
０９０６１ ４月１１日 曇 良 （２２阪神２）第６日 第１競走 ��１，２００�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

１：０９．７
１：０８．７

重

重

４７ ジュエルビスティー 牝３芦 ５４ 内田 博幸備前島敏子氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ４３８－ ２１：１３．４ ６．６�

２３ ケイアイプレジャー 牝３黒鹿 ５４
５１ ▲川須 栄彦 �啓愛義肢材料販売所 西浦 勝一 新ひだか 松田 三千雄 ４６０－ ２１：１３．７２ ２．３�

２４ デンコウウインディ 牝３芦 ５４ 池添 謙一田中 康弘氏 鶴留 明雄 様似 中脇 一幸 ４６６－ ４１：１３．９１ ８．１�
６１１ ザッハトルテ 牝３芦 ５４ 浜中 俊永田 和彦氏 坂口 正大 日高 森永牧場 ４２０ ―１：１４．６４ ２０．４�
５１０ ピアノボレロ 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎谷掛 龍夫氏 増本 豊 新ひだか 片山牧場 ４３６± ０１：１５．２３� ２０．３�
１２ ラブシェーマ 牝３栗 ５４ 小牧 太増田 陽一氏 須貝 彦三 むかわ 市川牧場 ４４２＋ ２１：１５．４１� １５．２�
６１２ ア イ キ ャ ン 牝３鹿 ５４ 飯田 祐史河村 	平氏 荒川 義之 浦河 吉田 又治 ４２０－ １１：１５．５クビ ３８７．４

８１６ グランフィールド 牝３芦 ５４ 大野 拓弥林 進氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４１６＋ ２ 〃 クビ ２９９．９�
７１４ キセキノウタ 牝３黒鹿 ５４

５２ △松山 弘平�ターフ・スポート山内 研二 浦河 地興牧場 ４５４－ ６１：１５．８１� ２２．１
３５ ホーマンピクシー 牝３栗 ５４ 石橋 脩久保 博文氏 安田 隆行 新ひだか 鳥井牧場 ４８６－ ４ 〃 ハナ １５１．８�
７１３ ラブグローリアス 牝３栗 ５４ 鮫島 良太増田 陽一氏 中村 均 青森 岡堀 政 ４５６－ ２１：１６．３３ ６５．７�
１１ ルナドリーム 牝３栗 ５４ 酒井 学畑 清介氏 田所 秀孝 新ひだか 上村 清志 ４６８± ０１：１６．５１ ４．０�
３６ ブリサプリマベラル 牝３黒鹿５４ 渡辺 薫彦田邉 康子氏 大橋 勇樹 むかわ フラット牧場 ４００－ ６１：１６．７１� ３４４．６�
５９ アンピトリーテ 牝３芦 ５４

５２ △国分 恭介�イクタ 松元 茂樹 新冠 越湖ファーム ４４４－ ８ 〃 ハナ ３９．４�
８１５ エフテーマーベラス 牝３栗 ５４ 幸 英明深野 茂雄氏 大根田裕之 浦河 村中牧場 ４３４ ―１：１７．０２ ２８４．６�
４８ ア ダ マ ス 牝３青 ５４

５１ ▲高倉 稜 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 北出 成人 新ひだか 岡田牧場 ４５４ ―１：１７．４２� ３４．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，００７，２００円 複勝： ２３，５６２，１００円 枠連： １３，５８９，２００円

普通馬連： ４３，７４５，７００円 馬単： ３５，８１７，８００円 ワイド【拡大馬連】： １８，０８９，６００円

３連複： ６５，１３５，９００円 ３連単： １００，３１４，１００円 計： ３１７，２６１，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６６０円 複 勝 � １７０円 � １２０円 � ２００円 枠 連（２－４） ４８０円

普通馬連 �� ７７０円 馬 単 �� １，７３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３４０円 �� ６５０円 �� ４１０円

３ 連 複 ��� １，６４０円 ３ 連 単 ��� ８，６８０円

票 数

単勝票数 計 １７００７２ 的中 � ２０４８７（３番人気）
複勝票数 計 ２３５６２１ 的中 � ３４１４７（３番人気）� ７２１６１（１番人気）� ２５３０２（４番人気）
枠連票数 計 １３５８９２ 的中 （２－４） ２０９６９（２番人気）
普通馬連票数 計 ４３７４５７ 的中 �� ４２３１８（２番人気）
馬単票数 計 ３５８１７８ 的中 �� １５３３４（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８０８９６ 的中 �� １３８４３（２番人気）�� ６４４８（６番人気）�� １１２３４（３番人気）
３連複票数 計 ６５１３５９ 的中 ��� ２９３８７（３番人気）
３連単票数 計１００３１４１ 的中 ��� ８５３３（１５番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．０―１２．３―１２．４―１２．４―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．３―３５．６―４８．０―１：００．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジュエルビスティー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Saint Ballado デビュー ２００９．１０．２５ 京都１３着

２００７．３．７生 牝３芦 母 レ ナ ン セ ラ 母母 A Mean Fit ３戦１勝 賞金 ５，５００，０００円
〔発走状況〕 ホーマンピクシー号は，枠入り不良。
〔制裁〕 ケイアイプレジャー号の騎手川須栄彦は，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。（５番・１０番への進路

影響）



０９０６２ ４月１１日 曇 良 （２２阪神２）第６日 第２競走 ��１，８００�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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

５９ ウインベルカント 牡３黒鹿５６ 佐藤 哲三�ウイン 佐々木晶三 新ひだか 原口牧場 ４７４＋ ４１：５５．２ ６．３�

３６ アドマイヤコスモス 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ４７６ ―１：５５．４１� ２．２�
１２ タガノマージョラム 牡３黒鹿 ５６

５４ △松山 弘平八木 良司氏 池添 兼雄 日高 藤本 直弘 ４７２± ０１：５６．０３� ７．７�
３５ エーシンアリデッド 牡３鹿 ５６ 福永 祐一�栄進堂 小崎 憲 浦河 栄進牧場 ４５６± ０１：５６．５３ １５．７�
２４ ナンヨースラッガー 牡３芦 ５６ 幸 英明中村 �也氏 山内 研二 浦河 宮内牧場 ４９４± ０１：５６．６� ４．２�
８１６ ナスムネタカ 牡３黒鹿５６ 和田 竜二小山田兼敏氏 清水 出美 浦河 高松牧場 ４５０－ ２１：５６．７� ６８．１�
７１４ シゲルサコン 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠森中 蕃氏 西橋 豊治 新ひだか 岡田スタツド ４９４± ０１：５６．８� １２．４	
５１０ ギャラクシー 牡３鹿 ５６ 石橋 脩 
サンデーレーシング 中竹 和也 新冠 オリエント牧場 ４４４－ ２１：５７．２２� ２５３．４�
４７ キングロンコート 牡３鹿 ５６

５４ △国分 恭介小林 久義氏 北出 成人 浦河 大柳ファーム ４７２＋ ８１：５７．９４ ７４．３�
７１３ テーオージャングル 牡３鹿 ５６ 藤岡 康太小笹 公也氏 松永 幹夫 日高 ヤナガワ牧場 ４７４－ ４１：５８．０クビ １０５．６
２３ カネスドミナドール 牡３青鹿 ５６

