
０９０３７ ４月４日 晴 稍重 （２２阪神２）第４日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時１５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

４８ スナークサリー 牝３青 ５４
５２ △松山 弘平杉本仙次郎氏 須貝 尚介 日高 永村 侑 ４３２＋１２１：１４．２ ６４．９�

６１２ リリーレインジャー 牡３黒鹿５６ 池添 謙一土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 谷口育成牧場 ４８２－ ２ 〃 ハナ ４．４�
５９ シゲルシゲザネ 牡３鹿 ５６ 幸 英明森中 蕃氏 藤沢 則雄 日高 出口牧場 ４６４＋ ８ 〃 クビ １０３．７�
７１４ フミノイダテン 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥谷 二氏 目野 哲也 新ひだか へいはた牧場 ５５４＋ ２１：１４．４１� ３４２．３�
８１６ ネイルダウン 牡３黒鹿５６ 川田 将雅前田 晋二氏 沖 芳夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６４－ ４１：１４．５� ５．０�
１２ ワンダーマイルズ 牡３青鹿５６ 和田 竜二山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム ４８４± ０１：１５．０３ ５．９�
５１０ チョウラッキー 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介丸山 隆雄氏 吉岡 八郎 新ひだか へいはた牧場 ３９４－ ２ 〃 ハナ ２０５．４�
２３ シゲカツワンダフル 牡３芦 ５６

５３ ▲高倉 稜	駒秀 松元 茂樹 新冠 ヒノデファーム ４６２＋ ６ 〃 ハナ １５．６

２４ オーナーズアイ 牝３黒鹿５４ 飯田 祐史佐々木実子氏 鈴木 孝志 浦河 オーナー牧場 ４２０＋ ６１：１５．１クビ １５６．０�
４７ トウケイウッドマン 牡３青 ５６ 熊沢 重文木村 信彦氏 北出 成人 新ひだか 坂本 智広 ４４８＋ ２１：１５．２� １４．３�
６１１ アルバマキシマ 牡３芦 ５６ 福永 祐一 サンデーレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム ４６４－ ２１：１５．７３ ２．４�
３５ ナリタピュアー 牝３芦 ５４ 金折 知則	オースミ 木原 一良 浦河 太陽牧場 ４７０＋ ２１：１５．９１� １１３．２�
１１ バトルダーウィン 牡３栗 ５６ 秋山真一郎宮川 秋信氏 清水 久詞 浦河 多田 善弘 ４６２± ０１：１６．５３� ５５．５�
８１５ ウィズインチーフ 牡３栗 ５６ 高野 容輔内藤 耕造氏 須貝 彦三 浦河 昭和牧場 ４３４ ―１：１６．６クビ ２５６．７�
７１３ ナリタキョウジン 牡３栗 ５６ 上野 翔	オースミ 飯田 雄三 浦河 江渡 繁治 ４３４± ０ 〃 ハナ ３１０．２�
３６ キタノレリクス 牝３黒鹿５４ 浜中 俊ターフ・スポート坂口 正大 浦河 市川フアーム ４４２－ ２１：１７．０２� ２４．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，１９８，３００円 複勝： ２８，０５６，１００円 枠連： １５，５０６，７００円

普通馬連： ４８，２７９，５００円 馬単： ３９，５９２，５００円 ワイド【拡大馬連】： １９，７８６，６００円

３連複： ７２，３８８，４００円 ３連単： １１４，３２６，１００円 計： ３５５，１３４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６，４９０円 複 勝 � １，３６０円 � １９０円 � １，６９０円 枠 連（４－６） １，０６０円

普通馬連 �� １０，０６０円 馬 単 �� ３３，５１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，９８０円 �� １９，１９０円 �� ２，８２０円

３ 連 複 ��� １３０，６２０円 ３ 連 単 ��� １，２０５，３３０円

票 数

単勝票数 計 １７１９８３ 的中 � ２０９１（９番人気）
複勝票数 計 ２８０５６１ 的中 � ４５９９（９番人気）� ５１６４１（２番人気）� ３６６０（１１番人気）
枠連票数 計 １５５０６７ 的中 （４－６） １０８３３（４番人気）
普通馬連票数 計 ４８２７９５ 的中 �� ３５４３（２２番人気）
馬単票数 計 ３９５９２５ 的中 �� ８７２（６０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９７８６６ 的中 �� １６４８（２４番人気）�� ２５０（６８番人気）�� １７４１（２３番人気）
３連複票数 計 ７２３８８４ 的中 ��� ４０９（１５３番人気）
３連単票数 計１１４３２６１ 的中 ��� ７０（１１０２番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１２．３―１２．８―１２．２―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．８―３６．１―４８．９―１：０１．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スナークサリー �
�
父 フサイチコンコルド �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２００９．１２．１３ 阪神９着

２００７．４．１７生 牝３青 母 ダーリンキスミー 母母 ブライトサンディー ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００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 アイキャン号・テイエムキマグレ号



０９０３８ ４月４日 晴 稍重 （２２阪神２）第４日 第２競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時４５分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

８１３ タガノジンガロ 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ４９６± ０１：５５．８ ７．３�

５７ ルグランヴォヤージ 牡３芦 ５６ 四位 洋文 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ５１２ ―１：５５．９� ２．６�
１１ ニシノスローン 牡３鹿 ５６ 浜中 俊西山 茂行氏 宮本 博 むかわ 西山牧場 ４８６＋１０１：５６．３２� ２３．２�
６８ サ ー ノ 牡３鹿 ５６ 幸 英明藤田 孟司氏 大根田裕之 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４４＋ ２１：５６．４クビ ３．５�
２２ コスモサイキック 牡３青 ５６ 福永 祐一 �ビッグレッドファーム 西浦 勝一 新冠 武田 修一 ４６２－ ６１：５６．６１ １５．２�
７１０ ターンベリー 牡３鹿 ５６ 和田 竜二後藤 繁樹氏 坂口 正則 新ひだか タイヘイ牧場 ４８４± ０１：５６．８１� １３．５�
７１１ ローレルフルーヴ 牡３鹿 ５６ 安藤 光彰 	ローレルレーシング 田中 章博 新冠 
渡 信義 ５１０± ０１：５７．０１� ２２．４�
６９ オンワードホープ 牡３黒鹿５６ 熊沢 重文	オンワード牧場 柴田 政見 浦河 オンワード牧場 ４８８± ０１：５７．６３� ８６．８�
４５ メイショウラリー 牡３黒鹿 ５６

５４ △松山 弘平松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 バンダム牧場 ４５８－ ６１：５７．９１� ７．８
４４ バトルキクヒメ 牝３芦 ５４ 小林 徹弥宮川 秋信氏 野中 賢二 新ひだか 小倉 光博 ４７４－ ８１：５８．１１� １８．５�
５６ ニシノサンダー �３鹿 ５６ 秋山真一郎西山 茂行氏 北出 成人 むかわ 西山牧場 ４２８－ ６１：５９．１６ １７８．５�
３３ パワープレイズ 牡３青鹿５６ 野元 昭嘉�まの 野元 昭 日高 高山 博 ４４６＋１２１：５９．４２ ３５０．１�
８１２ リバーワンダー 牡３栗 ５６

５４ △国分 恭介河越 武治氏 須貝 彦三 新ひだか パラダイス・ファーム ４３２ ―２：０２．３大差 １００．３�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １７，６８２，７００円 複勝： ２６，８７６，５００円 枠連： １４，０７８，４００円

