
１００６１ ４月１２日 晴 良 （２１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２５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

１１ ヤマノローラ 牝３黒鹿５４ 福永 祐一山泉 恵宥氏 領家 政蔵 新冠 佐藤 信広 ４８２＋ １１：５４．６ ６４．１�

２２ ピサノルビー 牝３黒鹿５４ 武 豊市川 義美氏 坂口 正大 新ひだか 飛野牧場 ４７２＋ ２１：５４．７� １．３�
６９ ウルトライエロー 牝３栗 ５４ 小林 徹弥西浦 和男氏 目野 哲也 浦河 丸幸小林牧場 ４７６－ ２１：５５．５５ １１．５�
６１０ レ テ ィ セ ラ 牝３鹿 ５４

５１ ▲国分 恭介 �キャロットファーム 松田 博資 安平 ノーザンファーム ３８８± ０１：５５．６� ８３．１�
８１３ サンレイクロフネ 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 稲原牧場 ５１０＋ ６１：５５．８１� ８．９�
３４ シルバービート 牝３芦 ５４ 岩田 康誠門野 重雄氏 岡田 稲男 静内 フジワラフアーム ４８８－ ２１：５６．０１� ２７．１�
３３ クリノメダリスト 牝３栗 ５４ 大庭 和弥栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 上井農場 ４１４－１４１：５６．２１� ３２．３	
７１２ カバードブリッジ 牝３鹿 ５４ 川島 信二 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田島 良保 新ひだか 飛野牧場 ４２６－ ２１：５６．４１� １００．９�
４５ ユキノマジック 牝３栗 ５４ 幸 英明河原 純之氏 羽月 友彦 浦河 絵笛牧場 ４３０＋ ６１：５６．６１ ３５．９�
５７ スズカスコール 牝３栗 ５４ 田島 裕和永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡野牧場 ４５６－ ２ 〃 クビ １７３．０
４６ ローズバンク 牝３黒鹿５４ 安藤 勝己吉田 勝己氏 小崎 憲 早来 ノーザンファーム ４３２＋ ２１：５６．８１� １０．５�
７１１ ジョーセレス 牝３鹿 ５４ 和田 竜二上田けい子氏 柴田 光陽 浦河 大成牧場 ４７４＋ ４１：５６．９� １３８．４�
８１４ キービューティー 牝３栗 ５４ 木村 健北前孔一郎氏 飯田 雄三 浦河 村下農場 ４６４± ０１：５７．６４ １１１．６�

（兵庫）

５８ オードリーアン 牝３芦 ５４ 浜中 俊辰己 岩夫氏 坪 憲章 早来 ノーザンファーム ４４６－ ６１：５８．４５ ６０．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２１，９０５，２００円 複勝： ６０，６３２，１００円 枠連： １５，５９７，０００円

普通馬連： ５２，５３０，２００円 馬単： ５２，７２０，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，７４１，６００円

３連複： ７１，７６３，８００円 ３連単： １３８，１２０，４００円 計： ４３５，０１０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６，４１０円 複 勝 � １，０４０円 � １１０円 � ２３０円 枠 連（１－２） ２，６９０円

普通馬連 �� ２，５７０円 馬 単 �� １０，４７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９６０円 �� ４，４２０円 �� ３４０円

３ 連 複 ��� ６，７９０円 ３ 連 単 ��� ９８，４００円

票 数

単勝票数 計 ２１９０５２ 的中 � ２６９５（９番人気）
複勝票数 計 ６０６３２１ 的中 � ４６６８（１０番人気）� ４３０２３０（１番人気）� ２９３４５（３番人気）
枠連票数 計 １５５９７０ 的中 （１－２） ４２８６（８番人気）
普通馬連票数 計 ５２５３０２ 的中 �� １５０８７（７番人気）
馬単票数 計 ５２７２０２ 的中 �� ３７１９（２４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１７４１６ 的中 �� ５３９１（１０番人気）�� １０９５（３７番人気）�� １７９０６（３番人気）
３連複票数 計 ７１７６３８ 的中 ��� ７８０９（２０番人気）
３連単票数 計１３８１２０４ 的中 ��� １０３６（２１３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．９―３７．２―５０．５―１：０３．８―１：１６．９―１：２９．３―１：４１．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヤマノローラ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Gone West デビュー ２００９．１．２４ 京都１２着

２００６．２．２７生 牝３黒鹿 母 ボーイントンキャニオン 母母 Hometown Queen ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
［他本会外：１戦０勝］

※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。



１００６２ ４月１２日 晴 良 （２１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５５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

２４ ティアップワイルド 牡３栗 ５６ 池添 謙一田中 昇氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 ５１８± ０１：２４．８ １０．６�

３６ ダノンフィーバー 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠�ダノックス 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ５０４± ０ 〃 クビ １．３�
１２ シ ュ ン リ キ 牡３鹿 ５６ 和田 竜二石川 博氏 川村 禎彦 静内 漆原 一也 ４８２＋ ４１：２５．８６ ３４．９�
１１ ディアトゥドリーム 牡３栗 ５６ 木村 健増田 雄一氏 崎山 博樹 新ひだか 三石橋本牧場 ４６４± ０１：２５．９クビ １３．０�

（兵庫）

４８ ル ナ キ ッ ズ 牡３栗 ５６ 福永 祐一畑 清介氏 田所 秀孝 新ひだか 上村 清志 ４７０－ ２１：２６．１１� ９．７�
４７ テイエムイタンジ 牡３栗 ５６ 幸 英明竹園 正繼氏 木原 一良 三石 本桐牧場 ５２０± ０１：２６．５２� ４３．０�
７１４ マーブルアロー 牡３栗 ５６ 浜中 俊下村 直氏 田所 清広 新ひだか 藤川フアーム ４７２± ０１：２６．８１� ４５．１	
７１３ シースピアー 牡３栗 ５６ 秋山真一郎藤田 宗平氏 野村 彰彦 浦河 信岡牧場 ４６４－ ４１：２７．０１ ２５９．２

８１６ シルクスティング 牡３黒鹿５６ 鮫島 良太有限会社シルク羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 ４６８－ ４１：２７．２１� １３９．７�
２３ トーホウホープ 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝東豊物産� 柴田 光陽 静内 静内酒井牧場 ４３０± ０１：２７．４� １９．７�
５１０ トップレーサー 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥池田 豊治氏 本田 優 日高 坂口 豊翼 ４９２－ ８ 〃 ハナ １５６．４
８１５ ダンツヘルメス 牡３鹿 ５６ 小牧 太山元 哲二氏 山内 研二 浦河 丸幸小林牧場 ４６２＋ ４１：２７．７１� １９５．４�
６１２ テイエムミステリー 牡３栗 ５６ 石橋 守竹園 正繼氏 新川 恵 浦河 中島牧場 ５０２＋ ４１：２７．９１� ４７２．２�
３５ マイプレファランス 牝３鹿 ５４ 河北 通五影 隆則氏 小野 幸治 静内 フジワラフアーム ４３６± ０１：２８．２２ ４１０．１�
６１１ メイショウソプラノ 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦松本 好雄氏 飯田 明弘 静内 寺越 政幸 ４４２－ ６１：２９．５８ １７８．８�
５９ コスモアポロ 牡３鹿 ５６ 酒井 学 �ビッグレッドファーム 服部 利之 浦河 バンブー牧場 ４７８＋ ６１：２９．６クビ ３９６．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，１６７，４００円 複勝： ５８，０５６，３００円 枠連： １８，５８１，９００円

普通馬連： ５２，３４５，２００円 馬単： ５３，０００，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，０５２，３００円

３連複： ７０，９５１，８００円 ３連単： １４１，５００，５００円 計： ４３８，６５５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０６０円 複 勝 � １６０円 � １１０円 � ３９０円 枠 連（２－３） ２５０円