５３ ▲高倉 稜杉澤 光雄氏 河内 洋 日高 大江牧場 ４３８－ ２ 〃 ハナ ２３．９�
８１５ ナムラアンカー 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 伊藤 和明 ４９０－ ２ 〃 アタマ ２８０．６�
４８ スズカマックス 牡３青鹿５６ 田島 裕和永井 啓弍氏 藤沢 則雄 むかわ 新井牧場 ４４６± ０１：５８．５３ ２３０．９�
６１２ カチサカズキ 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦村上 稔氏 佐藤 正雄 宮城 早坂牧場 ４７０± ０１：５８．８１� ３８．２�
１１ シンゼンスマイル 牡３栗 ５６ 飯田 祐史原 司郎氏 飯田 明弘 新冠 石郷岡 雅樹 ５１６＋１２１：５９．３３ １５９．３�
６１１ ハローハクユウ 牡３青鹿５６ 小牧 太伊藤 博文氏 須貝 彦三 浦河 冨岡 博一 ５０４－ ２２：００．３６ ４０５．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，１８５，０００円 複勝： ２５，６６７，６００円 枠連： １１，２８０，７００円

普通馬連： ４４，２６４，５００円 馬単： ３６，４９２，８００円 ワイド【拡大馬連】： １８，９７５，２００円

３連複： ６３，２９２，５００円 ３連単： ９９，６６０，６００円 計： ３２０，８１８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６３０円 複 勝 � １９０円 � １５０円 � ２２０円 枠 連（３－５） ７６０円

普通馬連 �� ９６０円 馬 単 �� ２，２３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４６０円 �� ８１０円 �� ５００円

３ 連 複 ��� ２，４４０円 ３ 連 単 ��� １４，５４０円

票 数

単勝票数 計 ２１１８５０ 的中 � ２６６８７（３番人気）
複勝票数 計 ２５６６７６ 的中 � ３５３１０（３番人気）� ５６１１８（２番人気）� ２６３５２（４番人気）
枠連票数 計 １１２８０７ 的中 （３－５） １１０３３（２番人気）
普通馬連票数 計 ４４２６４５ 的中 �� ３４３２７（２番人気）
馬単票数 計 ３６４９２８ 的中 �� １２１２５（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８９７５２ 的中 �� １０６８４（４番人気）�� ５４８６（９番人気）�� ９４９２（６番人気）
３連複票数 計 ６３２９２５ 的中 ��� １９２１５（６番人気）
３連単票数 計 ９９６６０６ 的中 ��� ５０６０（３８番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．８―１４．１―１３．４―１３．２―１２．９―１２．２―１２．１―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．８―３８．９―５２．３―１：０５．５―１：１８．４―１：３０．６―１：４２．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．７―３F３６．８
１
３
４，５（２，９）（３，１３）６（１４，１０）１５，８（１６，１２）－１１，１，７・（４，５）９（２，３，１３）（６，１５）（１４，１０）（１６，８，１２）１，７－１１

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ウインベルカント �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 スラヴィック デビュー ２００９．７．１２ 札幌１３着

２００７．３．２２生 牡３黒鹿 母 シルバーアクト 母母 ヒダカアクト ５戦１勝 賞金 ７，０５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハローハクユウ号は，平成２２年５月１１日まで平地競走に出走できない。



０９０６３ ４月１１日 曇 良 （２２阪神２）第６日 第３競走 ��１，２００�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

１：０９．７
１：０８．７

重

重

５１０ テイクエイム 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 野中 賢二 浦河 ヒダカフアーム ４７０－ ４１：１３．５ ２．３�

２４ デュークビスティー 牡３芦 ５６ 小林慎一郎備前島敏子氏 矢作 芳人 新ひだか 畠山牧場 ４４８± ０１：１３．８１� １１．１�
３５ ホッコーイェーガー 牡３青 ５６

５４ △国分 恭介矢部 幸一氏 野村 彰彦 新冠 �渡 信義 ４７０＋ ４１：１４．１１� ９．２�
７１３ ウインラスター �３鹿 ５６ 小坂 忠士平口 信行氏 境 直行 浦河 ミルファーム ４６４ ―１：１４．５２� ３６．６�
１２ サンレイランキング 牡３鹿 ５６ 幸 英明永井 啓弍氏 高橋 成忠 新ひだか 岡野牧場 ４６２± ０１：１４．８１� ９２．３�
８１５ キンショーガッツ 牡３栗 ５６ 鮫島 良太礒野日出夫氏 中村 均 新冠 中地 義次 ５０６ ―１：１５．０１� １２．７	
８１６ ヤマカツテンリュウ 牡３鹿 ５６

５４ △松山 弘平山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 ５０４－ ４１：１５．３１� ２．８

３６ シゲルイエヤス 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹森中 蕃氏 五十嵐忠男 日高 古本 正則 ５０８－ ４ 〃 クビ ２５．６�
５９ シ エ ス タ 牝３鹿 ５４ 和田 竜二�下河辺牧場 田中 章博 日高 下河辺牧場 ４６６－ ６１：１５．６１� ９７．９
６１２ シゲルハンゾウ 牡３芦 ５６ 北村 宏司森中 蕃氏 西橋 豊治 新ひだか 沖田 繁 ４７８－ ６１：１５．９１� １６０．８�
６１１ カシノポピー 牝３鹿 ５４ 荻野 琢真柏木 務氏 鈴木 孝志 新冠 堤 牧場 ４０４＋ ２１：１６．６４ ６９４．４�
７１４ アイノメモリーズ 牝３栗 ５４ 田島 裕和田中 一成氏 藤沢 則雄 新ひだか 伊藤 敏明 ３９２－ ２１：１６．７� ５０８．５�
４８ テーオームーン 牝３栗 ５４ 酒井 学小笹 公也氏 鹿戸 明 日高 ヤナガワ牧場 ４６０－ ４１：１７．４４ ３７９．８�
１１ ゴッドマジック 牡３芦 ５６ 浜中 俊中西 憲治氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４８４＋ ４１：１８．４６ １５．４�
２３ シルバースパーク 牡３黒鹿５６ 渡辺 薫彦小林 久義氏 大根田裕之 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４５４ ―１：１８．６１� ２７０．８�
４７ ニホンピロピーチ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲川須 栄彦小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 ４４６＋ ２１：１８．９１� ４１９．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，０３３，７００円 複勝： ２７，１８９，４００円 枠連： １４，４３２，０００円

普通馬連： ４３，６３７，９００円 馬単： ３７，３６３，０００円 ワイド【拡大馬連】： １７，７２５，８００円

３連複： ６０，２６７，３００円 ３連単： １０４，６８９，１００円 計： ３２４，３３８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １１０円 � ２４０円 � ２２０円 枠 連（２－５） １，４５０円

普通馬連 �� １，３４０円 馬 単 �� １，８００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４００円 �� ３７０円 �� ８８０円

３ 連 複 ��� ２，６６０円 ３ 連 単 ��� １０，３００円

票 数

単勝票数 計 １９０３３７ 的中 � ６８１４１（１番人気）
複勝票数 計 ２７１８９４ 的中 � １１０６４２（１番人気）� ２０９５０（４番人気）� ２４１７８（３番人気）
枠連票数 計 １４４３２０ 的中 （２－５） ７３８２（４番人気）
普通馬連票数 計 ４３６３７９ 的中 �� ２４０４６（４番人気）
馬単票数 計 ３７３６３０ 的中 �� １５３２１（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７７２５８ 的中 �� １１２１９（３番人気）�� １２６８６（２番人気）�� ４５８８（１２番人気）
３連複票数 計 ６０２６７３ 的中 ��� １６７５０（７番人気）
３連単票数 計１０４６８９１ 的中 ��� ７５０５（２８番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．４―１２．５―１２．２―１１．９―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．９―３６．４―４８．６―１：００．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テイクエイム �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー ２０１０．３．２８ 阪神４着