普通馬連： ４６，８６９，８００円 馬単： ３６，１１５，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，６７８，６００円

３連複： ６４，２３０，８００円 ３連単： １０１，６７０，２００円 計： ３２８，２０２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７３０円 複 勝 � ２８０円 � １６０円 � ６００円 枠 連（５－８） １，１６０円

普通馬連 �� １，５６０円 馬 単 �� ３，５９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５５０円 �� ２，３９０円 �� １，６３０円

３ 連 複 ��� １２，４７０円 ３ 連 単 ��� ５６，９８０円

票 数

単勝票数 計 １７６８２７ 的中 � １９３２２（３番人気）
複勝票数 計 ２６８７６５ 的中 � ２３９８７（４番人気）� ５６３６１（２番人気）� ９３８０（９番人気）
枠連票数 計 １４０７８４ 的中 （５－８） ９０２１（５番人気）
普通馬連票数 計 ４６８６９８ 的中 �� ２２２２６（６番人気）
馬単票数 計 ３６１１５１ 的中 �� ７４３６（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０６７８６ 的中 �� ９９２４（５番人気）�� ２０３７（３１番人気）�� ３０４５（２２番人気）
３連複票数 計 ６４２３０８ 的中 ��� ３８０２（４６番人気）
３連単票数 計１０１６７０２ 的中 ��� １３１７（２０３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．５―３８．４―５１．７―１：０４．６―１：１７．７―１：３０．５―１：４３．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タガノジンガロ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Saint Ballado デビュー ２０１０．３．７ 阪神６着

２００７．４．１７生 牡３鹿 母 タガノチャーリーズ 母母 Charlies Paradise ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔制裁〕 リバーワンダー号の騎手国分恭介は，１コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（５番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リバーワンダー号は，平成２２年５月４日まで平地競走に出走できない。
※バトルキクヒメ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



０９０３９ ４月４日 晴 稍重 （２２阪神２）第４日 第３競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１１時１５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 エクセルフラッグ 牡３鹿 ５６ 池添 謙一橋場 勇二氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント ４９８－ ６１：２６．４ ４．８�

２２ ドクトルジバゴ 牡３鹿 ５６ 四位 洋文馬場 幸夫氏 牧浦 充徳 新ひだか 松田 三千雄 ４６４－ ４ 〃 クビ １．６�
２３ ティアップエース 牡３栗 ５６

５３ ▲川須 栄彦田中 昇氏 西浦 勝一 新ひだか 広田牧場 ４３０－ ２１：２７．１４ ５９．７�
６１０ ウインドスピード 牡３鹿 ５６

５３ ▲高倉 稜福原 正博氏 崎山 博樹 平取 高橋 幸男 ４５０＋ ２１：２７．３� ９．０�
３４ ネオジェイズレーヌ 牝３栗 ５４ 秋山真一郎小林 仁幸氏 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６８－ ２１：２７．５１� ２５．１�
８１４ ラトーヌタキオン 牝３芦 ５４ 北村 友一松岡 隆雄氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 ４３２ ―１：２７．９２� ９．０�
７１３ スズノブレイヴ 牡３鹿 ５６ 尾島 徹阿部 雅子氏 谷 潔 鹿児島 徳重 正幸 ４８４＋ ８１：２８．０クビ ２６８．４�

（笠松）

３５ シゲルノブツナ 牡３鹿 ５６ 幸 英明森中 蕃氏 武田 博 新冠 長浜 秀昭 ４４０± ０ 〃 クビ ６４．９	
５９ メイショウテレジア 牝３黒鹿５４ 佐藤 哲三松本 好
氏 吉岡 八郎 日高 日西牧場 ４６４－ ４１：２８．４２� ３６．７�
８１５	 ティアランドール 牝３黒鹿５４ 浜中 俊 �グリーンファーム 矢作 芳人 米 Peter J.

Pasteris ４６０－ ２１：２８．５クビ ２６７．１
６１１ ヤマノトップラン 牝３栗 ５４ 中舘 英二澤村 敏雄氏 須貝 彦三 新ひだか 前川 隆則 ４８２＋１０１：２８．６� ５２．９�
４６ エーシンサスケハナ 牝３芦 ５４

５２ △国分 恭介�栄進堂 野元 昭 浦河 栄進牧場 ４７２－ ２１：２８．８１� １０２．９�
５８ スマイルリポート 牡３黒鹿５６ 小林 徹弥津村 圭一氏 目野 哲也 日高 ナカノファーム ４６８＋１８１：２９．２２� ４２６．６�
１１ イカイカブラウン 牡３鹿 ５６ 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 池江 泰郎 安平 ノーザンファーム ４８８－１８１：２９．３クビ ５５．１�
７１２ ドラマチックシチー 牡３鹿 ５６ 中村 将之 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 日高 鹿戸 正幸 ４７４ ―１：３０．１５ ２９．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２１，２１８，８００円 複勝： ５９，０５５，２００円 枠連： １４，５１５，２００円

普通馬連： ５０，８４９，９００円 馬単： ４５，７３２，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，９６７，９００円

３連複： ６８，７５４，９００円 ３連単： １３８，６９２，１００円 計： ４２１，７８６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � １５０円 � １１０円 � １，０４０円 枠 連（２－４） ３００円

普通馬連 �� ３３０円 馬 単 �� １，０５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １８０円 �� ３，４７０円 �� １，３９０円

３ 連 複 ��� ５，７６０円 ３ 連 単 ��� ２８，８５０円

票 数

単勝票数 計 ２１２１８８ 的中 � ３５０５４（２番人気）
複勝票数 計 ５９０５５２ 的中 � ５９７１０（２番人気）� ４０１７８２（１番人気）� ４２０２（１２番人気）
枠連票数 計 １４５１５２ 的中 （２－４） ３６４８６（１番人気）
普通馬連票数 計 ５０８４９９ 的中 �� １１６０７０（１番人気）
馬単票数 計 ４５７３２６ 的中 �� ３２２６４（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２９６７９ 的中 �� ４５４７９（１番人気）�� １３０４（３４番人気）�� ３３６２（１５番人気）
３連複票数 計 ６８７５４９ 的中 ��� ８８１９（１７番人気）
３連単票数 計１３８６９２１ 的中 ��� ３５４９（８３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．６―３６．０―４８．６―１：０１．４―１：１３．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エクセルフラッグ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１０．３．２１ 阪神４着

２００７．４．１９生 牡３鹿 母 エリモドリーム 母母 エリモキリコ ２戦１勝 賞金 ６，１００，０００円
※出走取消馬 ケイアイキッズ号（疾病〔右飛節部フレグモーネ〕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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 オーミファンタジー号
（非抽選馬） １頭 ゴッドマジック号
※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。



０９０４０ ４月４日 晴 良 （２２阪神２）第４日 第４競走 ��３，１４０�サラブレッド系障害４歳以上
発走１１時４５分 （ 芝 ）

４歳以上；負担重量は，４歳５９�５歳以上６０�，牝馬２�減，収得賞金７００万円毎１�増
本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円� コースレコード３：２６．４良