普通馬連 �� ３１０円 馬 単 �� １，５９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １８０円 �� １，１３０円 �� ５３０円

３ 連 複 ��� １，８７０円 ３ 連 単 ��� １３，４８０円

票 数

単勝票数 計 ２２１６７４ 的中 � １６６１６（３番人気）
複勝票数 計 ５８０５６３ 的中 � ４２７２３（２番人気）� ４１６０８１（１番人気）� １１９３０（７番人気）
枠連票数 計 １８５８１９ 的中 （２－３） ５６１２９（１番人気）
普通馬連票数 計 ５２３４５２ 的中 �� １２５４４２（１番人気）
馬単票数 計 ５３０００４ 的中 �� ２４７４０（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２０５２３ 的中 �� ４０１７９（１番人気）�� ３９１７（１２番人気）�� ９０８８（７番人気）
３連複票数 計 ７０９５１８ 的中 ��� ２８０３８（６番人気）
３連単票数 計１４１５００５ 的中 ��� ７７４８（３９番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１１．５―１２．７―１２．２―１２．０―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．３―３４．８―４７．５―５９．７―１：１１．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．０―３F３７．３
３ ・（４，６）（１，７）（１０，１４）（２，５，８）（３，９）（１１，１６）１３，１２－１５ ４ ・（４，６）（１０，１４）１（７，８）２，１６（３，５）（１３，９）－（１２，１１）１５

勝馬の
紹 介

ティアップワイルド �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２００８．１０．１９ 京都５着

２００６．４．２０生 牡３栗 母 フォーティエース 母母 ピンクシェイド ５戦１勝 賞金 ８，３００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 イナズマガイア号・ナショナルキッド号
※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。



１００６３ ４月１２日 晴 良 （２１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２５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

５１０ メイショウロッコー 牡３栗 ５６ 藤田 伸二松本 好雄氏 武田 博 新冠 北星村田牧場 ４９０± ０１：５５．６ ３．４�

３５ レインボーマジック 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己山本 英俊氏 吉田 直弘 千歳 社台ファーム ４９２± ０ 〃 クビ ３．４�
８１６ ケンブリッジブルー 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠谷口 貞保氏 大根田裕之 新冠 有限会社 ケ

ンブリッジバレー ４９６＋ ２１：５６．１３ ４．９�
２３ サイキックシチー 牡３栗 ５６ 池添 謙一 �友駿ホースクラブ 池添 兼雄 浦河 アイオイファーム ４８６ ―１：５６．３１� ４０．８�
４７ パルティコラーレ 牡３栗 ５６ 和田 竜二 �キャロットファーム 宮本 博 新ひだか 坂本 春雄 ５３２ ― 〃 アタマ ３４．０�
４８ シャイニーキング 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥小林 昌志氏 福島 信晴 平取 雅 牧場 ５０４＋ ２１：５６．４クビ ３５．７	
２４ デ ア モ ン ト 牡３栗 ５６ 松岡 正海岩� 僖澄氏 飯田 雄三 新ひだか 筒井 征文 ４７６－ ４ 〃 クビ ２６．７

７１３� ユ キ オ ー 牡３栗 ５６ 秋山真一郎�見澤幸夫氏 増本 豊 米 Alfonso

J.Mazzetti ４９０－ ６１：５７．０３� ２０５．１�
１１ � エーシンマイトップ 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝平井 宏承氏 中竹 和也 米 Winches-

ter Farm ４９４＋１０ 〃 アタマ ５０．５�
８１５� エリモシード 牡３芦 ５６ 福永 祐一山本 慎一氏 大久保龍志 米 Mr. & Mrs.

F. Gill Aulick ４９０ ―１：５７．１クビ １５．２
３６ バートンクリーク 牡３栗 ５６

５３ ▲国分 恭介後藤 繁樹氏 崎山 博樹 新冠 大狩部牧場 ５２０＋ ４１：５７．５２� １７．０�
１２ シゲルハッコウダ �３鹿 ５６ 渡辺 薫彦森中 蕃氏 沖 芳夫 青森 青南ムラカミ

ファーム ４６０－ ２１：５８．０３ ３４６．６�
７１４� コスモジャングル 牡３鹿 ５６ 木村 健 �ビッグレッドファーム 宮 徹 愛

Maddenstown
Equine Enter-
prise Ltd

４８０＋ ６１：５８．７４ １８５．１�
（兵庫）

５９ トレノソルーテ 牡３鹿 ５６ 浜中 俊廣崎 利洋氏 坂口 正大 新冠 川上牧場 ５０６＋ ２１：５９．１２� ６６．７�
６１２ パープルパッピー 牡３栗 ５６ 幸 英明中野 銀十氏 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 ４８２－ ６ 〃 クビ ２３５．２�
６１１ マチカネチハヤ 牡３鹿 ５６ 武 豊細川 益男氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 ５３２ ―１：５９．８４ ６．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，６２４，３００円 複勝： ２５，１５９，８００円 枠連： １６，３９７，８００円

普通馬連： ５１，５０３，４００円 馬単： ４０，７４７，３００円 ワイド【拡大馬連】： １９，６９１，０００円

３連複： ７１，５３７，４００円 ３連単： １０４，０００，５００円 計： ３４５，６６１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １３０円 � １２０円 � １６０円 枠 連（３－５） ５００円

普通馬連 �� ４９０円 馬 単 �� １，０７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２１０円 �� ３８０円 �� ２８０円

３ 連 複 ��� ８７０円 ３ 連 単 ��� ４，２８０円

票 数

単勝票数 計 １６６２４３ 的中 � ３９５５０（１番人気）
複勝票数 計 ２５１５９８ 的中 � ５７１１４（２番人気）� ６６４６４（１番人気）� ３４６７５（３番人気）
枠連票数 計 １６３９７８ 的中 （３－５） ２４５１７（２番人気）
普通馬連票数 計 ５１５０３４ 的中 �� ７８９４５（１番人気）
馬単票数 計 ４０７４７３ 的中 �� ２８２１１（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９６９１０ 的中 �� ２６８０２（１番人気）�� １１６５６（４番人気）�� １７６２２（２番人気）
３連複票数 計 ７１５３７４ 的中 ��� ６０９７３（１番人気）
３連単票数 計１０４０００５ 的中 ��� １７９３３（２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．６―３７．２―５０．６―１：０４．１―１：１７．４―１：３０．１―１：４２．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．５―３F３８．２
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウロッコー �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．８．３１ 札幌８着

２００６．４．９生 牡３栗 母 ア ン ブ レ ラ 母母 ダンシンインザレイン ９戦１勝 賞金 １３，０５０，０００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。



１００６４ ４月１２日 晴 良 （２１阪神２）第６日 第４競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１２時１５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

１：３２．０
１：３１．５

良

良

７１４ メイショウドナリオ 牡３栗 ５６
５５ ☆藤岡 康太松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 ５２０＋ ６１：３７．５ ４．１�

２４ ダノンヨーヨー 牡３栗 ５６ 武 豊�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５１４ ―１：３７．８１� ７．６�
８１６ サクラメガスター 牡３栗 ５６ 福永 祐一�さくらコマース友道 康夫 新ひだか 新和牧場 ４５８ ― 〃 クビ ４．３�
５１０ パープルタイヨー 牡３鹿 ５６ 小坂 忠士中野 銀十氏 境 直行 日高 宝寄山 忠則 ４３０－ ２１：３７．９� １４．０�
１１ ツルマルネオ �３鹿 ５６ 浜中 俊鶴田 任男氏 石坂 正 日高 浜本牧場 ４８８± ０１：３８．０� ３．８�
３６ タガノブリガデイロ 牡３青鹿５６ 安藤 勝己八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４８８＋ ４１：３８．２１	 １４．７�
３５ ゴーアップドラゴン 牡３黒鹿５６ 鮫島 良太元屋地文明氏 矢作 芳人 日高 新井 昭二 ４５６－ ６１：３８．４１	 ９６．４	
６１２ ツルマルエース 牡３黒鹿５６ 和田 竜二鶴田 任男氏 西園 正都 浦河 駿河牧場 ４８２－ ２ 〃 ハナ １８．７