２００７．４．１４生 牡３鹿 母 テイクザケイク 母母 エ ビ ス マ イ ２戦１勝 賞金 ５，７５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゴッドマジック号・シルバースパーク号は，平成２２年５月１１日まで平地競走に出走できない。

ニホンピロピーチ号は，平成２２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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 グルーヴィーコマチ号・ドナリベラ号



０９０６４ ４月１１日 曇 良 （２２阪神２）第６日 第４競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１２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

２４ プリンセスエリー 牝３黒鹿５４ 池添 謙一�ターフ・スポート鶴留 明雄 浦河 谷川牧場 ４７８＋１６１：２６．７ ４７．６�

４７ ディープハント 牡３青鹿５６ 四位 洋文深見 敏男氏 昆 貢 新冠 オリエント牧場 ４７６＋ ２１：２７．０１� ２．９�
６１２ ベ リ ー フ 牝３栗 ５４ 石橋 脩岡田 繁幸氏 中村 均 伊達 高橋農場 ４４０＋ ６１：２７．２１� ３２．３�
８１５ サクラボールド 牡３栗 ５６ 福永 祐一�さくらコマース岡田 稲男 新ひだか 谷岡牧場 ４５６－１０ 〃 ハナ ３２．０�
６１１ シゲルソウウン �３栗 ５６ 和田 竜二森中 蕃氏 小島 貞博 新ひだか 仲野牧場 ４９０－ ８１：２７．４１� ５．７�
７１３ オ ミ ヤ ゲ 牡３青鹿５６ 内田 博幸小田切有一氏 谷 潔 浦河 木村牧場 ４７８－ ４１：２７．６１� ３．４	
５１０ プルムアンシエル 牡３栗 ５６

５４ △松山 弘平 �グリーンファーム 加用 正 千歳 社台ファーム ４９２ ―１：２７．７� ２１．３

４８ ウィズインカチドキ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司内藤 耕造氏 清水 久詞 新ひだか 原口フアーム ４４４－ ６ 〃 クビ ２２．８�
２３ シャトーコジーン 牡３芦 ５６ 岩田 康誠円城 和男氏 境 直行 新ひだか マツケン農場 ４７０ ―１：２７．８� ２２．１�
８１６ マンノプレミアム 牝３鹿 ５４

５２ △国分 恭介萬野 順啓氏 松元 茂樹 新冠 若林牧場 ４２６－ ８１：２７．９� ４０．９
１２ メイショウマハロ 牡３黒鹿５６ 幸 英明松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 中島 俊明 ４９８ ―１：２８．９６ ４６．４�
５９ フミノアカツキ 牡３栗 ５６

５３ ▲川須 栄彦谷 二氏 本田 優 浦河 斉藤英牧場 ４６０± ０１：２９．０� ２４８．５�
７１４ ウォーターセオドア 牡３栗 ５６ 酒井 学山岡 良一氏 鹿戸 明 浦河 本巣牧場 ４５２－ ２１：３０．４９ ３５８．２�
３５ オーミファンタジー 牝３黒鹿５４ 畑端 省吾岩� 僖澄氏 田所 清広 新ひだか 三石ビクトリーファーム ４６０－ ６１：３０．７１� ４１３．６�
３６ ア ザ マ ル 牡３栗 ５６ 藤田 伸二吉田 和美氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム ４７２－１２１：３１．０１� ６．１�
１１ ヨドノブラボー 牡３鹿 ５６ 浜中 俊海原 聖一氏 大根田裕之 平取 高橋 啓 ４７０ ―１：３１．４２� ３２４．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，３１６，６００円 複勝： ２６，８３０，１００円 枠連： １２，８４４，８００円

普通馬連： ４４，１９６，８００円 馬単： ３６，５３１，８００円 ワイド【拡大馬連】： １８，９１９，５００円

３連複： ６５，５６９，０００円 ３連単： １１１，６５０，５００円 計： ３３４，８５９，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，７６０円 複 勝 � ９４０円 � １３０円 � ６００円 枠 連（２－４） １，４５０円

普通馬連 �� ５，３２０円 馬 単 �� １５，０１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，９１０円 �� ６，８８０円 �� ７８０円

３ 連 複 ��� ２５，８４０円 ３ 連 単 ��� ２４１，６４０円

票 数

単勝票数 計 １８３１６６ 的中 � ３０３５（１２番人気）
複勝票数 計 ２６８３０１ 的中 � ５１４２（１１番人気）� ９３８２０（１番人気）� ８４３１（７番人気）
枠連票数 計 １２８４４８ 的中 （２－４） ６５８０（６番人気）
普通馬連票数 計 ４４１９６８ 的中 �� ６１３３（１７番人気）
馬単票数 計 ３６５３１８ 的中 �� １７９７（４４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８９１９５ 的中 �� ２４１４（２０番人気）�� ６５１（４６番人気）�� ６２７４（６番人気）
３連複票数 計 ６５５６９０ 的中 ��� １８７３（６２番人気）
３連単票数 計１１１６５０５ 的中 ��� ３４１（４７３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．２―３５．７―４８．７―１：０１．７―１：１４．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プリンセスエリー �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 カコイーシーズ デビュー ２００９．１１．２９ 京都１４着

２００７．５．２８生 牝３黒鹿 母 シーズプリンセス 母母 ユーワキャンディー 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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 シゲルタカウジ号
（非抽選馬） ２頭 スパートル号・ナムラフォエバー号



０９０６５ ４月１１日 曇 良 （２２阪神２）第６日 第５競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１２時４５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

２３ アマルフィターナ 牝３黒鹿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 ４５４＋ ２１：３６．６ ３．８�

７１３ ヒ ー ロ ー 牡３栗 ５６ 川田 将雅近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５３０ ―１：３６．７� ４．５�
６１１ ショウナンカラット 牝３黒鹿５４ 岩田 康誠国本 哲秀氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 ４４４－ ８ 〃 クビ １０．３�
３６ サクラティアモ 牝３青 ５４ 荻野 琢真�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 山田牧場 ４１０－ ６１：３６．８� １０．０�
８１７ クリミナルコード 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 国枝 栄 むかわ 上水牧場 ４７８＋ ４ 〃 ハナ ６．６�
７１５ サーベルダンス 牡３栗 ５６ 浜中 俊吉田 照哉氏 坂口 正大 千歳 社台ファーム ４３０－ ６ 〃 ハナ １２０．４	
３５ アヴェカムール 牡３黒鹿５６ 安藤 勝己吉田 勝己氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４９８ ―１：３６．９� ８．３

４８ ディレクシオン 牡３黒鹿５６ 北村 宏司�ターフ・スポート中尾 秀正 浦河 市川フアーム ４８８＋ ６１：３７．０� ２０．０�
５１０ マイネルタイクーン 牡３黒鹿５６ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム ４６０－ ８ 〃 ハナ ７３．９�
４７ スターリークルーズ 牝３栗 ５４

５２ △松山 弘平 �サンデーレーシング 木原 一良 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４１８－ ６ 〃 ハナ ２０．０

８１８ タガノシビル 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介八木 良司氏 吉田 直弘 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４３８± ０１：３７．１� ２２．４�

８１６ スーパーレディー 牝３栗 ５４ 小牧 太�サトー 坪 憲章 千歳 社台ファーム ４８６＋２０１：３７．２クビ １０．８�
１２ スナークヒロイン 牝３芦 ５４ 渡辺 薫彦杉本仙次郎氏 野村 彰彦 日高 シンボリ牧場 ４４２＋１０１：３７．５１� ８５．５�
５９ ド ナ カ レ ラ 牝３鹿 ５４