４６ � タ カ ラ ボ ス 牡６栗 ６０ 熊沢 重文栗本 博晴氏 高橋 義博 浦河 小葉松 幸雄 ４３４－１０３：２９．９ １３．６�

６１０ マルサンリターン 牡５鹿 ６０ 難波 剛健松井三千年氏 目野 哲也 静内 クドウファーム ４８８＋ ２ 〃 クビ １２．４�
７１２� セ レ ス ケ イ 牡７鹿 ６０ 北沢 伸也岡 浩二氏 大根田裕之 米

Hillcrest Farm
Equine Hold-
ings LLC

５４８＋１２３：３０．４３ ３．７�
５７ シースピアー 牡４栗 ５９ 白浜 雄造藤田 宗平氏 野村 彰彦 浦河 信岡牧場 ４７２＋ ２３：３０．５� ５．５�
３４ ゴールデンシャイン 牡６鹿 ６２ 西谷 誠�協栄 加用 正 門別 タバタファーム ４８８± ０ 〃 アタマ ２．７�
７１１ メジロスパイダー 牡８鹿 ６０ 五十嵐雄祐�メジロ牧場 高木 登 青森 オオタ牧場 ４８６－ ６３：３１．７７ ３２．８	
４５ マイネルアルセーヌ 牡５栗 ６０ 平沢 健治 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 門別 高橋牧場 ４５２－１０３：３２．７６ ６．８

１１ ゴールデンカイザー 牡５鹿 ６０ 林 満明鳴戸 雄一氏 大根田裕之 浦河 野表 俊一 ４６４－ ６３：３３．０２ ５２．４�
５８ アンクルトップ 牡５栗 ６０ 佐久間寛志�有能 鹿戸 明 三石 猪野毛牧場 ４７０± ０３：３４．７大差 ７６．７�
２２ � メイショウコンボイ 牡６鹿 ６０ 出津 孝一松本 好雄氏 武 宏平 三石 本桐牧場 ４７６＋ ２３：３６．３１０ １５７．１
３３ マッキーガリウム 牡４黒鹿５９ 高野 容輔薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 ４５８－ ４３：４９．３大差 ９５．３�
６９ マイサンシャイン �６黒鹿６０ 植野 貴也吉田 照哉氏 後藤 由之 千歳 社台ファーム ４７４± ０ （競走中止） ４９．７�
８１４ スリーアトラス 牡７栗 ６０ 小坂 忠士永井商事� 武 宏平 静内 武 牧場 ４５６－ ２ （競走中止） １７２．１�
８１３ チョウラブラブ 牝５黒鹿５８ 黒岩 悠丸山 隆雄氏 吉岡 八郎 新冠 平山牧場 ４６６＋１２ （競走中止） ３４．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １６，５０１，６００円 複勝： ２２，２０８，０００円 枠連： １４，７６７，４００円

普通馬連： ４５，０４２，７００円 馬単： ３５，２６１，４００円 ワイド【拡大馬連】： １９，１６１，７００円

３連複： ６８，８９８，９００円 ３連単： １０７，６９２，１００円 計： ３２９，５３３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３６０円 複 勝 � ３６０円 � ３１０円 � １７０円 枠 連（４－６） １，６７０円

普通馬連 �� ７，６５０円 馬 単 �� １９，４００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４３０円 �� １，２３０円 �� ８９０円

３ 連 複 ��� ９，３４０円 ３ 連 単 ��� ９２，６４０円

票 数

単勝票数 計 １６５０１６ 的中 � ９６１６（６番人気）
複勝票数 計 ２２２０８０ 的中 � １４２４３（６番人気）� １７５６７（５番人気）� ４２８２６（２番人気）
枠連票数 計 １４７６７４ 的中 （４－６） ６５６５（８番人気）
普通馬連票数 計 ４５０４２７ 的中 �� ４３４７（２４番人気）
馬単票数 計 ３５２６１４ 的中 �� １３４２（５２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９１６１７ 的中 �� ３２６３（１６番人気）�� ３８３７（１３番人気）�� ５４３６（１０番人気）
３連複票数 計 ６８８９８９ 的中 ��� ５４４７（２９番人気）
３連単票数 計１０７６９２１ 的中 ��� ８５８（２５５番人気）

上り １マイル １：４４．５ ４F ４９．９－３F ３６．９
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�タ カ ラ ボ ス �
�
父 アメリカンボス �

�
母父 ジョリーズヘイロー

２００４．２．２８生 牡６栗 母 オオミーヘイロ 母母 オオミーアキノ 障害：７戦２勝 賞金 ３４，３００，０００円
地方デビュー ２００６．８．１５ 旭川

〔競走中止〕 チョウラブラブ号は，２号障害〔水ごう〕着地時に転倒したため競走中止。
スリーアトラス号は，２号障害〔水ごう〕飛越後，転倒した「チョウラブラブ」号に触れ，騎手が落馬したため競走中止。
マイサンシャイン号は，２周目８号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 エメラルドワン号・スリーキセキ号・トップディアマンテ号・ヨドノヒーロー号
（非抽選馬） １頭 マックスチャンプ号



０９０４１ ４月４日 晴 良 （２２阪神２）第４日 第５競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳
発走１２時３５分 （芝・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

１：５８．１
１：５６．４

良

良

６１１ メジロジェニファー 牝３黒鹿５４ 四位 洋文�メジロ牧場 北出 成人 洞爺湖 メジロ牧場 ４８４－ ６２：０３．１ ２．９�

５１０ ネヴァーフェイド 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介 �社台レースホース藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４２２ ―２：０３．３１ ６．８�

７１４ コウユーユメダンス 牝３黒鹿５４ 池添 謙一加治屋康雄氏 領家 政蔵 新ひだか 前川 正美 ４３４－ ２２：０３．５１� ９．３�
５９ タガノイノセンス 牝３青 ５４ 北村 友一八木 良司氏 岡田 稲男 浦河 猿橋 義昭 ４８２－ ４２：０３．６� ４．７�
３６ ニシノメルモ 牝３青鹿５４ 浜中 俊西山 茂行氏 宮本 博 むかわ 西山牧場 ４５４＋ ６２：０３．７� ６．６�
８１６ クレバーオペラ 牝３青鹿 ５４

５１ ▲高倉 稜田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 ４１０＋ ２ 〃 ハナ １０３．６	
３５ ローザフィオーレ 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦折手 邦雄氏 田島 良保 新ひだか 折手牧場 ４６４－ ４２：０３．９１� １８．７

２４ トゥーファン 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二田所 英子氏 安達 昭夫 新ひだか 下屋敷牧場 ４４０＋ ２２：０４．０クビ ２３．５�
６１２ インディアリング 牝３芦 ５４ 幸 英明吉田 和子氏 羽月 友彦 新ひだか 下屋敷牧場 ４１６－ ８２：０４．１� ９２．８�
４７ トクノフラップ 牝３鹿 ５４ 野元 昭嘉�永冨士夫氏 野元 昭 新ひだか 本桐牧場 ４６０－１０２：０４．３１� ５６７．６
４８ ジョウショービジン 牝３栗 ５４ 秋山真一郎熊田 義孝氏 西橋 豊治 新冠 五丸農場 ４２２－ ８２：０４．４クビ ７９．８�
８１５ トーセンディオール 牝３鹿 ５４ 上村 洋行島川 �哉氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４６０－ ２２：０４．５� ８．９�
１１ バンダムローレル 牝３鹿 ５４ 古川 吉洋山科 統氏 柴田 政見 浦河 バンダム牧場 ４３２＋ ４ 〃 クビ ８２．７�
７１３ ピュアストーン 牝３栗 ５４ 和田 竜二後藤 繁樹氏 崎山 博樹 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ４８２＋１４２：０４．６� １０８．６�
２３ ダノンボンジュール 牝３鹿 ５４ 福永 祐一�ダノックス 池江 泰寿 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４７２ ―２：０５．０２� ５７．９�
１２ オーマイクリス 牝３鹿 ５４

