８０８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．０―３６．７―４９．２―１：０２．０―１：１４．７―１：２７．１―１：３９．５

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

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

勝馬の
紹 介

スリーベイダー �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Green Desert デビュー ２００７．６．３０ 阪神１０着

２００４．１．３０生 �５黒鹿 母 ベ イ ダ ー 母母 Al Theraab １８戦３勝 賞金 ２６，２４０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マルイチシンゲキ号は，平成２１年５月１１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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 ファンドリゲット号・マーベラスブレイド号・モシカシテ号
（非抽選馬） １頭 マルタカワンタッチ号



１００５６ ４月１１日 晴 良 （２１阪神２）第５日 第８競走 ��
��２，０００�ア ザ レ ア 賞

発走１４時２５分 （芝・右）

３歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 １０，０００，０００円 ４，０００，０００円 ２，５００，０００円 １，５００，０００円 １，０００，０００円
付 加 賞 ２６６，０００円 ７６，０００円 ３８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５８．１
１：５６．４

良

良

３３ トップカミング 牡３黒鹿５６ 幸 英明�コオロ 境 直行 浦河 木戸口牧場 ４５２± ０２：０６．４ ３．０�

６６ デ ル フ ォ イ 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介 �社台レースホース長浜 博之 新冠 追分ファーム ４５２± ０ 〃 ハナ １４．３�
１１ ナリタクリスタル 牡３黒鹿５６ 武 豊�オースミ 木原 一良 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７０－ ２２：０６．５� １０．１�
８９ ジャコスキー 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二晴間 初栄氏 松永 幹夫 新冠 新冠橋本牧場 ４９８－ ８２：０６．６クビ １９．１�
８８ ドリームライナー 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠青山 洋一氏 池江 泰郎 静内 井高牧場 ４７２＋ ２２：０６．７� ５．４�
７７ トゥリオンファーレ 牡３黒鹿５６ 川田 将雅 �キャロットファーム 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４９８＋１６２：０６．８� ３．４	
５５ カルカソンヌ 牡３芦 ５６ 安藤 勝己 �キャロットファーム 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４９０± ０ 〃 クビ ５．３

２２ ヤマノランボー 牡３鹿 ５６ 武 幸四郎山泉 恵宥氏 河内 洋 新冠 高瀬牧場 ５３６＋ ２２：０７．１１� ５１．８�
４４ ナムラアーガス 牡３黒鹿５６ 小牧 太奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム ４７８＋ ２２：０７．５２� ８６．７�

（９頭）

売 得 金

単勝： ３１，１６４，３００円 複勝： ４７，５４６，５００円 枠連： １９，５７２，４００円

普通馬連： ９１，１２８，０００円 馬単： ６３，０６２，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，３４７，２００円

３連複： ９８，６９７，４００円 ３連単： ２４３，３９７，６００円 計： ６２０，９１６，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １３０円 � ３６０円 � ２８０円 枠 連（３－６） ２，４６０円

普通馬連 �� ２，４００円 馬 単 �� ３，７４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７５０円 �� ５００円 �� １，６４０円

３ 連 複 ��� ５，０１０円 ３ 連 単 ��� ２４，８２０円

票 数

単勝票数 計 ３１１６４３ 的中 � ８３１７８（１番人気）
複勝票数 計 ４７５４６５ 的中 � １４６７４４（１番人気）� ２６２５１（６番人気）� ３６６２５（５番人気）
枠連票数 計 １９５７２４ 的中 （３－６） ５８７８（１１番人気）
普通馬連票数 計 ９１１２８０ 的中 �� ２８０４１（１１番人気）
馬単票数 計 ６３０６２７ 的中 �� １２４７３（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６３４７２ 的中 �� ８６６０（１１番人気）�� １３７４９（７番人気）�� ３７４５（２０番人気）
３連複票数 計 ９８６９７４ 的中 ��� １４５６４（１９番人気）
３連単票数 計２４３３９７６ 的中 ��� ７２４０（８８番人気）

ハロンタイム １３．０―１２．０―１３．８―１３．６―１３．３―１３．４―１２．７―１１．７―１１．４―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．０―２５．０―３８．８―５２．４―１：０５．７―１：１９．１―１：３１．８―１：４３．５―１：５４．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．３―３F３４．６
１
３
８，９（１，７）（２，６）－３－５－４
８，９（１，７）（２，６）（５，３）４