５１ ▲高倉 稜山田 貢一氏 崎山 博樹 日高 日西牧場 ４０６＋ ６１：３７．７１� ４４４．３�
６１２ カネトシトキメキ 牝３鹿 ５４ 和田 竜二兼松 利男氏 大橋 勇樹 浦河 村下 明博 ４２６－ ６１：３７．８� ４２９．４�
７１４ タガノシンシア 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲川須 栄彦八木 良司氏 本田 優 浦河 大北牧場 ４４８± ０１：３８．０１� ３２９．４�
１１ トリステーザ 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三下河邉行信氏 佐々木晶三 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター ４８０ ―１：３８．６３� ６３．５�
２４ メイショウアトム 牡３鹿 ５６ 幸 英明松本 好�氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 ４７４ ―１：３８．８１� １６０．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２２，７７７，６００円 複勝： ３２，９５０，９００円 枠連： ２１，３９４，６００円

普通馬連： ５５，５２７，１００円 馬単： ３６，０６９，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，３３１，４００円

３連複： ７７，０６５，２００円 ３連単： １０２，９７８，８００円 計： ３７１，０９４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １４０円 � １９０円 � ２８０円 枠 連（２－７） ９６０円

普通馬連 �� ９８０円 馬 単 �� １，９１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３５０円 �� ７９０円 �� １，０６０円

３ 連 複 ��� ３，８５０円 ３ 連 単 ��� １４，８９０円

票 数

単勝票数 計 ２２７７７６ 的中 � ４８２９７（１番人気）
複勝票数 計 ３２９５０９ 的中 � ８０３４９（１番人気）� ４５８８０（２番人気）� ２４７９９（６番人気）
枠連票数 計 ２１３９４６ 的中 （２－７） １６５７１（５番人気）
普通馬連票数 計 ５５５２７１ 的中 �� ４２１２１（１番人気）
馬単票数 計 ３６０６９３ 的中 �� １３９７４（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２３３１４ 的中 �� １７７３５（１番人気）�� ６６７５（５番人気）�� ４８７２（１０番人気）
３連複票数 計 ７７０６５２ 的中 ��� １４８０４（４番人気）
３連単票数 計１０２９７８８ 的中 ��� ５１０５（１５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２４．０―３６．０―４９．０―１：０１．７―１：１３．５―１：２４．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アマルフィターナ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Nureyev デビュー ２０１０．２．７ 京都２着

２００７．３．２４生 牝３黒鹿 母 ホワットケイティーディド 母母 Katies ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００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。
（非抽選馬） ２頭 テイエムキャンドル号・ハッピーディレンマ号



０９０６６ ４月１１日 曇 良 （２２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

１１ スプリングサンダー 牝３鹿 ５４ 四位 洋文�グランド牧場 昆 貢 新ひだか グランド牧場 ４２６± ０１：０８．８ １５．８�

４５ エーシンヴァーゴウ 牝３栗 ５４ 福永 祐一�栄進堂 小崎 憲 浦河 栄進牧場 ４５６－ ２ 〃 クビ ４．０�
３３ バクシンポイント 牝３鹿 ５４

５１ ▲高倉 稜��昭牧場 野村 彰彦 浦河 高昭牧場 ５０８－１２１：０９．０１� ２７．９�
４４ リバーハイランド 牡３鹿 ５６ 幸 英明後藤 繁樹氏 野村 彰彦 日高 藤本ファーム ４７４± ０１：０９．２１� ３．２�
５７ スギノブロッサム 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠杉山 美惠氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 ４１０－ ８１：０９．３� ４３．３�
６９ ダノンカスガ 牡３青鹿５６ 川田 将雅�ダノックス 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４８０－ ４１：０９．４クビ ３．４	
５６ オレンジティアラ 牝３栗 ５４ 小牧 太 �グリーンファーム 鶴留 明雄 千歳 社台ファーム ４３４± ０ 〃 ハナ ７．２

８１２ タムロガッツ 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三谷口 屯氏 西園 正都 新冠 小田 健一 ４６２＋ ４１：０９．７２ ２３．９�
８１３ ノ ア ラ イ ン 牝３栗 ５４

５２ △国分 恭介杉元 四男氏 福島 信晴 伊達 宮井 孝典 ４８４＋ ６１：０９．８クビ ９５．０�
２２ デンコウワン 牝３黒鹿５４ 池添 謙一田中 康弘氏 鶴留 明雄 様似 中脇 一幸 ４２０－ ２１：１０．５４ ６７．１
６８ ファイティングピサ 牡３芦 ５６ 内田 博幸市川 義美氏 白井 寿昭 新ひだか 岡田スタツド ４６６－ ８１：１０．６� １９．７�
７１１	 コンゴウプリンセス 牝３栗 ５４

５２ △松山 弘平金岡 久夫氏 山内 研二 新ひだか 藤川フアーム ４５０± ０ 〃 クビ ３２０．５�
７１０
 エイシンマロニエ 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義平井 豊光氏 中尾 秀正 米

Occidental
Thoroughbreds
& Sarum Farm

５０６－ ２１：１２．４大差 ６５．８�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２１，９５７，８００円 複勝： ２９，５８９，６００円 枠連： １８，３０２，７００円

普通馬連： ５５，４７７，４００円 馬単： ４１，１２７，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，４７０，２００円

３連複： ７４，４４８，６００円 ３連単： １２６，２４４，０００円 計： ３８８，６１７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５８０円 複 勝 � ４７０円 � １９０円 � ６１０円 枠 連（１－４） １，８８０円

普通馬連 �� ４，２１０円 馬 単 �� １０，６１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５７０円 �� ３，６７０円 �� １，７６０円

３ 連 複 ��� ２４，５６０円 ３ 連 単 ��� １８８，２２０円

票 数

単勝票数 計 ２１９５７８ 的中 � １１０１０（５番人気）
複勝票数 計 ２９５８９６ 的中 � １４８８９（５番人気）� ５２２１５（３番人気）� １０９３４（８番人気）
枠連票数 計 １８３０２７ 的中 （１－４） ７２１０（６番人気）
普通馬連票数 計 ５５４７７４ 的中 �� ９７２７（１４番人気）
馬単票数 計 ４１１２７３ 的中 �� ２８６２（３２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１４７０２ 的中 �� ３４０９（１６番人気）�� １４１７（３３番人気）�� ３０２３（１８番人気）
３連複票数 計 ７４４４８６ 的中 ��� ２２３８（６４番人気）
３連単票数 計１２６２４４０ 的中 ��� ４９５（３９３番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．８―１１．３―１１．５―１１．２―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．９―３４．２―４５．７―５６．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スプリングサンダー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Kingmambo デビュー ２００９．８．１５ 新潟１着

２００７．５．１０生 牝３鹿 母 スプリングマンボ 母母 Key Flyer ７戦２勝 賞金 １７，２００，０００円
〔制裁〕 エーシンヴァーゴウ号の騎手福永祐一は，３コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（１０番への進路影響）
〔その他〕 エイシンマロニエ号は，３コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