５２ △国分 恭介笹地 清幸氏 坂口 正則 浦河 鵜木 唯義 ４５４＋ ８２：０５．５３ １６９．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，６６４，２００円 複勝： ３１，８８２，６００円 枠連： １８，７８１，７００円

普通馬連： ５２，９３６，８００円 馬単： ３６，３２０，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，１３９，５００円

３連複： ７６，６０８，３００円 ３連単： １１１，７１２，５００円 計： ３７０，０４６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １４０円 � ２８０円 � ２４０円 枠 連（５－６） ４５０円

普通馬連 �� １，５３０円 馬 単 �� ２，９２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６４０円 �� ６４０円 �� １，５２０円

３ 連 複 ��� ４，３００円 ３ 連 単 ��� ２０，５１０円

票 数

単勝票数 計 １９６６４２ 的中 � ５５０９２（１番人気）
複勝票数 計 ３１８８２６ 的中 � ８０２５２（１番人気）� ２５３４２（６番人気）� ３０６０８（４番人気）
枠連票数 計 １８７８１７ 的中 （５－６） ３１３０４（１番人気）
普通馬連票数 計 ５２９３６８ 的中 �� ２５５４９（５番人気）
馬単票数 計 ３６３２０６ 的中 �� ９１９２（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２１３９５ 的中 �� ８８１５（６番人気）�� ８８２７（５番人気）�� ３４３０（２３番人気）
３連複票数 計 ７６６０８３ 的中 ��� １３１５９（１３番人気）
３連単票数 計１１１７１２５ 的中 ��� ４０２０（４４番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．１―１２．８―１３．０―１２．８―１２．７―１２．６―１２．２―１１．４―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２３．４―３６．２―４９．２―１：０２．０―１：１４．７―１：２７．３―１：３９．５―１：５０．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メジロジェニファー �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２０１０．３．６ 阪神２着

２００７．４．１４生 牝３黒鹿 母 カ ン パ ナ 母母 Two Rings ３戦１勝 賞金 ８，５５０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １２時３６分に変更。
〔発走状況〕 ローザフィオーレ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
※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） ３頭 セータミスタ号・バトルキクヒメ号・ワンダーストーリリ号



０９０４２ ４月４日 晴 良 （２２阪神２）第４日 第６競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１３時１０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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

２３ サンライズモール 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介松岡 隆雄氏 石坂 正 平取 雅 牧場 B４４８－ ４１：５３．５ １．８�

４７ エイシンナナツボシ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一平井 豊光氏 坂口 正則 浦河 カナイシスタッド ５０６＋ ２１：５３．９２� ２１．５�
５９ シルクターンベリー 牡３鹿 ５６ 四位 洋文有限会社シルク松永 幹夫 日高 ヤナガワ牧場 ４６８－ ４ 〃 ハナ ２３．４�
５１０ マジェスティバイオ 牡３鹿 ５６ 松田 大作バイオ� 藤原 英昭 平取 清水牧場 ４８６± ０１：５４．１１� ５３．４�
３５ ビタースウィート 牝３鹿 ５４

５２ △松山 弘平�桜井牧場 加用 正 新ひだか 桜井牧場 ４２４± ０ 〃 クビ １１６．４�
４８ スーサンストリーム 牡３芦 ５６ 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４４２＋ ２１：５４．２� ７．２	
８１５ メメビーナス 牝３青鹿５４ 池添 謙一本谷 惠氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 ４６４＋ ２１：５４．４１� １９．４

６１２ アドマイヤプレミア 牡３芦 ５６ 北村 友一近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム ４０４＋ ２１：５４．６１ ５．３�
３６ ドビュッシー 牡３栗 ５６ 浜中 俊 �ワールド・パーム 西園 正都 新ひだか 斉藤スタッド ４７０± ０１：５４．７� ３０．８�
１１ ナイスミーチュー 牡３鹿 ５６ 小牧 太�ダノックス 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４８０＋ ４ 〃 ハナ ８．２
７１３ ル ロ ワ 牡３青鹿５６ 鮫島 良太栗山 良子氏 友道 康夫 安平 追分ファーム ４７０－ ２１：５４．９� ８９．０�
６１１ スペシャルイモン 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介井門 敏雄氏 小原伊佐美 新冠 須崎牧場 ４８４－ ２１：５５．２１� ５３．５�
１２ リズミックビート 牡３栗 ５６ 中舘 英二名古屋友豊� 小野 幸治 日高 白井牧場 ５０６＋ ２１：５６．２６ １１７．８�
８１６ アイノグロー 牡３黒鹿５６ 上村 洋行礒川 正明氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４８６－ ２１：５６．７３ ２１５．３�
２４ グッドカレラ 牡３青 ５６

５４ △国分 恭介杉立 恭平氏 宮 徹 新冠 ハクツ牧場 ５０４－ ６ 〃 クビ ２６８．４�
７１４ スズカジェネラル 牡３栗 ５６ 尾島 徹永井 啓弍氏 武 宏平 むかわ 新井牧場 ４６６＋ ４１：５７．４４ ３７７．２�

（笠松）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，０４０，５００円 複勝： ４２，２０１，３００円 枠連： １９，８１９，０００円

普通馬連： ６６，６６９，７００円 馬単： ５２，７９４，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，６５５，６００円

３連複： ９２，０３７，４００円 ３連単： １５９，９７３，８００円 計： ４９０，１９２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １４０円 � ５１０円 � ７００円 枠 連（２－４） ４２０円

普通馬連 �� ２，０９０円 馬 単 �� ２，７１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９５０円 �� １，１６０円 �� ３，７９０円

３ 連 複 ��� １２，０８０円 ３ 連 単 ��� ３９，５００円

票 数

単勝票数 計 ２７０４０５ 的中 � １２０２２６（１番人気）
複勝票数 計 ４２２０１３ 的中 � １２０７４３（１番人気）� １７０３９（６番人気）� １１９８９（８番人気）
枠連票数 計 １９８１９０ 的中 （２－４） ３５４５１（１番人気）
普通馬連票数 計 ６６６６９７ 的中 �� ２３５９２（７番人気）
馬単票数 計 ５２７９４８ 的中 �� １４３８５（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９６５５６ 的中 �� ７９１８（９番人気）�� ６４０１（１１番人気）�� １８６０（３５番人気）
３連複票数 計 ９２０３７４ 的中 ��� ５６２６（３７番人気）
３連単票数 計１５９９７３８ 的中 ��� ２９８９（１０２番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．１―１３．５―１２．９―１２．８―１２．７―１２．５―１２．２―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．６―３７．１―５０．０―１：０２．８―１：１５．５―１：２８．０―１：４０．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンライズモール �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２００９．７．１２ 阪神４着