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

勝馬の
紹 介

トップカミング 
�
父 ゴールドアリュール 

�
母父 サクラバクシンオー デビュー ２００８．８．１０ 小倉２着

２００６．４．１０生 牡３黒鹿 母 レッドヴィーナス 母母 イースタンガバナー １０戦２勝 賞金 ５４，８１３，０００円



１００５７ ４月１１日 晴 良 （２１阪神２）第５日 第９競走 ��
��２，４００�大阪―ハンブルクカップ

発走１５時００分 （芝・右・外）

４歳以上，２０．４．１２以降２１．４．５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 ２３，０００，０００円 ９，２００，０００円 ５，８００，０００円 ３，５００，０００円 ２，３００，０００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

２：２４．７
２：２２．１

良

良

１１ ゼンノグッドウッド 牡６鹿 ５３ 武 幸四郎大迫久美子氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム ５１２± ０２：２８．７ ６．０�

７７ ニホンピロレガーロ 牡６鹿 ５４ 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 静内 福岡 清 ５０８＋ ６２：２８．９１� １５．３�
３３ フォルテベリーニ 牡７栗 ５４ 村田 一誠 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ５１８± ０ 〃 アタマ １０．６�
４４ タガノエルシコ 牡４栗 ５５ 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 ４１８－１０ 〃 クビ ２．５�
８９ ゴールデンメイン �９栗 ５４ 小牧 太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 新川 恵 浦河 辻 牧場 ４６４＋ ６２：２９．２１� １２．７�
２２ シ ャ ロ ー ム 牡４栗 ５１ 浜中 俊田所 英子氏 安達 昭夫 門別 天羽牧場 ４４２＋１４２：２９．３クビ ３６．１	
７８ ハイアーゲーム 牡８青鹿５７ 藤田 伸二臼田 浩義氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム B５１６＋ ２ 〃 クビ ８．６

８１０ ナ イ ア ガ ラ 牡６芦 ５４ 幸 英明金子真人ホール

ディングス� 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４６４＋ ２ 〃 アタマ １８．０�
５５ ハギノジョイフル �５鹿 ５３ 上村 洋行安岡美津子氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ４５８－１０２：２９．６１� ２７．１�
６６ メイショウクオリア 牡４鹿 ５４ 武 豊松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 富田牧場 ４６６－ ４２：２９．８１� ４．８

（１０頭）

売 得 金

単勝： ３２，８３５，５００円 複勝： ５３，８３７，８００円 枠連： ２５，６１６，０００円

普通馬連： １２４，３４６，９００円 馬単： ８３，８２６，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，０５６，３００円

３連複： １３６，３１４，０００円 ３連単： ３１２，３８５，３００円 計： ８０３，２１７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６００円 複 勝 � ２４０円 � ４３０円 � ２８０円 枠 連（１－７） ２，２００円

普通馬連 �� ３，８２０円 馬 単 �� ８，３４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３８０円 �� ８４０円 �� １，１５０円

３ 連 複 ��� ８，５５０円 ３ 連 単 ��� ５８，２２０円

票 数

単勝票数 計 ３２８３５５ 的中 � ４３７０３（３番人気）
複勝票数 計 ５３８３７８ 的中 � ６５８２１（３番人気）� ３００９５（７番人気）� ５３３１８（４番人気）
枠連票数 計 ２５６１６０ 的中 （１－７） ８６２０（１０番人気）
普通馬連票数 計１２４３４６９ 的中 �� ２４０６３（１６番人気）
馬単票数 計 ８３８２６１ 的中 �� ７４２６（３４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４０５６３ 的中 �� ５９９６（２０番人気）�� １０３００（９番人気）�� ７２８８（１７番人気）
３連複票数 計１３６３１４０ 的中 ��� １１７７３（３６番人気）
３連単票数 計３１２３８５３ 的中 ��� ３９６０（２１１番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．９―１３．３―１３．３―１２．２―１２．３―１３．０―１３．２―１２．６―１１．０―１１．５―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．８―２４．７―３８．０―５１．３―１：０３．５―１：１５．８―１：２８．８―１：４２．０―１：５４．６―２：０５．６―２：１７．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゼンノグッドウッド �
�
父 エアジハード �

�
母父 ホワイトマズル デビュー ２００５．９．３ 小倉４着

２００３．３．２３生 牡６鹿 母 ブレスマイスターズ 母母 メイクアウイッシュ ２９戦６勝 賞金 ９０，１７６，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。



１００５８ ４月１１日 晴 良 （２１阪神２）第５日 第１０競走 ��
��１，４００�第５２回サンケイスポーツ杯阪神牝馬ステークス（ＧⅡ）

発走１５時３５分 （芝・右）
牝，４歳以上；負担重量は，５５�，２０．４．１２以降GⅠ競走１着馬２�増，GⅡ競走１着馬
１�増，２０．４．１１以前のGⅠ競走１着馬１�増（ただし２歳時の成績を除く）

サンケイスポーツ賞（１着）
賞 品

本 賞 ５５，０００，０００円 ２２，０００，０００円 １４，０００，０００円 ８，３００，０００円 ５，５００，０００円
付 加 賞 １，２８８，０００円 ３６８，０００円 １８４，０００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

１：１９．９
１：１９．０

良

良

６１２ ジョリーダンス 牝８芦 ５５ 四位 洋文小林 薫氏 堀 宣行 新冠 錦岡牧場 ４７６－ ２１：２１．４ １９．９�

４８ ザ レ マ 牝５栗 ５５ 安藤 勝己吉田 照哉氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ５２８＋ ２１：２１．６１� １０．２�
７１５ オ デ ィ ー ル 牝４芦 ５５ 岩田 康誠 �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 ４４６＋ ２１：２１．９１� １２．８�
３５ サワヤカラスカル 牝４鹿 ５５ 浜中 俊永井 啓弍氏 西橋 豊治 鵡川 新井牧場 ４３０＋ ８１：２２．１１� ３５．２�
４７ レ ジ ネ ッ タ 牝４鹿 ５７ 小牧 太 �社台レースホース浅見 秀一 新冠 追分ファーム ４４８＋１２１：２２．２	 ２０．４�
８１７ レインダンス 牝５栗 ５５ 藤岡 康太吉田 照哉氏 宮 徹 千歳 社台ファーム ４８４＋ ８１：２２．３	 １７．３�
６１１ ウエスタンダンサー 牝５鹿 ５５ 川田 将雅西川 賢氏 崎山 博樹 静内 北西牧場 ４９６＋ ２ 〃 クビ ２６．０	
８１６ ポルトフィーノ 牝４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 ４８４± ０ 〃 ハナ ２．１

１２ チェレブリタ 牝４鹿 ５５ 幸 英明�三嶋牧場 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４４２± ０ 〃 アタマ １５．３�
５１０ アルティマトゥーレ 牝５鹿 ５５ 横山 典弘 �社台レースホース奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４８２± ０１：２２．４クビ ４．８�
５９ テンイムホウ 牝７鹿 ５５ 和田 竜二中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 杵臼斉藤牧場 ４５０－１０１：２２．５	 １９０．９
２４ エリモハルカ 牝５栗 ５５ 渡辺 薫彦山本 敏晴氏 沖 芳夫 浦河 中島牧場 ４９４＋ ２１：２２．６� ６７．６�
８１８ ヤマニンエマイユ 牝６鹿 ５５ 田中 勝春土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４６４＋１４１：２２．７	 ７０．１�
７１３ ペプチドルビー 牝４鹿 ５５ 秋山真一郎沼川 一彦氏 境 直行 平取 坂東牧場 ４６０－ ６１：２２．９１� ５２．５�
７１４ ピエナビーナス 牝５青鹿５５ 古川 吉洋本谷 兼三氏 南井 克巳 浦河 岡本牧場 ４５４＋ ６ 〃 クビ １６７．５�
３６ エアパスカル 牝４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 ４２８－１０ 〃 アタマ １０１．６�
２３ ベストオブミー 牝４栗 ５５ 上村 洋行飯田 正剛氏 鮫島 一歩 静内 千代田牧場 ４５８＋１０１：２３．１１	 １８０．９�
１１ ハチマンダイボサツ 牝５黒鹿５５ 藤田 伸二居城 要氏 境 直行 新冠 北勝ファーム ５０８± ０１：２３．４１� ５７．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １１０，３５７，５００円 複勝： １４０，９３７，６００円 枠連： ９２，７５４，５００円