エーシンヴァーゴウ号は，３コーナーで外側に逃避したことについて平地調教注意。



０９０６７ ４月１１日 晴 良 （２２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
１：４７．８

重

重

７１３ ロスパンチョス 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－ ４１：５４．３ ２．６�

８１５�� ラピッドボーイ 牡５鹿 ５７ 横山 典弘柳井 正氏 小崎 憲 米 Nancy S
Dillman ５１６＋ ６１：５４．５１	 ２４．７�

５１０ トランソニック 牡４栗 ５７ 岩田 康誠太田 美實氏 藤原 英昭 門別 天羽牧場 ４８２－ ４１：５４．６クビ ８．２�
３５ � フィールドウイナー 牡６鹿 ５７ 小坂 忠士地田 勝三氏 山内 研二 愛 Cheving-

ton Stud ５１８－ ２ 〃 アタマ ２４．７�
７１４� マルブツセンター 牡６栗 ５７ 小牧 太大澤 毅氏 白井 寿昭 米

G. Watts Hum-
phrey Jr. & Lou-
ise I. Humphrey

B４７２－ ２ 〃 ハナ ２７．１�
２４ � アイファージャンボ 牡４青鹿５７ 福永 祐一中島 稔氏 鮫島 一歩 新冠 川上 悦夫 ５２８＋ ６１：５４．８１	 １９．７�
６１２� ト モ ダ チ 牡４鹿 ５７ 幸 英明小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 ４６６＋ ３１：５５．２２	 ７２．７�
１２ � ピエナミッチー 牡５鹿 ５７ 川田 将雅本谷 兼三氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 ４６２± ０１：５５．３	 １３．６	
５９ ウインザモチ 牡４黒鹿 ５７

５４ ▲高倉 稜�田 三郎氏 境 直行 門別 藤本ファーム ４５６－ ４ 〃 ハナ ２４７．５

４８ ワキノキルシェ 牝５青鹿 ５５

５３ △国分 恭介脇山 良之氏 大根田裕之 浦河 岡本牧場 ３９８± ０１：５５．４	 １３２．２�
１１ � センターグリッター 牡４黒鹿５７ 四位 洋文中野 優氏 笹田 和秀 むかわ ヤマイチ牧場 ４７８± ０１：５５．５クビ １４０．６�
２３ ファンドリゲット 牡６鹿 ５７

５５ △松山 弘平水戸 富雄氏 岩元 市三 門別 槇本牧場 ４８４－ ２ 〃 クビ １２９．４
３６ ナムラチェンジ 牡５鹿 ５７ 安藤 勝己奈村 信重氏 目野 哲也 新冠 つつみ牧場 ４６２± ０１：５５．８１
 ３．２�
８１６ キ ー ヤ マ ト 牡４青 ５７ 石橋 脩北前孔一郎氏 飯田 雄三 新冠 田渕牧場 B４４８＋ ６ 〃 ハナ ９０．８�
４７ � マイハートマイラブ 牡５鹿 ５７ 渡辺 薫彦 �グリーンファーム 田島 俊明 米 Nobuo

Tsunoda ５３０－１０１：５５．９	 ３２．６�
６１１ キャニオンブラウン 牡４栗 ５７ 和田 竜二 �サンデーレーシング 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム ４８０＋ ２１：５７．１７ ９．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，４８０，５００円 複勝： ３６，４０３，４００円 枠連： １９，０８１，１００円

普通馬連： ６８，６９１，６００円 馬単： ４７，９９８，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，１１３，７００円

３連複： ９２，４４９，９００円 ３連単： １４２，２２２，６００円 計： ４５６，４４１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １４０円 � ５７０円 � ２６０円 枠 連（７－８） １，７７０円

普通馬連 �� ３，３００円 馬 単 �� ４，１２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１６０円 �� ４５０円 �� ２，３８０円

３ 連 複 ��� ６，８３０円 ３ 連 単 ��� ３２，９２０円

票 数

単勝票数 計 ２２４８０５ 的中 � ６９９２４（１番人気）
複勝票数 計 ３６４０３４ 的中 � ９７２９５（１番人気）� １２３７４（１０番人気）� ３３７０８（３番人気）
枠連票数 計 １９０８１１ 的中 （７－８） ７９６７（８番人気）
普通馬連票数 計 ６８６９１６ 的中 �� １５３９７（１１番人気）
馬単票数 計 ４７９９８７ 的中 �� ８６０３（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７１１３７ 的中 �� ５６１６（１１番人気）�� １６１７０（２番人気）�� ２６３６（２５番人気）
３連複票数 計 ９２４４９９ 的中 ��� １０００１（１９番人気）
３連単票数 計１４２２２２６ 的中 ��� ３１８９（８１番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．４―１３．３―１２．８―１３．０―１２．９―１２．６―１２．５―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．０―３７．３―５０．１―１：０３．１―１：１６．０―１：２８．６―１：４１．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロスパンチョス �
�
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 ２００８．１０．１２ 東京３着

２００６．３．１２生 牡４栗 母 ロスマリヌス 母母 アンブロジン ５戦２勝 賞金 １７，９５０，０００円
〔発走状況〕 トモダチ号は，枠入り不良。発走時刻３分遅延。
〔調教再審査〕 トモダチ号は，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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 キーネプチューン号



０９０６８ ４月１１日 晴 良 （２２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 ２７３，０００円 ７８，０００円 ３９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５８．１
１：５６．４

良

良

３３ モーニングフェイス 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介井高 義光氏 矢作 芳人 新ひだか 井高牧場 ４９４＋ ６２：０２．３ ４．２�

７９ ヤマニンソルファ 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 ４８４± ０２：０２．４� ６．６�
１１ シーキングフェイム 牝３鹿 ５４ 幸 英明 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 章博 新ひだか 静内白井牧場 ４６０－ ２２：０２．５� ２５．７�
７８ マイネヴィント 牝３栗 ５４ 蛯名 正義 �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 ４５６± ０２：０２．７１ ４０．９�
６７ ラフォルジュルネ 牝３鹿 ５４ 藤岡 康太 �キャロットファーム 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４２－ ２ 〃 クビ １．８�
６６ フェリシダージ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８０－ ２２：０２．８クビ １３．９	
５５ ナムラボルテージ 牝３鹿 ５４ 小牧 太奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム ４５８± ０２：０２．９� １８．６

２２ メルヴェイユドール 牝３黒鹿５４ 浜中 俊 �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 ４２６－ ２２：０３．０� ３５．０�
８１０ スイートベルモット 牝３鹿 ５４ 国分 恭介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 新川 恵 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４２４＋ ６２：０３．３２ ２１２．５�
８１１ タガノパルムドール 牝３栗 ５４ 岩田 康誠八木 昌司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４７２＋ ６ 〃 クビ １７．０
４４ ジュヴェビアン 牝３鹿 ５４ 和田 竜二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 山内 研二 新ひだか マークリ牧場 ４５６－ ４２：０３．４クビ ７２．６�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３５，０２８，４００円 複勝： ７０，８５１，３００円 枠連： ２０，１８３，１００円

普通馬連： １０２，７８０，５００円 馬単： ７９，１１１，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，０８０，５００円

３連複： １２０，９１２，８００円 ３連単： ３０２，３７３，０００円 計： ７６６，３２０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � ２３０円 � ２９０円 � ６９０円 枠 連（３－７） １，３１０円

普通馬連 �� １，３９０円 馬 単 �� ２，８６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４８０円 �� ９７０円 �� １，５８０円