２００７．３．９生 牡３栗 母 ハローサンライズ 母母 スカーレットローズ ８戦２勝 賞金 １５，１００，０００円
〔騎手変更〕 アドマイヤプレミア号の騎手川田将雅は，病気のため北村友一に変更。
※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。



０９０４３ ４月４日 晴 良 （２２阪神２）第４日 第７競走 ��
��２，２００�サラブレッド系３歳

発走１３時４５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

２：１０．９
２：１０．１

良

良

１１ トゥザグローリー 牡３鹿 ５６ 福永 祐一 �キャロットファーム 池江 泰郎 安平 ノーザンファーム ５３２－１０２：１４．９ １．３�

４４ アイウォントユー 牡３栗 ５６ 幸 英明薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 ４５８＋ ２２：１５．０� ６．２�
２２ ビートブラック 牡３青 ５６ 鮫島 良太前田 幸治氏 中村 均 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９８± ０２：１５．１� ２１．９�
６６ スナークスペイン 牡３青鹿５６ 太宰 啓介杉本仙次郎氏 川村 禎彦 新ひだか 城地 清満 ４３０－ ６２：１５．８４ ６．２�
８８ ス ゴ イ 牡３栗 ５６ 和田 竜二北側 雅司氏 小崎 憲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９６－ ２ 〃 クビ ４９．３�
５５ テンシノアスター 牡３栗 ５６

５４ △国分 恭介杉谷 桝夫氏 松元 茂樹 浦河 金成吉田牧場 ４５４＋ ２２：１６．３３ ３６．１�
７７ � オグリファイト 牡３鹿 ５６ 尾島 徹小栗 孝一氏 山中 輝久 新冠 中村農場 ４４８＋ ４２：１７．９１０ １１７．２	

（笠松） （笠松）

３３ レ イ オ ス 牡３黒鹿５６ 秋山真一郎香川 憲次氏 長浜 博之 日高 広富牧場 ４６６－ ４２：１８．２２ ５０．７


（８頭）

売 得 金

単勝： ４３，２４６，１００円 複勝： ７１，２５４，７００円 枠連： 発売なし

普通馬連： ６０，０８５，３００円 馬単： ７０，２５１，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，９９９，９００円

３連複： ６９，８４４，５００円 ３連単： ２９５，４４２，３００円 計： ６３４，１２４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １３０円 複 勝 � １１０円 � １３０円 � ２４０円 枠 連 発売なし

普通馬連 �� ２８０円 馬 単 �� ３５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １５０円 �� ３１０円 �� ５４０円

３ 連 複 ��� １，０００円 ３ 連 単 ��� １，７７０円

票 数

単勝票数 計 ４３２４６１ 的中 � ２７９９１８（１番人気）
複勝票数 計 ７１２５４７ 的中 � ４９１８０８（１番人気）� ７９５０５（２番人気）� ２５１１１（４番人気）
普通馬連票数 計 ６００８５３ 的中 �� １６０１９６（１番人気）
馬単票数 計 ７０２５１４ 的中 �� １４８７５５（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３９９９９ 的中 �� ５５５３２（１番人気）�� １７０２９（４番人気）�� ８５２３（７番人気）
３連複票数 計 ６９８４４５ 的中 ��� ５１８１３（２番人気）
３連単票数 計２９５４４２３ 的中 ��� １２３２３３（３番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．５―１２．０―１３．５―１２．９―１２．３―１２．３―１２．２―１１．７―１１．７―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．８―２４．３―３６．３―４９．８―１：０２．７―１：１５．０―１：２７．３―１：３９．５―１：５１．２―２：０２．９

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
６－（２，５）－４（３，７）１，８
６－（２，５）－４（３，１）７，８

２
４
６－（２，５）４（３，７）１，８
６（２，５，４）１－（８，７）３

勝馬の
紹 介

トゥザグローリー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．３．１４ 阪神１着

２００７．２．１６生 牡３鹿 母 トゥザヴィクトリー 母母 フェアリードール ２戦２勝 賞金 １４，０００，０００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。



０９０４４ ４月４日 晴 良 （２２阪神２）第４日 第８競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１４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
１：４７．８

重

重

７１０ アグネスミヌエット 牝５鹿 ５５ 四位 洋文渡辺 孝男氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 ４２２± ０１：５４．０ １０．４�

３３ レッドサーパス 牡４鹿 ５７ 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 ５０２± ０１：５４．４２� ３．５�
２２ フィーリングトーン 牝４黒鹿５５ 藤岡 佑介 �社台レースホース松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７６＋ ２１：５４．５� ７４．５�
５６ ヘリオスシチー 牡４鹿 ５７ 池添 謙一 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 三石 幌村牧場 ４５４＋ ６１：５４．６クビ ６．１�
８１２ ウインザマキ 牡４黒鹿 ５７

５４ ▲高倉 稜�田 三郎氏 崎山 博樹 浦河 中島 俊明 ５１８± ０１：５４．８１� １２．３�
６９ ジョーシンドバッド 牡４黒鹿５７ 和田 竜二上田けい子氏 柴田 光陽 新ひだか 岡田スタツド ５０８－ ４１：５５．１２ ３０．８	
７１１ ピエナエイム �５黒鹿５７ 幸 英明本谷 兼三氏 谷 潔 浦河 岡本牧場 ４８８＋ ４１：５５．４１� ３．５

６８ ブルーライジング 牡４鹿 ５７ 浜中 俊 �ブルーマネジメント作田 誠二 静内 武 牧場 ４４２－ ２１：５５．６１� ９６．３�
５７ パーフェクトバイオ 牡４黒鹿 ５７

５５ △国分 恭介バイオ� 坪 憲章 安平 ノーザンファーム B４６０± ０１：５５．８１� ７．６�
４４ キララチュール 牝４青鹿 ５５

５２ ▲川須 栄彦��昭牧場 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 ４５０＋１０１：５６．１１� ８４．９
４５ 	 キクノトップラン 牡５芦 ５７ 秋山真一郎菊池 五郎氏 北出 成人 浦河 南部 功 ４８２－ ２１：５６．５２� ８．２�
８１３ アグネスハイヤー 牡４鹿 ５７ 中舘 英二渡辺 孝男氏 鮫島 一歩 千歳 社台ファーム B４５０－ ８１：５６．６クビ １２２．６�
１１ グランプリチェリー 牝４鹿 ５５

５３ △松山 弘平北側 雅司氏 中尾 秀正 浦河 谷川牧場 ４７０＋ ２ 〃 アタマ ７１．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２３，００４，５００円 複勝： ３８，２４４，６００円 枠連： ２４，０５５，３００円

普通馬連： ８３，５１７，８００円 馬単： ５８，４８４，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，１３４，４００円

３連複： １０９，２７９，４００円 ３連単： １９４，２５５，０００円 計： ５６０，９７５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０４０円 複 勝 � ３４０円 � １５０円 � ８９０円 枠 連（３－７） ４５０円

普通馬連 �� ２，０４０円 馬 単 �� ４，９１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８００円 �� ５，８２０円 �� １，８８０円