７１３ エーシンカハナモク 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介平井 宏承氏 野中 賢二 三石 下屋敷牧場 ４３８－１０ 〃 ハナ ３２．０�
４８ トーホウメジャー 牡３鹿 ５６ 木村 健東豊物産� 白井 寿昭 浦河 バンダム牧場 ４６４－１２ 〃 ハナ １０６．６�

（兵庫）

１２ キクノアキレス 牡３黒鹿５６ 秋山真一郎菊池 五郎氏 羽月 友彦 浦河 金石牧場 ４６６＋１２１：３８．５� ２５９．８
６１１ アクアブルースカイ 牡３鹿 ５６ 池添 謙一佐野 清氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 ４７０＋ ２１：３８．６クビ ９５．１�
８１７ フリークパラダイス 牡３鹿 ５６ 石橋 守吉永 清美氏 野中 賢二 浦河 丸村村下

ファーム ４２８ ―１：３８．９２ ４５３．３�
４７ レッドスコルピオン 牡３栗 ５６ 川田 将雅 �東京ホースレーシング 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 ４５４ ―１：３９．３２� ５６．１�
５９ テキサスコマンド �３黒鹿５６ 松岡 正海吉田 和美氏 吉田 直弘 早来 ノーザンファーム ４３８± ０ 〃 クビ ６６．４�
２３ ゴールドキーパー 牡３栗 ５６ 岩田 康誠加藤 充彦氏 清水 出美 浦河 浦河土肥牧場 ５４０－ ２１：４０．４７ １０．５�
８１５ シルクロッシュ 牡３栗 ５６ 田中 克典有限会社シルク松永 昌博 日高 奥山 博 ４５２＋ ４１：４１．０３� ２９１．０�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ２０，９３５，１００円 複勝： ２７，１２１，４００円 枠連： １８，７４１，６００円

普通馬連： ５７，２５４，７００円 馬単： ４１，２１３，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，４１６，８００円

３連複： ７５，３７０，１００円 ３連単： １１５，６９５，５００円 計： ３７７，７４８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １７０円 � ２４０円 � １８０円 枠 連（２－７） ７５０円

普通馬連 �� １，５８０円 馬 単 �� ２，９００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５７０円 �� ３６０円 �� ７８０円

３ 連 複 ��� １，９９０円 ３ 連 単 ��� １０，４３０円

票 数

単勝票数 計 ２０９３５１ 的中 � ４０８２２（２番人気）
複勝票数 計 ２７１２１４ 的中 � ４６９９４（２番人気）� ２６４２０（４番人気）� ４２１２１（３番人気）
枠連票数 計 １８７４１６ 的中 （２－７） １８６７８（３番人気）
普通馬連票数 計 ５７２５４７ 的中 �� ２６７８６（５番人気）
馬単票数 計 ４１２１３４ 的中 �� １０４９５（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１４１６８ 的中 �� ９１２９（６番人気）�� １６０１３（２番人気）�� ６３６５（１０番人気）
３連複票数 計 ７５３７０１ 的中 ��� ２８０４３（３番人気）
３連単票数 計１１５６９５５ 的中 ��� ８１９３（１４番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．３―１３．２―１３．５―１２．１―１１．３―１１．４―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２４．１―３７．３―５０．８―１：０２．９―１：１４．２―１：２５．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウドナリオ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Kris S. デビュー ２００９．１．４ 京都３着

２００６．４．１７生 牡３栗 母 アルペンローズ 母母 Amizette ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔制裁〕 タガノブリガデイロ号の騎手安藤勝己は，３コーナーで外側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。（１１番への進路影響）

ツルマルネオ号の騎手浜中俊は，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（９番への進路影響）
〔調教再審査〕 タガノブリガデイロ号は，３コーナーで外側に逃避したことについて平地調教再審査。
※出走取消馬 ドロップミアライン号（疾病〔左肩跛行〕のため）
※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 マンテンパパ号
※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。



１００６５ ４月１２日 晴 良 （２１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４５分 （ダート・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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

４８ ハードウォン 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠津田 一男氏 西橋 豊治 浦河 赤田牧場 ４５２± ０１：２５．２ ５．６�

６１２ シーポラリス 牡３栗 ５６ 秋山真一郎藤田 宗平氏 野村 彰彦 浦河 野村 正 ４６２＋ ２ 〃 クビ ５．５�
２３ プライムパレス 牡３鹿 ５６ 和田 竜二小林 量氏 清水 出美 新冠 高瀬 敦 ５６０± ０１：２５．３� １３．９�
５９ ナムラカイシュウ 牡３鹿 ５６ 武 豊奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 伊藤 明 ４８４± ０１：２５．６１� ２．２�
２４ チャームドリーム 牝３鹿 ５４ 幸 英明タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 ４８２± ０１：２５．７� ２２．０�
７１３ シークロノス 牡３鹿 ５６ 北村 宏司藤田 宗平氏 梅内 忍 門別 日西牧場 ５１０＋ ２１：２５．９１ ４０．３�
７１４� ネオヴェリーベリー 牝３黒鹿５４ 横山 典弘小林 仁幸氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム ４５８＋ ４ 〃 クビ ２２．６	
１１ リバーサルブロー 牡３鹿 ５６ 福永 祐一深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 高橋 修 ４５０＋ ２１：２６．１１ ６７．３

６１１ スズカルネッサンス 牡３黒鹿５６ 上村 洋行永井 啓弍氏 橋田 満 静内 グランド牧場 ５２８＋ ６ 〃 クビ ３１．２�
４７ チキリムーディー 牝３青鹿 ５４

５１ ▲国分 恭介ちきり組合 梅田 康雄 新ひだか 今 牧場 ４４０＋ ８１：２６．２クビ ２８．８�
１２ � ホウショウアビル 牝３鹿 ５４ 小牧 太芳賀 吉孝氏 武田 博 米 Green

Gates Farm ４７２＋ ２１：２６．３	 １２．５
８１６ オーゴンシャトル 牡３栗 ５６ 藤田 伸二永田 清男氏 河内 洋 浦河 酒井牧場 ４８４＋１０１：２６．４クビ ２６．２�
５１０ シュンハレン 牡３黒鹿５６ 松岡 正海石川 博氏 川村 禎彦 日高 古本 正則 ４８８－ ２１：２６．５	 ３８．４�
３５ コルサージュ 牝３青 ５４ 川島 信二 �ノースヒルズマネ

ジメント 荒川 義之 新冠 ノースヒルズマネジメント ４１６－ ４１：２６．７１ ７８．５�
８１５ スマイルミッキー 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三広尾レース� 松永 幹夫 平取 坂東牧場 ４６２－ ２ 〃 クビ １８８．１�
３６ 
 バージンサファイヤ 牝３鹿 ５４ 木村 健泉 一郎氏 平松 徳彦 浦河 馬道 繁樹 B４２６－ ２１：２６．８クビ １５８．５�

（兵庫） （兵庫）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，４３１，２００円 複勝： ３２，５６５，２００円 枠連： １９，１７０，６００円

普通馬連： ６６，０３０，２００円 馬単： ４８，８２４，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，０３０，４００円

３連複： ８３，７６１，８００円 ３連単： １２８，３９６，０００円 計： ４２７，２０９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５６０円 複 勝 � １７０円 � １７０円 � ３２０円 枠 連（４－６） ９６０円

普通馬連 �� １，２２０円 馬 単 �� ２，９１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４７０円 �� １，２３０円 �� ９２０円