３ 連 複 ��� ７，１７０円 ３ 連 単 ��� ２５，９３０円

票 数

単勝票数 計 ３５０２８４ 的中 � ６５８０１（２番人気）
複勝票数 計 ７０８５１３ 的中 � ９２０９３（２番人気）� ６６０５３（３番人気）� ２３２６２（７番人気）
枠連票数 計 ２０１８３１ 的中 （３－７） １１３８２（４番人気）
普通馬連票数 計１０２７８０５ 的中 �� ５４６１５（４番人気）
馬単票数 計 ７９１１１１ 的中 �� ２０４６４（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５０８０５ 的中 �� １９５８０（４番人気）�� ８７６９（９番人気）�� ５２０３（１６番人気）
３連複票数 計１２０９１２８ 的中 ��� １２４４７（２３番人気）
３連単票数 計３０２３７３０ 的中 ��� ８６０９（７７番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．２―１２．９―１２．８―１２．８―１２．７―１２．５―１１．６―１１．５―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２３．８―３６．７―４９．５―１：０２．３―１：１５．０―１：２７．５―１：３９．１―１：５０．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．３―３F３４．８
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

モーニングフェイス �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２００９．１０．２５ 京都３着

２００７．２．２２生 牝３栗 母 ファーストナイト 母母 Morning Devotion ７戦２勝 賞金 ３１，２５７，０００円



０９０６９ ４月１１日 晴 良 （２２阪神２）第６日 第９競走 ��
��１，８００�

ほ う ら い き ょ う

� � 峡 特 別
発走１５時００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 ２８７，０００円 ８２，０００円 ４１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

６７ ロードアリエス 牡５黒鹿５７ 藤田 伸二 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 三石 ケイアイファーム ５０８－ ４１：４４．８ ２．９�

６６ マ イ ヨ ー ル 牡４芦 ５７ 石橋 脩岡田 繁幸氏 清水 利章 新ひだか 乾 皆雄 ４８４－ ２１：４５．５４ ５２．３�
８１０ ナリタトルネード 牡５栗 ５７ 幸 英明�オースミ 宮本 博 静内 マークリ牧場 ４６８－ ４ 〃 クビ ９．２�
３３ ブルーモーリシャス 牡４青鹿５７ 小牧 太 �社台レースホース橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４５４± ０１：４５．６� ４９．０�
５５ オオトリオウジャ 牡４鹿 ５７ 横山 典弘鳳サラブレッドレーシ

ングチーム 牧浦 充徳 三石 幌村牧場 ４９４± ０１：４５．７� ２．９�
４４ ナイトフッド 牡４青鹿５７ 福永 祐一 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４８６－ ４１：４６．２３ ６．１	
２２ フィッツロイ 牡５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 ５１２＋１８１：４６．３� １３．３

７９ ヤマカツゴールド 牡４栗 ５７ 池添 謙一山田 博康氏 池添 兼雄 三石 猪野毛牧場 ４５４＋ ４１：４６．６１� ９．３�
８１１	 スズカジェット 牡６黒鹿５７ 藤岡 康太永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 B４７８－ ６１：４６．８１ ２２．３�
１１ タイカーリアン 牡６鹿 ５７ 和田 竜二�名鯛興業 加藤 敬二 新冠 メイタイ牧場 ４７２± ０１：４６．９クビ １３６．７
７８ オースミマーシャル 牡５鹿 ５７ 浜中 俊�オースミ 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４６－ ８１：４８．４９ ８０．１�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３０，９８１，０００円 複勝： ４３，１７７，５００円 枠連： ２３，６５５，７００円

普通馬連： １２０，８４８，０００円 馬単： ７７，６８９，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３７，０４７，２００円

３連複： １３４，７６９，２００円 ３連単： ３０１，５８０，５００円 計： ７６９，７４８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １４０円 � １，０００円 � ２８０円 枠 連（６－６） ８，９２０円

普通馬連 �� ８，５９０円 馬 単 �� １３，１９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，２１０円 �� ５８０円 �� ５，０１０円

３ 連 複 ��� １９，０４０円 ３ 連 単 ��� １１５，９３０円

票 数

単勝票数 計 ３０９８１０ 的中 � ８６９５８（１番人気）
複勝票数 計 ４３１７７５ 的中 � １１６７２５（１番人気）� ７９７５（９番人気）� ３７０５０（５番人気）
枠連票数 計 ２３６５５７ 的中 （６－６） １９５８（１８番人気）
普通馬連票数 計１２０８４８０ 的中 �� １０３８６（２３番人気）
馬単票数 計 ７７６８９５ 的中 �� ４３４８（３８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３７０４７２ 的中 �� ４００９（２２番人気）�� １７２０２（８番人気）�� １７３３（３５番人気）
３連複票数 計１３４７６９２ 的中 ��� ５２２５（４６番人気）
３連単票数 計３０１５８０５ 的中 ��� １９２０（２５９番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１１．２―１１．６―１１．９―１２．１―１１．６―１１．０―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．３―３４．５―４６．１―５８．０―１：１０．１―１：２１．７―１：３２．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロードアリエス �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Unbridled デビュー ２００８．２．１１ 京都１着

２００５．４．８生 牡５黒鹿 母 レディバラード 母母 Angelic Song １５戦２勝 賞金 ８６，６２８，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。



０９０７０ ４月１１日 晴 良 （２２阪神２）第６日 第１０競走 ��
��１，６００�第７０回桜 花 賞（ＧⅠ）

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 ２８，７８４，０００円 ８，２２４，０００円 ４，１１２，０００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 ア パ パ ネ 牝３鹿 ５５ 蛯名 正義金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４８０＋ ２１：３３．３ ２．８�

４８ オウケンサクラ 牝３鹿 ５５ 安藤 勝己福井 明氏 音無 秀孝 新冠 高瀬牧場 ４８６± ０１：３３．４� ９．９�
６１１ エーシンリターンズ 牝３栗 ５５ 福永 祐一�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ４４０± ０ 〃 クビ ２９．１�
１１ ショウリュウムーン 牝３鹿 ５５ 佐藤 哲三上田 亙氏 佐々木晶三 浦河 高村牧場 ４５４＋ ４１：３３．５� １１．９�
２３ アプリコットフィズ 牝３黒鹿５５ 横山 典弘 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム ４２６－ ４１：３３．６� ５．１�
８１７ シンメイフジ 牝３鹿 ５５ 岩田 康誠織田 芳一氏 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム ４５８＋ ６１：３３．７� １０．８	
１２ ギンザボナンザ 牝３青 ５５ 北村 宏司有馬 博文氏 池上 昌弘 安平 ノーザンファーム ４５０± ０ 〃 アタマ ２６．９

７１３ アニメイトバイオ 牝３栗 ５５ 内田 博幸バイオ� 牧 光二 安平 ノーザンファーム ４５０－２０ 〃 アタマ １２．４�
２４ コスモネモシン 牝３青鹿５５ 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 清水 英克 様似 富田 恭司 ４３２－ ６ 〃 ハナ ２０．９�
３６ ワイルドラズベリー 牝３鹿 ５５ 浜中 俊近藤 英子氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム ４４８＋ ２１：３３．８クビ ３９．７
５１０ レディアルバローザ 牝３鹿 ５５ 和田 竜二 �ロードホースクラブ 池江 泰郎 新ひだか ケイアイファーム ４６６± ０１：３４．０１	 ４４．４�
４７ タガノエリザベート 牝３黒鹿５５ 川田 将雅八木 昌司氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８８－ ２１：３４．２１	 １８．６�
８１８ プリンセスメモリー 牝３鹿 ５５ 勝浦 正樹海谷 幸司氏 高橋 義博 千歳 社台ファーム ３８４－１０１：３４．３クビ ６１．８�
６１２ ステラリード 牝３栗 ５５ 藤田 伸二広尾レース� 森 秀行 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム ４４０＋ ２ 〃 クビ １５０．６�
３５ モ ト ヒ メ 牝３鹿 ５５ 大野 拓弥黒澤 尚氏 松永 康利 新ひだか 岡田スタツド ４５０＋ ２１：３４．４� １４９．７�
７１５ サウンドバリアー 牝３芦 ５５ 渡辺 薫彦増田 雄一氏 安達 昭夫 浦河 笹地牧場 ４５８－ ８１：３４．５クビ ４７．８�
８１６ ラナンキュラス 牝３青 ５５ 四位 洋文前田 幸治氏 矢作 芳人 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４４± ０１：３５．１３� １４．９�
７１４ ジュエルオブナイル 牝３鹿 ５５ 幸 英明 �グリーンファーム 荒川 義之 千歳 社台ファーム ４３０＋ ２１：３５．５２� １６８．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ４４６，６５５，３００円 複勝： ５２２，０４５，４００円 枠連： ６７８，１２０，６００円