３ 連 複 ��� ２５，９００円 ３ 連 単 ��� １４７，０４０円

票 数

単勝票数 計 ２３００４５ 的中 � １７５５１（６番人気）
複勝票数 計 ３８２４４６ 的中 � ２５７３４（７番人気）� ９８３２２（１番人気）� ８３４２（９番人気）
枠連票数 計 ２４０５５３ 的中 （３－７） ３９７７９（１番人気）
普通馬連票数 計 ８３５１７８ 的中 �� ３０３０１（１０番人気）
馬単票数 計 ５８４８４５ 的中 �� ８８０２（２３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０１３４４ 的中 �� ９７５９（１１番人気）�� １２２７（４２番人気）�� ３９１３（２５番人気）
３連複票数 計１０９２７９４ 的中 ��� ３１１５（６４番人気）
３連単票数 計１９４２５５０ 的中 ��� ９７５（３６０番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．１―１３．６―１２．９―１２．８―１２．９―１３．０―１２．５―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．６―３７．２―５０．１―１：０２．９―１：１５．８―１：２８．８―１：４１．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アグネスミヌエット �
�
父 アグネスフライト �

�
母父 ホワイトマズル デビュー ２００８．３．９ 阪神１着

２００５．３．２５生 牝５鹿 母 アグネスシルキー 母母 アグネスヒロイン １３戦２勝 賞金 ２０，５８０，０００円
〔騎手変更〕 ピエナエイム号の騎手川田将雅は，病気のため幸英明に変更。
〔発走状況〕 レッドサーパス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。



０９０４５ ４月４日 晴 良 （２２阪神２）第４日 第９競走 ��
��１，８００�

な ん ば

難波ステークス
発走１５時００分 （芝・右・外）
４歳以上，１，６００万円以下，２１．４．４以降２２．３．２８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 ３４３，０００円 ９８，０００円 ４９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

６１２ シ ル ポ ー ト 牡５鹿 ５５ 佐藤 哲三後藤 繁樹氏 西園 正都 静内 タイヘイ牧場 ４９６－ ６１：４６．６ ５．７�

３６ グローリーシーズ �５栗 ５６ 北村 友一近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ５０６＋ ６１：４７．１３ ３．５�
５９ ジャコスキー 牡４鹿 ５５ 藤田 伸二晴間 初栄氏 松永 幹夫 新冠 新冠橋本牧場 ５１４＋ ６１：４７．２� ８．４�
２３ マルティンスターク 牝５鹿 ５３ 長谷川浩大 �キャロットファーム 鶴留 明雄 早来 ノーザンファーム ４３６－ ４ 〃 ハナ ２７．５�
８１５ アヴェンティーノ 牡６鹿 ５５ 秋山真一郎吉田 和子氏 須貝 尚介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１６－ ２ 〃 クビ １４９．５�
５１０� ゴールディーロック 牡６鹿 ５５ 大野 拓弥松岡 謙氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 ４７４－１０１：４７．４１ １７．８�
３５ ポルトフィーノ 牝５鹿 ５６ 四位 洋文 �サンデーレーシング 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ４８８＋ ４ 〃 アタマ ３．６	
１１ ノットアローン 牡５青 ５６ 小牧 太金子真人ホール

ディングス
 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４８０－ ６１：４７．５� ５２．５�
１２ ダイレクトキャッチ 牡６黒鹿５７ 福永 祐一 �サンデーレーシング 村山 明 追分 追分ファーム ５００＋１０ 〃 クビ １９．８�
８１６ マチカネカミカゼ 牡５栗 ５６ 浜中 俊細川 益男氏 河内 洋 静内 千代田牧場 ４８８＋１４１：４７．６クビ １６．４
４７ ラフィナール 牡６鹿 ５５ 古川 吉洋 �サンデーレーシング 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４９８＋１４ 〃 クビ ７７．９�
６１１ マイネルアトレ 牡５栗 ５５ 和田 竜二 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 門別 佐々木 直孝 ４６４± ０１：４７．７クビ １５．９�
７１４ ジェントルフォーク 牡５鹿 ５５ 池添 謙一 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 領家 政蔵 浦河 日進牧場 ４７６± ０ 〃 クビ ２５．４�
２４ � トウカイプライム 牡５黒鹿５４ 中舘 英二内村 正則氏 成島 英春 浦河 吉田 又治 ５５４－１４１：４８．０１� １３９．３�
４８ アペリティフ �７鹿 ５６ 幸 英明前田 幸治氏 坪 憲章 千歳 社台ファーム ５１２＋ ６１：４８．１	 ２６．７�
７１３ ヤマニンイグナイト 牡７栗 ５１ 酒井 学土井 肇氏 梅田 智之 新冠 錦岡牧場 ４４２＋ ２１：４８．２	 １３１．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４５，４５１，４００円 複勝： ７２，５８２，８００円 枠連： ５０，５０３，９００円

普通馬連： １７９，７２４，９００円 馬単： １０６，３０６，１００円 ワイド【拡大馬連】： ６２，００７，７００円

３連複： ２３５，４８６，４００円 ３連単： ４１３，８６６，６００円 計： １，１６５，９２９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５７０円 複 勝 � ２４０円 � １５０円 � ２６０円 枠 連（３－６） ４７０円

普通馬連 �� １，３３０円 馬 単 �� ２，９４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５９０円 �� ８６０円 �� ６６０円

３ 連 複 ��� ３，３６０円 ３ 連 単 ��� ２０，５５０円

票 数

単勝票数 計 ４５４５１４ 的中 � ６２８５８（３番人気）
複勝票数 計 ７２５８２８ 的中 � ７０６４９（３番人気）� １６９６６１（１番人気）� ６３３１９（４番人気）
枠連票数 計 ５０５０３９ 的中 （３－６） ７９４５６（１番人気）
普通馬連票数 計１７９７２４９ 的中 �� ９９９８４（２番人気）
馬単票数 計１０６３０６１ 的中 �� ２６７７５（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６２００７７ 的中 �� ２６６３５（２番人気）�� １７３９６（７番人気）�� ２３４００（３番人気）
３連複票数 計２３５４８６４ 的中 ��� ５１８２５（３番人気）
３連単票数 計４１３８６６６ 的中 ��� １４８６９（２３番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．７―１２．１―１２．２―１１．９―１１．７―１１．１―１１．２―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．５―３６．６―４８．８―１：００．７―１：１２．４―１：２３．５―１：３４．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．９―３F３４．２
３ １２－（３，９）１１（１，４）（５，１３）（２，１０，１４）（６，７，１６）８，１５ ４ １２－（３，９）（１，１１）（４，５，１３）２，１４（６，１０）（１５，１６）（７，８）

勝馬の
紹 介

シ ル ポ ー ト �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．１．２７ 京都３着

２００５．３．２４生 牡５鹿 母 スペランツァ 母母 フ ジ ャ ブ ２２戦５勝 賞金 ７５，７５８，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
〔騎手変更〕 マチカネカミカゼ号の騎手川田将雅は，病気のため浜中俊に変更。



０９０４６ ４月４日 晴 良 （２２阪神２）第４日 第１０競走 ��
��２，０００�第５４回産 経 大 阪 杯（ＧⅡ）

発走１５時３５分 （芝・右）
４歳以上；負担重量は，５７�，牝馬２�減，２１．４．４以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除
く）１着馬２�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�
増，２１．４．３以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�増（ただし２歳時の成績を除
く）

産経新聞社賞（１着）
賞 品

本 賞 ６４，０００，０００円 ２６，０００，０００円 １６，０００，０００円 ９，６００，０００円 ６，４００，０００円
付 加 賞 ８８２，０００円 ２５２，０００円 １２６，０００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