３ 連 複 ��� ５，７５０円 ３ 連 単 ��� ３０，７２０円

票 数

単勝票数 計 ２４４３１２ 的中 � ３４４７９（３番人気）
複勝票数 計 ３２５６５２ 的中 � ５８０６４（２番人気）� ５６３８７（３番人気）� ２１６９２（５番人気）
枠連票数 計 １９１７０６ 的中 （４－６） １４８２３（３番人気）
普通馬連票数 計 ６６０３０２ 的中 �� ４０１９１（３番人気）
馬単票数 計 ４８８２４３ 的中 �� １２４１８（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４０３０４ 的中 �� １３４５１（３番人気）�� ４６０４（１２番人気）�� ６２９５（７番人気）
３連複票数 計 ８３７６１８ 的中 ��� １０７６４（１４番人気）
３連単票数 計１２８３９６０ 的中 ��� ３０８５（６３番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１１．９―１２．５―１２．６―１１．８―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．４―３５．３―４７．８―１：００．４―１：１２．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハードウォン �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 マ イ ニ ン グ デビュー ２００９．１．５ 京都３着

２００６．２．１３生 牡３鹿 母 ファンシーオレンジ 母母 ブランチリーヴス ５戦２勝 賞金 １６，５５０，０００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） ４頭 トーホウロード号・バンドゥロンシャン号・ビヨンドマックス号・ワイズドリーム号
※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。



１００６６ ４月１２日 晴 良 （２１阪神２）第６日 第６競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１３時１５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

１：０７．１
１：０６．５

良

良

６１２ アグネスナチュラル 牝３鹿 ５４ 武 豊渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４６４－ ６１：０９．８ ３．５�

７１３ テイエムカルメン 牝３鹿 ５４ 小牧 太竹園 正繼氏 新川 恵 日高 日高大洋牧場 ４５２± ０１：１０．０１� ２８．１�
２４ ラガーシーキング 牡３黒鹿５６ 池添 謙一奥村 啓二氏 池添 兼雄 静内 今 牧場 ４４８－ ４１：１０．１� ７．６�
７１４ マイネルレンツ 牡３鹿 ５６ 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 川村 禎彦 様似 清水 誠一 ４１８＋ ４ 〃 クビ ４６．４�
２３ リーチコンセンサス 牝３鹿 ５４ 福永 祐一 �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム ４６６＋ ８１：１０．３１ ５．９�
５９ デ セ ー ル 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二太田 美實氏 河内 洋 静内 藤原牧場 ４５８± ０ 〃 クビ ４．４	
８１５ エイシンフェアリー 牝３栗 ５４ 木村 健平井 豊光氏 坂口 正則 大樹 メムブリーディ

ングシステム ４３８＋ ４１：１０．４クビ １３．６

（兵庫）

３６ � コスモパイレット 牡３黒鹿５６ 横山 典弘 �ビッグレッドファーム 奥平 雅士 米 Chester Broman &
Mary R. Broman ５２４＋ ２ 〃 ハナ ６．４�

８１６ ガッチリガッチリ 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝小田切有一氏 谷 潔 日高 浦新牧場 ４６２－ ２１：１０．６１� ６３．９�
５１０ ハッピーネーション 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎 �ノースヒルズマネ

ジメント 安田 隆行 新ひだか 小河 豊水 ４３４－ ４１：１０．７� ５６．６
６１１ シルクマイホーム 牝３鹿 ５４ 小林慎一郎有限会社シルク矢作 芳人 静内 畠山牧場 ４４４－ ８１：１０．８� １２３．７�
４７ ツルマルハロー 牝３鹿 ５４ 浜中 俊鶴田 任男氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 ４５６＋ ６１：１１．１１	 ２３．１�
４８ ヴェスティート 牝３黒鹿５４ 鮫島 良太 �サンデーレーシング 藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５４－ ２ 〃 クビ １１２．１�
１１ � エーシンリードオー 牝３黒鹿５４ 川田 将雅平井 宏承氏 小崎 憲 米 Winches-

ter Farm ４６８＋ ２ 〃 アタマ ３８．０�
１２ ドリームブランチ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海セゾンレースホース� 斎藤 誠 門別 サンバマウン

テンファーム ４４２－１０１：１１．４２ １３７．６�
３５ レ ッ ド ア イ 牡３栗 ５６ 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム ４５８－１０１：１２．０３� ３３．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，７５４，６００円 複勝： ３６，０００，９００円 枠連： ２０，９２７，２００円

普通馬連： ６９，１８２，５００円 馬単： ４８，２７０，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，０１８，７００円

３連複： ８５，８９９，０００円 ３連単： １３７，３２６，１００円 計： ４４６，３７９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １６０円 � ６６０円 � ２２０円 枠 連（６－７） ２，８００円

普通馬連 �� ５，６９０円 馬 単 �� ８，６２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，７５０円 �� ６５０円 �� ２，９６０円

３ 連 複 ��� １４，８３０円 ３ 連 単 ��� ８２，５３０円

票 数

単勝票数 計 ２３７５４６ 的中 � ５４６１５（１番人気）
複勝票数 計 ３６０００９ 的中 � ７４３１２（１番人気）� １０８２７（８番人気）� ４５３８６（３番人気）
枠連票数 計 ２０９２７２ 的中 （６－７） ５５２１（１２番人気）
普通馬連票数 計 ６９１８２５ 的中 �� ８９８８（１９番人気）
馬単票数 計 ４８２７０２ 的中 �� ４１３７（２９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５０１８７ 的中 �� ３４４５（１７番人気）�� １００５５（６番人気）�� ２００３（３４番人気）
３連複票数 計 ８５８９９０ 的中 ��� ４２７５（４９番人気）
３連単票数 計１３７３２６１ 的中 ��� １２２８（２３３番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１１．２―１１．５―１１．７―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．４―３４．６―４６．１―５７．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．４―３F３５．２
３ ・（７，１３）（２，１５）（１，９）１２（３，６）１４（８，１０）１６，４－１１－５ ４ １３，１５（７，２，９）（１，１２）（３，６，１４）１６（１０，４）８，１１＝５

勝馬の
紹 介

アグネスナチュラル �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．１．２４ 京都１着

２００６．４．２０生 牝３鹿 母 アグネスアテーナー 母母 アグネスオーロラ ３戦２勝 賞金 １５，１００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 リーティラ号・ワンズガーホッド号
※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。



１００６７ ４月１２日 晴 良 （２１阪神２）第６日 第７競走 ��１，２００�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

１：０９．７
１：０８．７

重

重

７１３ マイネラロンハ 牝４栗 ５５ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 野元 昭 新冠 ビッグレッドファーム ４７０＋ ４１：１２．４ ７．３�

１２ タイキドゥカティ 牡４鹿 ５７ 藤田 伸二�大樹ファーム 藤原 英昭 浦河 三嶋牧場 ５００－ ６ 〃 ハナ １．８�
４７ � サ ク ラ モ サ 牡６栗 ５７

５６ ☆藤岡 康太�さくらコマース梅田 智之 静内 新和牧場 ４９６± ０ 〃 アタマ １６．８�
４８ ハードリレー 牡５栗 ５７ 浜中 俊津田 一男氏 福永 甲 静内 漆原 武男 ４６０± ０１：１２．５クビ ２７．０�
５１０ ウルドサリエ 牡４鹿 ５７ 福永 祐一谷和 光彦氏 小崎 憲 浦河 久保農場 ５００± ０１：１２．７１� １３．２�
６１２ ヤマサラグランジュ 牝４鹿 ５５ 藤岡 佑介佐藤 松雄氏 平田 修 静内 岡田スタツド ４４４＋１４ 〃 ハナ ５１．０	
８１６ ヤマニンデューン 牡４栗 ５７ 川田 将雅土井 肇氏 安田 隆行 新冠 錦岡牧場 ４６０± ０１：１２．９１� ７３．８