普通馬連： ５０４，２２７，７００円 馬単： ２７６，５７４，２００円 ワイド【拡大馬連】： １２７，８３２，４００円

３連複： ５８３，６９５，４００円 ３連単： １，１６３，００４，５００円 計： ２，９９９，３８３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，９９０円 複 勝 � ４００円 � ２８０円 � ３３０円 枠 連（４－６） ３，０６０円

普通馬連 �� ６，４２０円 馬 単 �� １７，５７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，７２０円 �� １，９５０円 �� １，３２０円

３ 連 複 ��� １８，６２０円 ３ 連 単 ��� １４９，８７０円

票 数

単勝票数 計１１０３５７５ 的中 � ４３７３８（７番人気）
複勝票数 計１４０９３７６ 的中 � ８９０５０（６番人気）� １４２８７８（３番人気）� １１２２２８（４番人気）
枠連票数 計 ９２７５４５ 的中 （４－６） ２２４１６（１４番人気）
普通馬連票数 計５０４２２７７ 的中 �� ５８０１５（２４番人気）
馬単票数 計２７６５７４２ 的中 �� １１６２０（５７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１２７８３２４ 的中 �� １８３０１（１８番人気）�� １６００１（２５番人気）�� ２４０９５（１２番人気）
３連複票数 計５８３６９５４ 的中 ��� ２３１４１（５９番人気）
３連単票数 計１１６３００４５ 的中 ��� ５７２７（４３５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．４―３５．１―４６．８―５８．２―１：０９．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジョリーダンス �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Peterhof デビュー ２００３．１２．２０ 中山２着

２００１．４．２２生 牝８芦 母 ピーターホフズパティア 母母 Tea At Ten ３３戦７勝 賞金 ２９０，７２７，０００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。
（非抽選馬） ３頭 エイシンパンサー号・クリノビスケット号・マイネエスポワール号



１００５９ ４月１１日 晴 良 （２１阪神２）第５日 第１１競走 ��
��１，８００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時１０分 （ダート・右）

１０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

３５ バンブーアズーリ 牡４栗 ５７ 和田 竜二�バンブー牧場 佐藤 正雄 浦河 バンブー牧場 ５１４－ ２１：５０．９ １．９�

４６ � スプリングサンテ 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠加藤 春夫氏 村山 明 様似 宮本 一輝 ４５２－ ６１：５２．２８ １０．３�
２２ アイアンキング �６鹿 ５７ 小牧 太池上 一馬氏 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４９０± ０１：５２．４１ ２６．３�
３４ サーユウジーン 牡６鹿 ５７

５４ ▲国分 恭介橋場 勇二氏 清水 出美 新冠 ヤマオカ牧場 ４８６± ０１：５２．７２ ４２３．８�
４７ � シ ョ ウ ケ イ 牡６鹿 ５７ 浜中 俊根岸 治男氏 坂口 正大 門別 白井牧場 ４９８－ ２１：５２．８	 １６．６�
１１ アドマイヤミラクル 牡６青鹿５７ 川田 将雅近藤 利一氏 藤沢 則雄 新冠 秋田牧場 B５０６± ０１：５２．９
 ４２．９�
２３ ドリームトラベラー 牡４鹿 ５７ 四位 洋文 �社台レースホース田中 章博 千歳 社台ファーム ４９０－ ６１：５３．０	 ９．１	
８１４ テンシノコンコルド 牡６青 ５７ 北村 浩平杉谷 枡夫氏 田所 秀孝 門別 法理牧場 ４９２－ ４１：５３．２１� ７７．２

７１２� エイシンヴァイデン 牡７栗 ５７ 田中 勝春平井 豊光氏 松永 昌博 米 Winches-

ter Farm ４８６－ ４ 〃 ハナ ２１．７�
８１５� ナムラグローリー 牡５芦 ５７

５５ △田中 健奈村 信重氏 野村 彰彦 門別 いとう牧場 ４９２± ０１：５３．３
 ２４．９�
６１０ キクノプログレッソ 牡６鹿 ５７ 古川 吉洋佐々木幸子氏 南井 克巳 静内 漆原 哲雄 B５０４－ ６１：５３．５１	 ６６．５
６１１ ウォーターダッシュ 牡７黒鹿５７ 秋山真一郎山岡 良一氏 庄野 靖志 門別 松平牧場 ５３４＋ ６１：５３．８１
 ４６．９�
５９ ブルーベドウィン 牡４鹿 ５７ 武 豊 �ブルーマネジメント森 秀行 新冠 有限会社