普通馬連： ２，６８７，２９０，０００円 馬単： １，４６７，９６９，１００円 ワイド【拡大馬連】： ５８１，１３１，３００円

３連複： ３，２４２，９１５，６００円 ３連単： ６，９７５，２１５，５００円 計： １６，６０１，３４２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １３０円 � ３１０円 � ５５０円 枠 連（４－５） １，０３０円

普通馬連 �� １，４４０円 馬 単 �� ２，４３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５７０円 �� １，０２０円 �� ３，２２０円

３ 連 複 ��� ８，５００円 ３ 連 単 ��� ３８，５２０円

票 数

単勝票数 計４４６６５５３ 的中 � １２９１１５３（１番人気）
複勝票数 計５２２０４５４ 的中 � １７２８２３５（１番人気）� ３５１９４３（３番人気）� １７２６２０（１０番人気）
枠連票数 計６７８１２０６ 的中 （４－５） ４８９８３５（５番人気）
普通馬連票数 計２６８７２９００ 的中 �� １３８４１７８（４番人気）
馬単票数 計１４６７９６９１ 的中 �� ４４６８７１（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計５８１１３１３ 的中 �� ２６７７９２（３番人気）�� １４０７４８（７番人気）�� ４１９３７（３８番人気）
３連複票数 計３２４２９１５６ 的中 ��� ２８１６９４（２３番人気）
３連単票数 計６９７５２１５５ 的中 ��� １３３６５６（１０５番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．２―１１．８―１１．９―１１．４―１１．１―１１．１―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．８―３５．６―４７．５―５８．９―１：１０．０―１：２１．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．８―３F３４．４
３ ・（８，１０）（３，１１）（９，１４）（４，６，１３）（１，５，７）（２，１６，１７）（１８，１５）１２ ４ ８（１０，１１）（３，９）（６，１４）（１，４，１３，７）（２，５）１７（１８，１５）１６，１２

勝馬の
紹 介

ア パ パ ネ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Salt Lake デビュー ２００９．７．５ 福島３着

２００７．４．２０生 牝３鹿 母 ソルティビッド 母母 Piper Piper ６戦４勝 賞金 ２１１，５２３，０００円
〔制裁〕 ショウリュウムーン号の騎手佐藤哲三は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（２番・１３番への進路影響）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の９頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ９頭 アマファソン号・ケイアイデイジー号・ジュヴェビアン号・スティールパス号・スマートメビウス号・

ベストクルーズ号・ラフォルジュルネ号・ロジフェローズ号・ワシリーサ号
※一般事項Ⅴ－２の（４）によりアパパネ号・オウケンサクラ号・エーシンリターンズ号・ショウリュウムーン号は，優駿牝馬（GⅠ）競走に優
先出走できる。



０９０７１ ４月１１日 晴 良 （２２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 ３９２，０００円 １１２，０００円 ５６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０９．７
１：０８．７

重

重

８１５� エーシンリードオー 牝４黒鹿５５ 岩田 康誠�栄進堂 小崎 憲 米 Winches-
ter Farm ４７８＋ ４１：１１．７ ３．３�

１２ ドクターラオウ 牡４鹿 ５７ 佐藤 哲三�アカデミー 西園 正都 新冠 清水 克則 ５０８－ ４１：１２．１２� ４．７�
７１３ キクノフレヴァン 牡４鹿 ５７ 藤岡 佑介菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム ４５６－ ６ 〃 クビ ８．０�
７１４ エイシンクエスト 牡４栗 ５７ 内田 博幸平井 豊光氏 野元 昭 新ひだか 藤原牧場 ５１４± ０１：１２．３１� ８．３�
２４ ア ナ モ リ 牝５鹿 ５５ 川田 将雅鈴木 義孝氏 吉田 直弘 平取 坂東牧場 ４３２－ ４１：１２．４クビ ４．８�
３６ 	 ユウキアックン 牡５栗 ５７ 武 幸四郎ちきり組合 梅田 康雄 静内 高橋フアーム ４９６± ０ 〃 クビ １４．３�
５９ シャーズブルー 牡４鹿 ５７ 小牧 太	谷川牧場 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 B５３２－ ８１：１２．７１
 ２２．０

１１ プライムパレス 牡４鹿 ５７ 和田 竜二小林 量氏 清水 出美 新冠 高瀬 敦 ５６８± ０１：１２．８
 １２７．１�
４８ ユ メ イ ッ ポ 牝５栗 ５５ 国分 恭介昴ホースクラブ 福島 信晴 三石 沖田 哲夫 ４９４＋ ４ 〃 ハナ ２７．３�
６１２� レッドスポーツカー 牡７鹿 ５７ 勝浦 正樹藤田 在子氏 天間 昭一 米 Gilbert G.

Campbell B４７０－ ４１：１３．２２� ５６．３
８１６ マルサンチーフ 牡５黒鹿５７ 幸 英明松井三千年氏 南井 克巳 浦河 バンダム牧場 ５３０－ ２１：１３．３� １２７．５�
４７ 	 デュークワンダー 牡４栗 ５７ 福永 祐一伊東 純一氏 庄野 靖志 静内 静内フジカ

ワ牧場 B４９８＋ ２１：１３．４クビ ２０．１�
３５ タムロウイング 牝４鹿 ５５ 酒井 学谷口 屯氏 西園 正都 浦河 �桁牧場 ４６８＋ ８１：１３．８２� ４６．６�
２３ 	 ア ピ ー ル 牝５栗 ５５ 蛯名 正義長谷川光司氏 吉岡 八郎 浦河 小倉牧場 ４１４± ０１：１３．９クビ ９９．４�
５１０	 ホッコーワンマン 牡６栗 ５７ 飯田 祐史矢部 幸一氏 須貝 尚介 門別 浦新牧場 ５００± ０ 〃 クビ ８８．９�
６１１ クレバージェフリー 牡７鹿 ５７ 高倉 稜田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 ４６２＋１４ 〃 同着 ２１３．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４２，４１０，４００円 複勝： ６０，１２４，０００円 枠連： ４４，８５６，２００円

普通馬連： １６９，４２５，３００円 馬単： １００，１３４，７００円 ワイド【拡大馬連】： ５０，３６７，３００円

３連複： ２０３，５１９，３００円 ３連単： ３８１，２９５，１００円 計： １，０５２，１３２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １４０円 � １８０円 � ２２０円 枠 連（１－８） ８７０円

普通馬連 �� ９４０円 馬 単 �� １，６２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３４０円 �� ４８０円 �� ６３０円