７１４� テイエムセッペトベ 牝４鹿 ５５ 田嶋 翔竹園 正繼氏 小島 貞博 鹿児島 テイエム牧場 ４４６＋ ４ 〃 クビ ８０．９�
２４ サンタナイト 牡５鹿 ５７ 小坂 忠士佐々木孝之氏 境 直行 門別 ナカノファーム ４７４－ ２１：１３．０クビ ３５．５�
６１１ ツインズメモリー 牡４黒鹿５７ 岩田 康誠永田 和彦氏 坂口 正大 門別 森永牧場 ４６６＋１２ 〃 クビ ４３．２
１１ � トーホウボガード 牡４鹿 ５７ 武 豊東豊物産� 柴田 光陽 新冠 カミイスタット ４５８＋ ２１：１３．１クビ ４．１�
８１５ ファイナルパンチ 牡４鹿 ５７ 幸 英明長谷川光司氏 吉岡 八郎 浦河 小倉牧場 ４６６＋ ２１：１３．３１ ３０４．０�
２３ ライコウテンユウ 牡４栗 ５７ 小牧 太内田 正也氏 武 宏平 新冠 田鎖牧場 ５２０＋１４１：１３．６１� ３３．９�
５９ ファンダフル 牡４栗 ５７ 上村 洋行山本 慎一氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント ５０４－１０１：１３．８１� ９４．５�
３６ � ス ピ ー ド 牡４栗 ５７ 小原 義之山口 �一氏 小原伊佐美 静内 荒谷 英俊 ４７６± ０１：１３．９� １９４．０�
３５ メイショウソルテ 牝５鹿 ５５ 川島 信二松本 好雄氏 田島 良保 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４７６＋ ４１：１５．２８ ２６１．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，２６６，２００円 複勝： ３７，１８９，０００円 枠連： ２７，９７４，０００円

普通馬連： ８１，８３０，７００円 馬単： ６５，８７１，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，０５６，９００円

３連複： １０５，１５１，１００円 ３連単： １９５，４７８，４００円 計： ５７０，８１７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７３０円 複 勝 � ２１０円 � １２０円 � ２８０円 枠 連（１－７） ４６０円

普通馬連 �� ６５０円 馬 単 �� ２，０３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３２０円 �� １，２５０円 �� ６３０円

３ 連 複 ��� ２，９９０円 ３ 連 単 ��� ２０，３５０円

票 数

単勝票数 計 ２７２６６２ 的中 � ２９５９７（３番人気）
複勝票数 計 ３７１８９０ 的中 � ４１６１８（３番人気）� １１５１２５（１番人気）� ２６３１２（４番人気）
枠連票数 計 ２７９７４０ 的中 （１－７） ４５３３０（２番人気）
普通馬連票数 計 ８１８３０７ 的中 �� ９４１２７（２番人気）
馬単票数 計 ６５８７１３ 的中 �� ２４０５５（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３００５６９ 的中 �� ２６６５５（２番人気）�� ５４０１（１３番人気）�� １１４７８（５番人気）
３連複票数 計１０５１５１１ 的中 ��� ２５９８２（８番人気）
３連単票数 計１９５４７８４ 的中 ��� ７０９２（５０番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．２―１１．８―１２．４―１１．８―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．４―３５．２―４７．６―５９．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．０―３F３７．２
３ １２，１３（２，１０）１４（１，１１）１５（４，８）７，１６，３，９，６－５ ４ ・（１２，１３）１０，２，１４（１，１５）（４，１１，８，７）（３，１６）－９－６－５

勝馬の
紹 介

マイネラロンハ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー ２００７．１０．２７ 京都１１着

２００５．４．２生 牝４栗 母 コスモバレンシア 母母 スナークバンダム １０戦２勝 賞金 １６，１４０，０００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。
（非抽選馬） ４頭 ウォーターギブン号・スペシャルウイング号・タマモアスリート号・テンシノボストン号



１００６８ ４月１２日 晴 良 （２１阪神２）第６日 第８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 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５８．１
１：５６．４

良

良

８１６ デリキットピース 牝３黒鹿５４ 北村 宏司 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４３０－１２２：０１．７ ２１．８�

７１３ ブロードストリート 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二下河�行雄氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 ４４６－ ２２：０１．９１� ２．５�
６１２ サクラローズマリー 牝３栗 ５４ 福永 祐一�さくらコマース友道 康夫 静内 西村 和夫 ４７２－ ６２：０２．０� ５．１�
７１４ ナリタシリカ 牝３黒鹿５４ 川島 信二�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 ４３０＋ ４２：０２．２１ ３６．４�
３６ ス イ リ ン カ 牝３鹿 ５４ 池添 謙一�ヤブウチ 長浜 博之 日高 広富牧場 ４１２± ０ 〃 ハナ １７．９	
４７ マイファーストラヴ 牝３青鹿５４ 幸 英明廣村 茂一氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ４３２± ０２：０２．６２� ３４．４

３５ テーマソング 牝３鹿 ５４ 松岡 正海吉田 照哉氏 中村 均 千歳 社台ファーム ４６２＋ ４ 〃 ハナ ２３．０�
８１５ ヴィーヴァレジーナ 牝３栗 ５４ 木村 健芹澤 精一氏 作田 誠二 静内 武 牧場 ４０８＋ ４ 〃 ハナ ２４２．１�

（兵庫）

６１１ レイナクーバ 牝３鹿 ５４ 熊沢 重文 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム ４２６± ０２：０２．７クビ １１．７
５９ ヒカルアマランサス 牝３栗 ５４ 藤岡 康太�橋 京子氏 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４４４－ ８２：０２．８� ３．８�
２４ アイレンベルク 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 正雄 浦河 グラストレーニ
ングセンター ４２０＋ ２２：０２．９� ２１．７�

１１ シゲルキリガミネ 牝３青 ５４ 田嶋 翔森中 蕃氏 小島 貞博 新冠 新冠橋本牧場 ４６４＋ ８ 〃 クビ １３９．７�
５１０ アディアフォーン 牝３黒鹿５４ 小牧 太 �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 B４５４－ ４２：０３．７５ ３２．３�
４８ セトノオレンジ 牝３鹿 ５４ 石橋 守難波 澄子氏 藤岡 範士 日高 滝本 健二 ４１８－ ２２：０４．３３� ２１１．３�
２３ 	 プ ル プ ル 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥栗本 博晴氏 高橋 義博 浦河 辻 牧場 ３９０－１２２：０４．７２� ２３９．２�
１２ パープルスター 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介松岡 隆雄氏 崎山 博樹 新ひだか 福岡 清 ４７４－ ２２：０７．０大差 ２６６．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４５，１２７，７００円 複勝： ６０，７７０，３００円 枠連： ３４，３９７，４００円

普通馬連： １７２，２３６，５００円 馬単： １０１，７８４，０００円 ワイド【拡大馬連】： ４５，０１８，０００円

３連複： １８６，３００，６００円 ３連単： ３５４，３０７，６００円 計： ９９９，９４２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，１８０円 複 勝 � ５１０円 � １３０円 � １８０円 枠 連（７－８） ２，６９０円

普通馬連 �� ３，４６０円 馬 単 �� ９，６７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１１０円 �� １，４９０円 �� ２８０円

３ 連 複 ��� ４，６５０円 ３ 連 単 ��� ４３，８３０円

票 数

単勝票数 計 ４５１２７７ 的中 � １６３５７（７番人気）
複勝票数 計 ６０７７０３ 的中 � ２１１０５（８番人気）� １６８３６９（１番人気）� ９３４００（３番人気）
枠連票数 計 ３４３９７４ 的中 （７－８） ９４５６（８番人気）
普通馬連票数 計１７２２３６５ 的中 �� ３６８１１（１２番人気）
馬単票数 計１０１７８４０ 的中 �� ７７７３（３４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４５０１８０ 的中 �� ９２３８（１３番人気）�� ６７４８（２０番人気）�� ４７３７７（２番人気）
３連複票数 計１８６３００６ 的中 ��� ２９５６９（１３番人気）
３連単票数 計３５４３０７６ 的中 ��� ５９６６（１２７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２３．４―３５．８―４８．２―１：００．８―１：１３．４―１：２５．５―１：３７．３―１：４９．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