ケンブリッジ ４８４＋ ８１：５３．９	 ３０．０�
５８ ダイナミックターン 牡６栗 ５７ 岩崎 祐己小川 勲氏 目野 哲也 三石 ヒサイファーム ４７８＋１０１：５４．６４ ２６７．８�
７１３ ウエスタンシーザー 牡４黒鹿５７ 藤岡 佑介西川 賢氏 崎山 博樹 静内 北西牧場 ４９２＋ ４１：５５．４５ ４．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３３，２３０，８００円 複勝： ５０，５０２，８００円 枠連： ４０，２４１，６００円

普通馬連： １４６，５０５，７００円 馬単： ９０，４３５，０００円 ワイド【拡大馬連】： ４２，２１１，４００円

３連複： １６０，８５６，６００円 ３連単： ３３５，８６０，１００円 計： ８９９，８４４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １２０円 � ２３０円 � ４４０円 枠 連（３－４） ５４０円

普通馬連 �� ９１０円 馬 単 �� １，２１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３７０円 �� ８８０円 �� ２，３９０円

３ 連 複 ��� ６，７００円 ３ 連 単 ��� １６，６８０円

票 数

単勝票数 計 ３３２３０８ 的中 � １４２２０４（１番人気）
複勝票数 計 ５０５０２８ 的中 � １７１３６９（１番人気）� ４９４７０（３番人気）� ２０４３４（７番人気）
枠連票数 計 ４０２４１６ 的中 （３－４） ５５０３３（２番人気）
普通馬連票数 計１４６５０５７ 的中 �� １１９００８（２番人気）
馬単票数 計 ９０４３５０ 的中 �� ５５２３９（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４２２１１４ 的中 �� ３１９８３（２番人気）�� １１５０１（９番人気）�� ３９８８（２３番人気）
３連複票数 計１６０８５６６ 的中 ��� １７７３０（２１番人気）
３連単票数 計３３５８６０１ 的中 ��� １４８６７（４０番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．３―１２．４―１２．２―１２．９―１２．９―１２．５―１１．７―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．９―３６．３―４８．５―１：０１．４―１：１４．３―１：２６．８―１：３８．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

バンブーアズーリ �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー ２００８．９．１４ 阪神１着

２００５．３．１５生 牡４栗 母 スイートバンブー 母母 サ ブ リ ー ナ ９戦３勝 賞金 ３５，１２０，０００円
〔騎手変更〕 キクノプログレッソ号の騎手幸英明は，第１０競走での負傷のため古川吉洋に変更。



１００６０ ４月１１日 晴 良 （２１阪神２）第５日 第１２競走 ��１，４００�サラブレッド系４歳以上
発走１６時４０分 （ダート・右）

牝，１０００万円以下；負担重量は，５５�
本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．９

重

重

２３ ファルネーゼ 牝４栗 ５５ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６４－ ２１：２４．７ ２．１�

７１４ オークヒルズ 牝４黒鹿５５ 藤岡 佑介後藤 繁樹氏 池江 泰郎 新冠 松浦牧場 ４５４－ ２１：２４．８� ６．３�
８１６ フロールデセレッソ 牝５芦 ５５ 四位 洋文 �サンデーレーシング 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４５４± ０１：２４．９クビ ２１．６�
５９ ニットウサラン 牝６鹿 ５５

５２ ▲国分 恭介�日東牧場 梅田 康雄 浦河 日東牧場 ４７０± ０ 〃 クビ ５２．５�
６１２ ウグイスジョウ 牝６鹿 ５５ 佐藤 哲三加藤 信之氏 田所 秀孝 様似 �村 伸一 ４６６－ ４１：２５．０� ３２．７�
１１ テイエムクレナイ 牝４栗 ５５

５４ ☆藤岡 康太竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 高岸 節雄 ４７６＋ ４１：２５．１クビ ７．４�
４７ キ ア ー ロ 牝４栗 ５５ 渡辺 薫彦 	ローレルレーシング 佐山 優 新冠 大栄牧場 ４５０± ０１：２５．３１� １３．３