１：５８．１
１：５６．４

良

良

８１１ テイエムアンコール 牡６芦 ５７ 浜中 俊竹園 正繼氏 柴田 政見 三石 坂本牧場 ４６２－ ４１：５９．５ ２１．５�

５６ ゴールデンダリア 牡６栗 ５７ 幸 英明田中 八郎氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４７６± ０１：５９．６� ５２．３�
６８ ドリームジャーニー 牡６鹿 ５９ 池添 謙一 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３４－ ４ 〃 ハナ １．２�
１１ フィールドベアー 牡７鹿 ５７ 秋山真一郎地田 勝三氏 野村 彰彦 早来 ノーザンファーム ５０２＋ ６ 〃 クビ １４５．８�
５５ タスカータソルテ 牡６黒鹿５７ 松田 大作 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４６６＋ ４１：５９．７� ２０．３�
４４ ホッコーパドゥシャ 牡８黒鹿５７ 鮫島 良太矢部 幸一氏 村山 明 鵡川 片山 幹雄 ４７６－ ２ 〃 アタマ ３３．９�
３３ ヤマニンキングリー 牡５栗 ５８ 藤田 伸二土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 ４９８＋１２１：５９．８クビ １１．７	
６７ シェーンヴァルト 牡４黒鹿５７ 北村 友一 �サンデーレーシング 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム ４７４± ０１：５９．９� １８．０

８１２ エアシャトゥーシュ 牡５鹿 ５７ 中舘 英二 �ラッキーフィールド藤原 英昭 静内 藤原牧場 ４７０－ ２２：００．１１	 ３７．２�
２２ サンライズベガ 牡６鹿 ５７ 和田 竜二松岡 隆雄氏 音無 秀孝 門別 下河辺牧場 ５０４＋ ８２：００．３１� １６．４
７９ サクラオリオン 牡８黒鹿５７ 福永 祐一�さくらコマース池江 泰郎 静内 新和牧場 ４８２± ０２：０１．６８ ８４．５�
７１０ ショウナンライジン 牡６芦 ５７ 藤岡 佑介国本 哲秀氏 大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１０－ ４２：０１．７クビ ７８．３�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １５２，８８９，４００円 複勝： ４４５，５３３，６００円 枠連： １０４，５８８，４００円

普通馬連： ５０７，３５４，４００円 馬単： ４７７，１４３，８００円 ワイド【拡大馬連】： １７２，１８８，７００円

３連複： ６８３，３９４，８００円 ３連単： ２，３７３，１６４，６００円 計： ４，９１６，２５７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，１５０円 複 勝 � ２９０円 � ５３０円 � １００円 枠 連（５－８） ３，９００円

普通馬連 �� ２５，６４０円 馬 単 �� ７７，４５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，０６０円 �� ３３０円 �� ６５０円

３ 連 複 ��� ５，０６０円 ３ 連 単 ��� １０３，３７０円

票 数

単勝票数 計１５２８８９４ 的中 � ５６２２６（６番人気）
複勝票数 計４４５５３３６ 的中 � １３２８０５（５番人気）� ６１３１３（９番人気）� ３４３７０２５（１番人気）
枠連票数 計１０４５８８４ 的中 （５－８） １９８１７（８番人気）
普通馬連票数 計５０７３５４４ 的中 �� １４６０８（３５番人気）
馬単票数 計４７７１４３８ 的中 �� ４５４７（７０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１７２１８８７ 的中 �� １２３７６（３２番人気）�� １４７０５１（４番人気）�� ６４９９３（８番人気）
３連複票数 計６８３３９４８ 的中 ��� ９９７９７（２４番人気）
３連単票数 計２３７３１６４６ 的中 ��� １６９４３（２１５番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．１―１２．８―１２．３―１２．０―１２．２―１１．６―１１．５―１１．７―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．１―２３．２―３６．０―４８．３―１：００．３―１：１２．５―１：２４．１―１：３５．６―１：４７．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．０―３F３５．４
１
３
１０－２（１，１１）（３，１２）５（４，９）６，８－７・（１０，１，２）－１１（３，１２）５（４，６，９）８－７

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

テイエムアンコール �
�
父 オペラハウス �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００７．４．２８ 京都１３着

２００４．３．２６生 牡６芦 母 スナークサクセス 母母 ニジンスキーセンチメント ３３戦６勝 賞金 １９９，３３６，０００円
〔騎手変更〕 ゴールデンダリア号の騎手川田将雅は，病気のため幸英明に変更。



０９０４７ ４月４日 晴 良 （２２阪神２）第４日 第１１競走 ��
��１，４００�

ち ぐ さ が わ

千 種 川 特 別
発走１６時１０分 （芝・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 ３４３，０００円 ９８，０００円 ４９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．９
１：１９．０

良

良

８１４ ゴールデンガッツ 牡５栗 ５７ 松山 弘平�協栄 加用 正 門別 タバタファーム ４９２－ ４１：２１．５ ３８．２�

２２ ギ ン ゲ イ 牡５芦 ５７ 北村 友一加藤 信之氏 岩戸 孝樹 新冠 長浜 忠 ４８６± ０ 〃 アタマ １８．０�
４７ ドリームゼロワン 牡５栗 ５７ 和田 竜二セゾンレースホース� 加用 正 静内 サンコウ牧場 ５１０－ ２１：２１．８２ ２．２�
３５ ウインキングストン 牡５栗 ５７ 福永 祐一�ウイン 浅見 秀一 新冠 村上 欽哉 ４９２＋ ４ 〃 ハナ ６．４�
１１ ヴ ェ リ タ ス 牡６鹿 ５７ 小牧 太 �サンデーレーシング 岡田 稲男 静内 岡田スタツド ４６６＋１０１：２２．０１� １４．６�
３４ キンセイポラリス 牡４鹿 ５７ 荻野 琢真山田 裕仁氏 矢作 芳人 門別 天羽牧場 ４０４－１２１：２２．２１� １７３．６	
４６ シシャモチャン 牝４栗 ５５ 小林 徹弥大野 満氏 松永 昌博 浦河 大島牧場 ４７６± ０ 〃 アタマ ３０．７

５８ ニホンピロシェリー 牝６鹿 ５５ 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 静内 佐竹 学 B４７０＋ ４１：２２．３� ２０．１�
７１３ メイショウローラン 牡５鹿 ５７ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 磯野牧場 ４６８± ０１：２２．４クビ ２７．５�
７１２ パ パ ラ チ ア 牝７鹿 ５５ 古川 吉洋原源一郎氏 領家 政蔵 門別 北海牧場 ４８６＋ ２１：２２．５	 ７１．４�
６１１
 メイショウシオギリ 牝６鹿 ５５ 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 成忠 門別 高柳 隆男 B５１８－ ４ 〃 クビ ３７．８�
５９ ピースピース 牡４鹿 ５７ 池添 謙一��昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 ４５８± ０１：２２．６クビ ５．０�
６１０ ナムラエクシード 牡４鹿 ５７ 岩崎 祐己奈村 信重氏 目野 哲也 静内 伊藤 明 ４８０－ ２ 〃 ハナ ２２．６�
２３ カネスアドラシオン 牡４黒鹿５７ 中舘 英二杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 ムラカミファーム ４６６± ０１：２２．７	 １９７．７�
８１５ リーガルスキーム 牡５栗 ５７ 浜中 俊 �キャロットファーム 中尾 秀正 門別 日高大洋牧場 ４７２± ０１：２３．１２� １１．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ４７，６７６，１００円 複勝： ６８，８３３，０００円 枠連： ４３，８０１，１００円