デリキットピース �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．３．１ 中山１着

２００６．３．１１生 牝３黒鹿 母 デ リ キ ッ ト 母母 エ コ ル シ ユ ２戦２勝 賞金 ２６，３６４，０００円
〔制裁〕 マイファーストラヴ号の騎手幸英明は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（１３番・８番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 パープルスター号は，平成２１年５月１２日まで平地競走に出走できない。
※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。



１００６９ ４月１２日 晴 良 （２１阪神２）第６日 第９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，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

賞 品
本 賞 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００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

２：０１．０
２：０１．０

不良

不良

８１５ アドマイヤスワット 牡４栗 ５６ 川田 将雅近藤 利一氏 橋田 満 早来 ノーザンファーム ５０８－ ２２：０４．０ ４．５�

３６ ポーカーフェイス 牡５栗 ５７ 岩田 康誠前田 晋二氏 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８８± ０２：０４．１� ５．３�
２３ メイショウゲンスイ 牡５鹿 ５６ 藤田 伸二松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 杵臼牧場 ５１４－ ４２：０４．３１� １１．７�
６１２ ハードシーキング 牡５鹿 ５４ 武 豊津田 一男氏 西橋 豊治 静内 前田牧場 B５０２＋ ８２：０４．９３� ５．８�
８１６ ピサノエミレーツ 牡４鹿 ５６ 安藤 勝己市川 義美氏 藤沢 和雄 静内 飛野牧場 ４９０－ ４２：０５．２１� ４．４�
１２ � プラチナメーン 牡４栗 ５５ 福永 祐一広尾レース� 森 秀行 米 Dede McGehee &

Delia McGehee ４８８－ ４ 〃 クビ １９．４�
１１ ジェントルフォーク 牡４鹿 ５５ 横山 典弘 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 領家 政蔵 浦河 日進牧場 ４７４＋ ２ 〃 アタマ ７．３	
２４ セフティーステージ 牡７鹿 ５４ 河北 通池田 實氏 小野 幸治 門別 沖田牧場 ４８８－ ６２：０５．４１	 ７２．２

４８ ゼンノトレヴィ 牡７黒鹿５４ 田島 裕和大迫久美子氏 藤沢 則雄 千歳 社台ファーム ５６４± ０２：０５．６１	 １９７．１�
６１１ ワンダームシャ 牡４鹿 ５４ 後藤 浩輝山本 信行氏 野元 昭 三石 米田牧場 ４６８＋ ６２：０５．７クビ １４．０�

３５ 
 フォグキャスケード 牡７鹿 ５２ 渡辺 薫彦伊藤 仁氏 木原 一良 静内 フジワラフアーム ５０６± ０ 〃 ハナ １９３．２
（７９７４）

５９ 
 シルクヒーロー 牡７鹿 ５１ 酒井 学有限会社シルク尾関 知人 新冠 ムラカミファーム ５１６－ ２２：０６．４４ １１４．５�
４７ マイネルマニセス 牡５黒鹿５２ 鮫島 良太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム ４９０－ ６２：０６．５クビ １１５．８�
７１４ メジロティモン 牡４栗 ５３ 熊沢 重文�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺 メジロ牧場 ４９４－１２ 〃 ハナ ５５．０�
７１３� トップジャイアンツ 牡４鹿 ５３ 和田 竜二横瀬 兼二氏 山内 研二 豪

Austramore Pty Ltd,
Codds Flat Bloodstock
Pty Ltd, San Pauli Ltd

４７８－ ４２：０６．７１ ４０．１�
５１０ レ ツ ィ ー ナ 牝５黒鹿５１ 北村 宏司吉田 和美氏 古賀 慎明 門別 谷川畜産 ４５８－ ２２：１０．４大差 ６０．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３５，３００，８００円 複勝： ４８，９９１，３００円 枠連： ４４，１５６，１００円

普通馬連： １６６，６５５，５００円 馬単： ９７，０７８，７００円 ワイド【拡大馬連】： ４０，９６５，０００円

３連複： １７３，７０７，４００円 ３連単： ３５７，３３８，０００円 計： ９６４，１９２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � ２００円 � １８０円 � ３００円 枠 連（３－８） ５７０円

普通馬連 �� １，３２０円 馬 単 �� ２，６４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５５０円 �� １，３００円 �� ７９０円

３ 連 複 ��� ４，７１０円 ３ 連 単 ��� ２１，５６０円

票 数

単勝票数 計 ３５３００８ 的中 � ６２３２０（２番人気）
複勝票数 計 ４８９９１３ 的中 � ６８５５６（４番人気）� ８１８８７（１番人気）� ３６９４７（６番人気）
枠連票数 計 ４４１５６１ 的中 （３－８） ５７４０８（２番人気）
普通馬連票数 計１６６６５５５ 的中 �� ９３６２３（３番人気）
馬単票数 計 ９７０７８７ 的中 �� ２７１８５（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４０９６５０ 的中 �� １９４０６（４番人気）�� ７４５７（１７番人気）�� １２８３７（１０番人気）
３連複票数 計１７３７０７４ 的中 ��� ２７２３１（１６番人気）
３連単票数 計３５７３３８０ 的中 ��� １２２３４（６４番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．０―１１．５―１３．２―１２．９―１３．１―１２．５―１２．２―１２．１―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．２―２３．２―３４．７―４７．９―１：００．８―１：１３．９―１：２６．４―１：３８．６―１：５０．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．１―３F３７．６
１
３
３，１５，８，１０（１，１１，１３）－２（７，１６）－（４，９）（６，１４）－（５，１２）
３，１５（８，１０）（１，１１）１３（７，４，１６，２）（６，１２）（５，９）１４

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

アドマイヤスワット �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 アンバーシヤダイ デビュー ２００７．１２．１ 阪神９着

２００５．３．７生 牡４栗 母 ビ ー バ ッ プ 母母 ビバールクイン ６戦４勝 賞金 ４７，４００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レツィーナ号は，平成２１年５月１２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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 イアオニードル号・ケアレスウィスパー号・サンライズボンバー号・ツルマルビビッド号・ナリタブラック号



１００７０ ４月１２日 晴 良 （２１阪神２）第６日 第１０競走 ��１，６００�第６９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 ２９，２３９，０００円 ８，３５４，０００円 ４，１７７，０００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）

５９ ブエナビスタ 牝３黒鹿５５ 安藤 勝己 �サンデーレーシング 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４５４＋ ４１：３４．０ １．２�

８１８ レッドディザイア 牝３鹿 ５５ 四位 洋文 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム ４７８＋ ２１：３４．１� １４．４�
７１５ ジェルミナル 牝３黒鹿５５ 福永 祐一 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４５６－ ４１：３４．３１� ２５．２�
３６ ワンカラット 牝３黒鹿５５ 藤岡 佑介青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム ４８６－ ６１：３４．４� ２６．４�
７１４ ルージュバンブー 牝３青鹿５５ 小牧 太�バンブー牧場 佐藤 正雄 浦河 バンブー牧場 ４９４＋ ６ 〃 ハナ ３７．５�
３５ アイアムカミノマゴ 牝３鹿 ５５ 武 豊堀 紘一氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４６０－ ４１：３４．５クビ ４０．６	
６１１ レディルージュ 牝３青鹿５５ 鮫島 良太 �ロードホースクラブ 安田 隆行 三石 ケイアイファーム ４２８＋ ４１：３４．７１ １２５．８