３ 連 複 ��� ２，１６０円 ３ 連 単 ��� ８，６６０円

票 数

単勝票数 計 ４２４１０４ 的中 � １０４１８２（１番人気）
複勝票数 計 ６０１２４０ 的中 � １３７７８０（１番人気）� ８９５６０（３番人気）� ６０９５０（４番人気）
枠連票数 計 ４４８５６２ 的中 （１－８） ３８４７２（２番人気）
普通馬連票数 計１６９４２５３ 的中 �� １３３５５２（１番人気）
馬単票数 計１００１３４７ 的中 �� ４５７４６（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５０３６７３ 的中 �� ３９３１２（１番人気）�� ２５５９７（４番人気）�� １８７１８（６番人気）
３連複票数 計２０３５１９３ 的中 ��� ６９７１４（２番人気）
３連単票数 計３８１２９５１ 的中 ��� ３２５２０（４番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．３―１１．８―１１．６―１２．０―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．７―３５．５―４７．１―５９．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エーシンリードオー �
�
父 Orientate �

�
母父 Alydeed デビュー ２００８．１２．２７ 阪神３着

２００６．５．２生 牝４黒鹿 母 Eishin Linden 母母 Polish Devil １４戦３勝 賞金 ３９，５９２，０００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） １頭 ミッキーフォルテ号
（非抽選馬） １頭 ドキャーレ号



０９０７２ ４月１１日 晴 良 （２２阪神２）第６日 第１２競走 ��
��２，０００�阪神スプリングプレミアム

発走１６時５０分 （キョウエイマーチメモリアル）（ダート・右）
４歳以上，１，６００万円以下，２１．４．１１以降２２．４．４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

２：０１．０
２：０１．０

不良

不良

４７ � トーセンモナーク 牡５栗 ５６ 四位 洋文島川 �哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ５２０－ ８２：０５．２ ６．１�

６１２ サンデーヒストリー 牡５青鹿５５ 鮫島 良太�ターフ・スポート平田 修 浦河 秋場牧場 ５３０－ ４２：０５．９４ １９．４�
７１３ ピースキーパー 牡５鹿 ５５ 藤岡 康太 �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 ４８８－ ６２：０６．０� ３０．４�
１２ アドマイヤスワット 牡５栗 ５７ 川田 将雅近藤 利一氏 橋田 満 早来 ノーザンファーム ５００－ ２２：０６．３１� ２６．５�
８１５� サクラロミオ 牡５鹿 ５７ 藤岡 佑介�さくらコマース羽月 友彦 静内 新和牧場 ４９８＋ ２ 〃 クビ ５．４	
２３ ディアプリンシパル 牡５青 ５５ 池添 謙一寺田千代乃氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント ４７０－ ４２：０６．４クビ ９．３

３５ ボクノタイヨウ 牡５黒鹿５６ 藤田 伸二平田 修氏 白井 寿昭 新冠 秋田牧場 ４８４＋ ２２：０６．７２ １８．３�
５１０ ロッソトウショウ 牝５栗 ５２ 浜中 俊トウショウ産業� 土田 稔 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４４８－１２ 〃 クビ ８３．６�
６１１ ピエナポパイ 牡５栗 ５５ 幸 英明本谷 兼三氏 木原 一良 浦河 岡本牧場 ４９８－ ８ 〃 ハナ ５２．４
３６ � エターナルスマイル 牡８鹿 ５５ 伊藤 直人 �ユートピア牧場 斎藤 誠 登別 ユートピア牧場 ５００－ ４ 〃 ハナ ３７．９�
４８ キングスエンブレム 牡５青 ５８ 内田 博幸 �サンデーレーシング 石坂 正 早来 ノーザンファーム ４５８－１０ 〃 ハナ ６．５�
７１４ ドリームライナー 牡４鹿 ５６ 和田 竜二青山 洋一氏 池江 泰郎 静内 井高牧場 ４８４－ ２２：０６．８クビ ４．６�
２４ � ダンツクリスエス 牡４鹿 ５４ 勝浦 正樹山元 哲二氏 本田 優 浦河 信成牧場 ５２２± ０２：０７．０１ ７１．４�
５９ グッドフロマージュ 牡７鹿 ５２ 国分 恭介杉立 恭平氏 宮 徹 新冠 アラキフアーム ５２６＋ ６２：０８．１７ ２２１．４�
１１ ブラストヘッド 牡４鹿 ５５ 横山 典弘前田 幸治氏 萩原 清 早来 ノーザンファーム B５０４＋ ２２：０８．５２� ８．８�
８１６ プログレスエバー 牡７鹿 ５２ 小林 徹弥橋場 勇二氏 宮 徹 浦河 大島牧場 ５７８＋ ２２：０９．４５ ２７４．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ８８，６９５，８００円 複勝： １２４，７２９，１００円 枠連： ８７，６６３，４００円

普通馬連： ３２５，３７６，８００円 馬単： １７７，２２２，８００円 ワイド【拡大馬連】： １０８，５３２，２００円

３連複： ４２３，０８７，８００円 ３連単： ７７２，１５６，７００円 計： ２，１０７，４６４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６１０円 複 勝 � ２７０円 � ５３０円 � ７２０円 枠 連（４－６） ２，９５０円

普通馬連 �� ７，３５０円 馬 単 �� １３，０５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，１７０円 �� ２，８２０円 �� ４，０３０円

３ 連 複 ��� ３８，８５０円 ３ 連 単 ��� １９７，９３０円

票 数

単勝票数 計 ８８６９５８ 的中 � １２１６３９（３番人気）
複勝票数 計１２４７２９１ 的中 � １４８２９１（３番人気）� ６２６６６（８番人気）� ４３９１８（９番人気）
枠連票数 計 ８７６６３４ 的中 （４－６） ２３３７０（１５番人気）
普通馬連票数 計３２５３７６８ 的中 �� ３４８９１（２６番人気）
馬単票数 計１７７２２２８ 的中 �� １０６９８（４６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１０８５３２２ 的中 �� １３２６４（２２番人気）�� １００７６（３４番人気）�� ７０１９（４７番人気）
３連複票数 計４２３０８７８ 的中 ��� ８５８２（１２８番人気）
３連単票数 計７７２１５６７ 的中 ��� ３０７４（６４０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２４．４―３６．３―５０．２―１：０３．２―１：１６．１―１：２８．６―１：４０．７―１：５２．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．１―３F３６．６
１
３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

�トーセンモナーク �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Machiavellian

２００５．２．１９生 牡５栗 母 ホワイトウォーターアフェア 母母 Much Too Risky ７戦４勝 賞金 ４６，１４３，０００円
地方デビュー ２００９．２．１１ 浦和

※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 アグネスネクタル号・キングバンブー号・シーダーラック号・ブルーレパード号・メイショウゲンスイ号



（２２阪神２）第６日 ４月１１日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８３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

３７０，４３０，０００円
６，３９０，０００円
７，３２０，０００円
４２，９７０，０００円
３７，７５０，０００円
２３７，０００円
２３７，０００円

６５，０３９，０００円
５，４２４，０００円
１，８１１，７００円

勝馬投票券売得金
７８６，５２９，３００円
１，０２３，１２０，４００円
９６５，４０４，１００円
３，７６１，２６１，６００円
２，１７３，５２７，９００円
９５６，７８３，９００円
４，６２３，４３３，１００円
９，５２０，３８０，５００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 ２３，８１０，４４０，８００円

総入場人員 ５７，８４５名 （有料入場人員 ５５，８７３名）