普通馬連： １８１，８２８，４００円 馬単： １１８，４６１，６００円 ワイド【拡大馬連】： ６１，３０１，２００円

３連複： ２３４，０９８，３００円 ３連単： ４８３，２５６，９００円 計： １，２３９，２５６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，８２０円 複 勝 � ６３０円 � ３５０円 � １３０円 枠 連（２－８） ７，０００円

普通馬連 �� ３０，９６０円 馬 単 �� ７３，２９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７，２８０円 �� １，５９０円 �� ７７０円

３ 連 複 ��� ２４，３９０円 ３ 連 単 ��� ２６７，９６０円

票 数

単勝票数 計 ４７６７６１ 的中 � ９８４１（１２番人気）
複勝票数 計 ６８８３３０ 的中 � ２０５６５（１０番人気）� ４２４６８（５番人気）� ２１２０８７（１番人気）
枠連票数 計 ４３８０１１ 的中 （２－８） ４６２３（２６番人気）
普通馬連票数 計１８１８２８４ 的中 �� ４３３５（７０番人気）
馬単票数 計１１８４６１６ 的中 �� １１９３（１４７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６１３０１２ 的中 �� １９８５（６７番人気）�� ９４７０（１５番人気）�� ２０７７３（６番人気）
３連複票数 計２３４０９８３ 的中 ��� ７０８４（７９番人気）
３連単票数 計４８３２５６９ 的中 ��� １３３１（６９９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．６―３４．９―４６．８―５８．４―１：０９．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴールデンガッツ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Afleet デビュー ２００７．１１．１８ 京都１着

２００５．４．１４生 牡５栗 母 ゴールデンジャック 母母 コ マ ー ズ ２４戦３勝 賞金 ４８，５３１，０００円



０９０４８ ４月４日 晴 良 （２２阪神２）第４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）

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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

４６ ハイローラー 牡４鹿 ５７ 幸 英明加藤 千豊氏 木原 一良 新ひだか 土田農場 ４９４＋ ４１：２４．５ ６．６�

８１４ マルブツサクラオー 牡５鹿 ５７ 浜中 俊大澤 毅氏 大根田裕之 門別 正和山本牧場 ４６０－ ４１：２４．６� １０．５�
２２ シ ャ ア 牡４栗 ５７ 小坂 忠士萩 英男氏 田島 良保 日高 中川 哲也 ４４２± ０１：２４．８１� １４．７�
５８ ベストオブミー 牝５栗 ５５

５３ △国分 恭介飯田 正剛氏 鮫島 一歩 静内 千代田牧場 ４５０± ０１：２４．９クビ １５．１�
６９ トップオブザロック 牡６黒鹿５７ 太宰 啓介山本 慎一氏 橋口弘次郎 えりも エクセルマネジメント ５２４＋ ４ 〃 ハナ ２９．５�
７１２ リバーアゲイン 牡５栗 ５７ 中舘 英二河越 武治氏 須貝 彦三 三石 沖田 忠幸 ４７４＋ ４１：２５．１１� １６．７�
４５ マイグローリアス 牡８芦 ５７

５４ ▲川須 栄彦五影 慶則氏 西浦 勝一 三石 坂本牧場 ５２０± ０１：２５．３１ １８８．１�
７１１ トーセンマドローナ 牡４芦 ５７ 小牧 太島川 	哉氏 小崎 憲 新ひだか 土田農場 ５０８＋ ６ 〃 アタマ ５．９

３４ ダノンジュピター 牡５栗 ５７ 佐藤 哲三�ダノックス 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント ４７６－ ６１：２５．５１� ６．１�
６１０ ピンクペガサス 牡５黒鹿５７ 福永 祐一木村 久子氏 服部 利之 静内 フジワラフアーム ５００± ０１：２６．０３ ３．２
１１ テイエムフルパワー 牡６栗 ５７ 池添 謙一竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 競優牧場 ４３０± ０１：２６．３１� ２０．１�
８１３ エーピーレジェンド 牡７栗 ５７

５４ ▲高倉 稜一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 門別 山際 辰夫 ４５０－１２ 〃 クビ ２６６．４�
３３ サンライズラッシュ 牡５栗 ５７ 北村 友一松岡 隆雄氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 ４６８－ ６１：２６．８３ １６．５�
５７ ノボリデューク 牡５青 ５７ 秋山真一郎原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 ４８２－１２１：２７．２２� ６３．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ６５，２０６，４００円 複勝： １００，６７２，６００円 枠連： ５６，９００，１００円

普通馬連： ２２６，６２８，５００円 馬単： １３４，７５１，４００円 ワイド【拡大馬連】： ８１，２７９，１００円

３連複： ３０２，０１３，８００円 ３連単： ５８５，５１６，１００円 計： １，５５２，９６８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６６０円 複 勝 � ２５０円 � ３２０円 � ４００円 枠 連（４－８） ３，９３０円

普通馬連 �� ３，６７０円 馬 単 �� ６，５９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２８０円 �� １，３４０円 �� ２，０８０円

３ 連 複 ��� １６，０００円 ３ 連 単 ��� ８３，８００円

票 数

単勝票数 計 ６５２０６４ 的中 � ７８３３７（４番人気）
複勝票数 計１００６７２６ 的中 � １１８４８４（３番人気）� ８３３５４（５番人気）� ６２８３５（６番人気）
枠連票数 計 ５６９００１ 的中 （４－８） １０７００（１９番人気）
普通馬連票数 計２２６６２８５ 的中 �� ４５６４５（１５番人気）
馬単票数 計１３４７５１４ 的中 �� １５１１３（２６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８１２７９１ 的中 �� １５８０３（１６番人気）�� １５０１７（１９番人気）�� ９５０１（３１番人気）
３連複票数 計３０２０１３８ 的中 ��� １３９３６（７２番人気）
３連単票数 計５８５５１６１ 的中 ��� ５１５７（３４２番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．６―１１．６―１２．２―１２．５―１２．３―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２２．９―３４．５―４６．７―５９．２―１：１１．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハイローラー �
�
父 グ ラ ン デ ラ �

�
母父 イルドブルボン デビュー ２００８．７．２７ 小倉４着

２００６．５．１５生 牡４鹿 母 エクセレンス 母母 ダンサーライト ２０戦３勝 賞金 ４７，３４５，０００円
〔騎手変更〕 リバーアゲイン号の騎手川田将雅は，病気のため中舘英二に変更。



（２２阪神２）第４日 ４月４日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 １２回 出走頭数 １６８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

３０９，６５０，０００円
２，１３０，０００円
２，４９０，０００円
２，２４０，０００円
３１，１９０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６０，２２９，５００円
５，２４６，８００円
１，６６３，２００円

勝馬投票券売得金
４９６，７８０，０００円
１，００７，４０１，０００円
３７７，３１７，２００円
１，５４９，７８７，７００円
１，２１１，２１５，８００円
５６５，３００，９００円
２，０７７，０３５，９００円
５，０７９，５６８，３００円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 １２，３６４，４０６，８００円

総入場人員 ２５，９３５名 （有料入場人員 ２４，６６５名）