１１ ダノンベルベール 牝３栗 ５５ 後藤 浩輝�ダノックス 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４４４－ ８１：３５．０１� １７．１�
４８ デグラーティア 牝３黒鹿５５ 浜中 俊 �サンデーレーシング 宮本 博 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 ４５０－ ２１：３５．３２ １３１．４
４７ サクラミモザ 牝３黒鹿５５ 北村 宏司�さくらコマース畠山 吉宏 新ひだか 原 光彦 ４６０＋ ２ 〃 クビ ２２．４�
８１７ アンプレショニスト 牝３栗 ５５ 横山 典弘吉田 照哉氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４５０－ ２１：３５．４� １０４．０�
２４ ヴィーヴァヴォドカ 牝３黒鹿５５ 村田 一誠芹澤 精一氏 勢司 和浩 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８０－ ６１：３５．５� ３７．５�
１２ ツーデイズノーチス 牝３黒鹿５５ 松岡 正海諸江 幸祐氏 斎藤 誠 静内 西村 和夫 ４８０－ ４ 〃 クビ ４１．７�
７１３ カツヨトワイニング 牝３鹿 ５５ 大庭 和弥丹羽 茂文氏 高橋 義博 早来 ノーザンファーム ３９２－ ４１：３５．８１� １３３．７�
８１６ ル シ ュ ク ル 牝３芦 ５５ 佐藤 哲三 �ノースヒルズマネ

ジメント 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８８＋ ４１：３５．９� １７９．３�
６１２� イナズマアマリリス 牝３鹿 ５５ 池添 謙一小泉 賢悟氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ４２４± ０ 〃 アタマ １２３．２�
５１０ コウエイハート 牝３栗 ５５ 川田 将雅伊東 政清氏 山内 研二 鹿児島 伊東 政清 ４６０＋ ２１：３６．１１ １８３．１�
２３ ショウナンカッサイ 牝３鹿 ５５ 幸 英明国本 哲秀氏 北出 成人 静内 静内フアーム ４３８± ０１：３６．３１� １２５．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ５２０，１１５，７００円 複勝： ９９６，５８３，９００円 枠連： ６４１，０９５，４００円

普通馬連： ２，２７３，６９３，９００円 馬単： ２，０３６，８０２，８００円 ワイド【拡大馬連】： ５９４，５０５，５００円

３連複： ２，６５１，３０２，７００円 ３連単： ９，３２２，９４２，８００円 計： １９，０３７，０４２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １２０円 複 勝 � １１０円 � ２７０円 � ３３０円 枠 連（５－８） ５５０円

普通馬連 �� ６４０円 馬 単 �� ７８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３２０円 �� ４２０円 �� １，６５０円

３ 連 複 ��� ２，４８０円 ３ 連 単 ��� ５，６８０円

票 数

単勝票数 計５２０１１５７ 的中 � ３５０９５９１（１番人気）
複勝票数 計９９６５８３９ 的中 � ７３７５３１７（１番人気）� ３４８３８１（３番人気）� ２６４５７０（４番人気）
枠連票数 計６４１０９５４ 的中 （５－８） ８７２６００（３番人気）
普通馬連票数 計２２７３６９３９ 的中 �� ２６５４７１１（２番人気）
馬単票数 計２０３６８０２８ 的中 �� １９３８１４６（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計５９４５０５５ 的中 �� ５１１５０５（２番人気）�� ３６１５８３（３番人気）�� ７８０４７（１４番人気）
３連複票数 計２６５１３０２７ 的中 ��� ７９１６６７（４番人気）
３連単票数 計９３２２９４２８ 的中 ���１２１２４２４（８番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．８―１１．７―１２．０―１２．２―１１．７―１１．６―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．２―３４．９―４６．９―５９．１―１：１０．８―１：２２．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブエナビスタ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Caerleon デビュー ２００８．１０．２６ 京都３着

２００６．３．１４生 牝３黒鹿 母 ビ ワ ハ イ ジ 母母 ア グ サ ン ５戦４勝 賞金 ２２４，８３１，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 パドブレ号
（非抽選馬）１４頭 アイレンベルク号・アディアフォーン号・アンジュアイル号・ヴェスティート号・シシャモチャン号・スイリンカ号・

スペシャルクイン号・ダンシングクイーン号・ヒカルアマランサス号・マイティースルー号・ミクロコスモス号・
ラブチャーミー号・リュシオル号・ワイドサファイア号

※一般事項Ⅴ－２の（４）によりブエナビスタ号・レッドディザイア号・ジェルミナル号・ワンカラット号は，優駿牝馬（JpnⅠ）競走に優先出
走できる。



１００７１ ４月１２日 晴 良 （２１阪神２）第６日 第１１競走 ��
��１，２００�

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 １，４８０，０００円
付 加 賞 ４０６，０００円 １１６，０００円 ５８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０９．７
１：０８．７

重

重

７１４ ダノンアスカ 牡４青鹿５７ 小牧 太�ダノックス 沖 芳夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ５００＋ ４１：１１．９ ２．３�

７１３ コンティネント 牡５鹿 ５７ 松岡 正海近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ５３８＋１２１：１２．０� ２４．５�
５９ リバータウン 牡４青鹿５７ 四位 洋文後藤 繁樹氏 坂口 正則 三石 田湯牧場 ４９２－ ４１：１２．１クビ １７．８�
１１ オ オ ヒ メ 牝５黒鹿５５ 藤田 伸二武田 康氏 柄崎 孝 茨城 武田 豊文 ５１０－１０ 〃 クビ ４．９�
４８ サンマルチーフ 牡５栗 ５７ 岩田 康誠相馬 勇氏 大橋 勇樹 門別 田端牧場 ４９８± ０ 〃 ハナ ７．８�
８１６ スズカアトラス 牡６鹿 ５７ 横山 典弘永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 ４８２＋ ４ 〃 アタマ ２６．７�
６１２� ホッコーワンマン 牡５栗 ５７ 熊沢 重文矢部 幸一氏 須貝 尚介 門別 浦新牧場 ４８０± ０１：１２．２クビ ６０．９	
４７ タマモクリエイト 牡４鹿 ５７ 幸 英明タマモ� 小原伊佐美 新冠 須崎牧場 ５１０＋ ４ 〃 クビ １１５．８

６１１ インプレッション 	７黒鹿５７ 和田 竜二前田 幸治氏 沖 芳夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ５０４＋ ２１：１２．３クビ ２３．４�
２４ ベンティスカ 牡５芦 ５７ 福永 祐一 �キャロットファーム 野中 賢二 三石 鳥井牧場 ４６８－ ２１：１２．５１
 １３．０
８１５ ワンダープロ 牡６栗 ５７ 川田 将雅山本 信行氏 小崎 憲 浦河 帰山 清貴 ５０２± ０１：１２．６� ６．７�
５１０ ダイシンサーベル 牡４黒鹿５７ 藤岡 佑介大八木信行氏 松元 茂樹 門別 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４７４± ０１：１２．８１� ５３．１�
１２ ホシシャトル 牡６黒鹿５７ 秋山真一郎永井冨佐子氏 増本 豊 静内 八田牧場 ５２６－ ４１：１２．９クビ ５０．３�
３６ オウシュウバラッド 牡４栗 ５７ 後藤 浩輝西村 專次氏 柴田 光陽 新冠 ヒカル牧場 B５０６＋ ４１：１３．１１� ８３．８�
３５ エーシンエスヴィー 牡５芦 ５７ 北村 宏司平井 宏承氏 松永 昌博 浦河 栄進牧場 ４９２－ ６１：１３．７３� ８６．３�
２３ トウショウモード 牡５栗 ５７ 角田 晃一トウショウ産業� 池上 昌弘 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 B４９６－１６１：１５．６大差 １３３．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４５，６２２，６００円 複勝： ６７，０７４，８００円 枠連： ５２，８６６，５００円