３５ トレノトマト 牝６栗 ５５

５３ △荻野 琢真廣崎 利洋氏 藤原 英昭 静内 藤原牧場 ４５４－ ８ 〃 クビ ７５．５�
１２ � ペルネティアナ 牝５栗 ５５ 角田 晃一 �キャロットファーム 吉田 直弘 早来 ノーザンファーム ４３６－ ４１：２５．５１� ９１．６�
２４ フェイドレスシーン 牝４栗 ５５ 浜中 俊 �サンデーレーシング 飯田 雄三 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４２２± ０１：２５．６� ５１．４
３６ ミキノセレナーデ 牝４鹿 ５５ 武 豊谷口 久和氏 大橋 勇樹 新冠 ハクツ牧場 ４５０＋ ２１：２５．８１� １９．５�
８１５ トップコマチ 牝４鹿 ５５ 和田 竜二�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４４０＋ ６１：２５．９� ９．１�
６１１ レティセントガール 牝４黒鹿５５ 横山 典弘池谷 誠一氏 萩原 清 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４１８－ ６１：２６．０クビ ３５．７�
４８ フレンチムスメ 牝７栗 ５５ 秋山真一郎遠藤 喜松氏 尾関 知人 三石 沖田 忠幸 ４７０± ０１：２６．２１� ６５．５�
７１３ スズカルビー 牝４鹿 ５５ 熊沢 重文永井 啓弍氏 大橋 勇樹 新冠 村本牧場 ４３８－ ２１：２６．３� １８．０�
５１０ ヴィヴァーチェ 牝５鹿 ５５ 上村 洋行 �荻伏服部牧場 小島 茂之 浦河 荻伏服部牧場 ４５０－ ６１：２６．６１� ８４．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３９，７４１，６００円 複勝： ６０，２３１，３００円 枠連： ４８，１９１，１００円

普通馬連： １５５，００５，３００円 馬単： １０７，３５１，６００円 ワイド【拡大馬連】： ５１，９２５，６００円

３連複： １９３，４２９，９００円 ３連単： ４０８，１３１，３００円 計： １，０６４，００７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １３０円 � １７０円 � ４５０円 枠 連（２－７） ４９０円

普通馬連 �� ７３０円 馬 単 �� １，０６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３４０円 �� ８５０円 �� １，７４０円

３ 連 複 ��� ４，０５０円 ３ 連 単 ��� １０，０９０円

票 数

単勝票数 計 ３９７４１６ 的中 � １５１５３５（１番人気）
複勝票数 計 ６０２３１３ 的中 � １６５４２８（１番人気）� ９３４６３（２番人気）� ２３６６４（８番人気）
枠連票数 計 ４８１９１１ 的中 （２－７） ７３３９５（１番人気）
普通馬連票数 計１５５００５３ 的中 �� １５８４２３（２番人気）
馬単票数 計１０７３５１６ 的中 �� ７４７９０（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５１９２５６ 的中 �� ４２７４９（２番人気）�� １４４９５（７番人気）�� ６７５０（１９番人気）
３連複票数 計１９３４２９９ 的中 ��� ３５２６７（９番人気）
３連単票数 計４０８１３１３ 的中 ��� ２９８６０（１２番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．０―１１．５―１２．１―１２．４―１２．１―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．３―３４．８―４６．９―５９．３―１：１１．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファルネーゼ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 Gold Alert デビュー ２００７．１１．２４ 京都２着

２００５．１．３１生 牝４栗 母 ユーキャンドゥイット 母母 Royal Fit １０戦３勝 賞金 ３６，３００，０００円
〔騎手変更〕 ミキノセレナーデ号の騎手幸英明は，第１０競走での負傷のため武豊に変更。
※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） １頭 リトルビスケット号
（非抽選馬） １頭 エンシャントアーツ号



（２１阪神２）第５日 ４月１１日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７５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

２８４，２７０，０００円
１１，９００，０００円
６，３６０，０００円
２，５９０，０００円
２９，６３０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６２，７４９，０００円
５，５３０，８００円
１，７３２，５００円

勝馬投票券売得金
３７３，７２５，３００円
５９１，６６２，９００円
３４０，４２１，５００円
１，３６６，９９１，９００円
９０５，１７５，８００円
４１８，７６９，６００円
１，６３３，４５８，０００円
３，２４３，０４６，４００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 ８，８７３，２５１，４００円

総入場人員 ２６，１３１名 （有料入場人員 ２４，８０８名）