普通馬連： ２１５，４３０，０００円 馬単： １２９，３１０，９００円 ワイド【拡大馬連】： ６１，２１５，７００円

３連複： ２４１，１９７，９００円 ３連単： ５２１，２１３，７００円 計： １，３３３，９３２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １４０円 � ７１０円 � ６００円 枠 連（７－７） ２，１９０円

普通馬連 �� ２，６３０円 馬 単 �� ４，２３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２７０円 �� １，２１０円 �� ６，９４０円

３ 連 複 ��� １６，５９０円 ３ 連 単 ��� ７０，９４０円

票 数

単勝票数 計 ４５６２２６ 的中 � １５６５４４（１番人気）
複勝票数 計 ６７０７４８ 的中 � １８８９５９（１番人気）� １９０４３（９番人気）� ２３０７０（７番人気）
枠連票数 計 ５２８６６５ 的中 （７－７） １７８７４（１０番人気）
普通馬連票数 計２１５４３００ 的中 �� ６０４７７（１０番人気）
馬単票数 計１２９３１０９ 的中 �� ２２５９３（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６１２１５７ 的中 �� １２０５５（１１番人気）�� １２７７７（９番人気）�� ２０９９（５４番人気）
３連複票数 計２４１１９７９ 的中 ��� １０７３５（４７番人気）
３連単票数 計５２１２１３７ 的中 ��� ５４２３（１９６番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．７―１１．９―１２．２―１１．９―１２．９

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．９―３F３７．０
３ ・（９，１６）（１，１５）（２，３，５）４，１２（７，８，１１）１３（６，１０）１４ ４ ・（９，１６）（１，１５，３，５）（２，４，１２，１３）（７，８，１１，１０）（６，１４）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダノンアスカ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Mr. Prospector デビュー ２００８．４．６ 阪神３着

２００５．５．２２生 牡４青鹿 母 シェイクハンド 母母 Dancing Tribute ９戦３勝 賞金 ３７，１０６，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 アクロスザスター号・ニシノヴァネッサ号・フミノパシフィック号・リリーハーバー号
（非抽選馬） ６頭 アグネスハッピー号・ヴァンジェーロ号・キーレター号・セレスダイナミック号・ブルーアイガー号・

メイショウアーチャ号



１００７２ ４月１２日 晴 良 （２１阪神２）第６日 第１２競走 ��
��１，８００�

ほ う ら い き ょ う

� � 峡 特 別
発走１６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 ３７１，０００円 １０６，０００円 ５３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４５．２
１：４４．１

良

良

３５ ウィルビーキング �５栗 ５７ 川島 信二前田 晋二氏 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７８－ ４１：４７．５ ８．９�

６１０ ルールプロスパー 牡４青鹿５７ 松岡 正海儀賀 好子氏 北出 成人 浦河 岡崎牧場 ４７０－ ４１：４７．６� １０．３�
２２ テイエムアンコール 牡５芦 ５７ 渡辺 薫彦竹園 正繼氏 柴田 政見 三石 坂本牧場 ４６０＋ ２ 〃 ハナ １０．２�
７１２ ラフィナール 牡５鹿 ５７ 武 豊 �サンデーレーシング 安田 隆行 早来 ノーザンファーム B４９８＋ ８１：４７．７� ４．０�
８１４ ベルフィーチャー 牝５鹿 ５５ 後藤 浩輝 �キャロットファーム 中尾 秀正 三石 追分ファーム ４６２－ ２１：４７．９１	 ４．４�
５８ スズカダーク 牡６鹿 ５７ 浜中 俊永井 啓弍氏 武 宏平 門別 本間牧場 ４５８－ ４ 〃 ハナ １３６．７�
４７ フィッツロイ 牡４鹿 ５７ 佐藤 哲三 �サンデーレーシング 佐々木晶三 早来 ノーザンファーム ４８２－ ４１：４８．０
 ４．５	
３４ ノボリデューク 牡４青 ５７ 幸 英明原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 ４６６－ ８１：４８．２１ １３８．９

７１３ トムウィンズ 牡４芦 ５７ 福永 祐一半田 勉氏 西橋 豊治 静内 聖心台牧場 B４７４＋１４ 〃 クビ ３４．２�
１１ ロスペトリュス 牡４栗 ５７ 池添 謙一山本 慎一氏 大久保龍志 えりも エクセルマネジメント ４９４＋ ８１：４８．３
 １４．３�
６１１� フレアリングベスト 牡８鹿 ５７ 大庭 和弥山口 克己氏 本郷 一彦 平取 山口 明彦 ５０６－ ８１：４８．５１� １２０．２
２３ ローズプレステージ 牡５栗 ５７ 上村 洋行 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４５４－ ２１：４８．６クビ ５６．１�
８１５ ク ヴ ァ ル ダ 牝４鹿 ５５ 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 池江 泰郎 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７０－ ４１：４８．８１� ３３．７�
４６ � クイックシューター 牡６鹿 ５７ 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 早来 ノーザンファーム ４６２＋１２１：４９．２２� ３０．４�
５９ ワキノパワー �５鹿 ５７ 角田 晃一脇山 良之氏 坪 憲章 門別 下河辺牧場 ４２２－１０１：４９．７３ ２０．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ６２，０９５，４００円 複勝： ９２，９５３，８００円 枠連： ６２，４３８，６００円

普通馬連： ２７５，７８８，４００円 馬単： １６０，３９９，２００円 ワイド【拡大馬連】： ８０，１４４，７００円

３連複： ３１９，０００，８００円 ３連単： ７１１，９００，０００円 計： １，７６４，７２０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８９０円 複 勝 � ２７０円 � ３７０円 � ３２０円 枠 連（３－６） ４，２５０円

普通馬連 �� ４，８４０円 馬 単 �� ９，５７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６６０円 �� １，１８０円 �� １，９００円

３ 連 複 ��� １０，１８０円 ３ 連 単 ��� ６７，０１０円

票 数

単勝票数 計 ６２０９５４ 的中 � ５５４５８（４番人気）
複勝票数 計 ９２９５３８ 的中 � ９６７０９（４番人気）� ６４０５７（６番人気）� ７８３８１（５番人気）
枠連票数 計 ６２４３８６ 的中 （３－６） １０８６２（２０番人気）
普通馬連票数 計２７５７８８４ 的中 �� ４２１１９（１９番人気）
馬単票数 計１６０３９９２ 的中 �� １２３７３（３５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８０１４４７ 的中 �� １１８５９（１９番人気）�� １７０４１（１３番人気）�� １０３１７（２３番人気）
３連複票数 計３１９０００８ 的中 ��� ２３１３３（３４番人気）
３連単票数 計７１１９０００ 的中 ��� ７８４１（２１３番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．９―１１．９―１２．２―１２．３―１２．１―１１．６―１１．７―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．５―３５．４―４７．６―５９．９―１：１２．０―１：２３．６―１：３５．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウィルビーキング �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 Storm Cat デビュー ２００６．８．１３ 小倉２着

２００４．４．２８生 �５栗 母 ゲーリックキャット 母母 Gaelic Bird ２７戦４勝 賞金 ７５，６５３，０００円



（２１阪神２）第６日 ４月１２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 １９２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

３７４，２８０，０００円
６，３９０，０００円
１２，２９０，０００円
４３，９４０，０００円
３９，８９０，０００円
２３７，０００円
２３７，０００円

７０，２５９，５００円
５，６５８，０００円
１，９００，８００円

勝馬投票券売得金
８６５，３４６，２００円
１，５４３，０９８，８００円
９７２，３４４，１００円
３，５３４，４８１，２００円
２，８７６，０２２，７００円
９８５，８５６，６００円
４，１３５，９４４，４００円
１２，２２８，２１９，５００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 ２７，１４１，３１３，５００円

総入場人員 ７２，７３４名 （有料入場人員 ６９，８９２名）




