
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

０９０６１ ４月１０日 晴 重 （２３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０５分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：０９．７
１：０８．７

重

重

３５ ミヤビヘレネ 牝３鹿 ５４ 内田 博幸村上 義勝氏 尾関 知人 浦河 大成牧場 ４８４＋１８１：１３．０ ５．４�

８１５ レッツマンボウ 牝３栗 ５４ 柴山 雄一�ミルファーム 田島 俊明 浦河 岡本 昌市 ４６０＋ ４ 〃 クビ ４．４�
５１０ トーアシシイ 牝３栗 ５４ 松岡 正海高山ランド� 村山 明 豊浦トーア牧場 ４８４－１０１：１３．２１ ７．７�
４８ マウントフジ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一 �グリーンファーム 宮本 博 浦河 有限会社

吉田ファーム ４１２－ ８１：１３．６２� ５４．６�
１２ プットオンザリッツ 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠諸江 幸祐氏 武市 康男 新ひだか 坂本牧場 ４５６－１０１：１３．７� １１．４�
４７ サクラメアリ 牝３栃栗５４ 吉田 隼人�さくらコマース伊藤 圭三 新冠 川上 悦夫 ４３８－ ４１：１３．９１� ２５．２	
６１２ クールグラン 牝３芦 ５４

５１ ▲国分 優作林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４６６＋ ２ 〃 ハナ ７．５

８１６ セクシイスイート 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ５１０－ ６１：１４．０クビ ３．６�
２４ ニホンピロヴィータ 牝３栗 ５４ 三浦 皇成小林百太郎氏 小島 茂之 新ひだか 佐竹 学 ４８０ ―１：１４．３２ １７．４�
３６ サトノヴィクトリア 牝３黒鹿５４ 田中 勝春里見 治氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４７６＋ ６１：１４．７２� ４８．０
５９ タケショウデオ 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝�ナイト商事 国枝 栄 浦河 富菜牧場 ４４４＋１０１：１４．９１� ５１．４�
７１３ カムトゥゲザー 牝３黒鹿５４ 安藤 光彰薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 ４５２－ ８ 〃 アタマ ４４３．８�
６１１ ヒ ノ コ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 ４２８ ―１：１５．１１� １２６．８�
７１４ カメリアバンダム 牝３鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志山科 統氏 柴田 政見 浦河 バンダム牧場 ３９４ ―１：１５．９５ ３３２．３�
１１ セラミックレディー 牝３鹿 ５４

５１ ▲横山 和生難波 経雄氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ３８８－２２１：１６．２１� １８３．４�
２３ メ ー デ イ ア 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介 �社台レースホース笹田 和秀 安平 追分ファーム ４９８ ―１：１７．６９ ２４．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，２６１，２００円 複勝： ３２，５２９，２００円 枠連： １６，５３３，８００円

普通馬連： ５１，０５７，９００円 馬単： ３０，１１３，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，０５０，３００円

３連複： ７２，１４９，１００円 ３連単： １０１，５７３，７００円 計： ３４１，２６８，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � ２３０円 � １６０円 � ２１０円 枠 連（３－８） ５８０円

普通馬連 �� １，４９０円 馬 単 �� ２，７９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５８０円 �� ７８０円 �� ４９０円

３ 連 複 ��� ２，４１０円 ３ 連 単 ��� １４，３８０円

票 数

単勝票数 計 １５２６１２ 的中 � ２２４７８（３番人気）
複勝票数 計 ３２５２９２ 的中 � ３５０５４（５番人気）� ６１９７９（２番人気）� ３９１４３（４番人気）
枠連票数 計 １６５３３８ 的中 （３－８） ２１３７０（２番人気）
普通馬連票数 計 ５１０５７９ 的中 �� ２５３７２（７番人気）
馬単票数 計 ３０１１３２ 的中 �� ７９７５（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２０５０３ 的中 �� ９４１６（７番人気）�� ６７７８（１０番人気）�� １１４１５（５番人気）
３連複票数 計 ７２１４９１ 的中 ��� ２２１０８（６番人気）
３連単票数 計１０１５７３７ 的中 ��� ５２１４（３４番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．４―１２．２―１２．２―１２．２―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．６―３５．８―４８．０―１：００．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミヤビヘレネ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー ２０１０．８．１ 新潟３着

２００８．３．７生 牝３鹿 母 アイレスタイセイ 母母 ジヨーデイアレスト ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メーデイア号は，平成２３年５月１０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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 フィクスドスター号
（非抽選馬） ２頭 ロングエクセル号・ワンダーエレメント号

０９０６２ ４月１０日 晴 重 （２３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３５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

１：２１．８
１：２１．８

稍重

稍重

２４ � サトノモンスター 牡３鹿 ５６ 福永 祐一里見 治氏 矢作 芳人 米 Masatake
Iida ４８２± ０１：２５．５ ２．８�

８１５ サカジロゴールド 牡３鹿 ５６ 武 豊ロイヤルパーク 崎山 博樹 浦河 宮内牧場 ４９８－ ２１：２５．６� １２．１�
２３ スマイリングムーン 牝３黒鹿５４ 岩田 康誠吉田 正志氏 岡田 稲男 安平 追分ファーム ５１４－１２１：２５．７クビ ３４．２�
３５ ゴールドエンジュ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司�菅井牧場 松山 将樹 新冠 武田 修一 ４４４＋ ８１：２６．１２� １９．８�
３６ セイカフォルテ 牡３鹿 ５６ 津村 明秀久米 大氏 相沢 郁 新ひだか タイヘイ牧場 ４４０－ ８ 〃 クビ ６．５�
５１０ デルマインドラ 牡３鹿 ５６ 竹之下智昭浅沼 廣幸氏 友道 康夫 千歳 社台ファーム B５３８± ０１：２６．２� ８．５�
４８ ディープルマン 牡３鹿 ５６ 松岡 正海深見 敏男氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム ５１４ ―１：２７．０５ ２３６．５	
８１６� アクアピューラ 牡３鹿 ５４

５１ ▲国分 優作 �キャロットファーム 吉田 直弘 豪 Goldendale ４７６ ― 〃 ハナ ４３．５

７１４ レッドイデア 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義 �東京ホースレーシング 久保田貴士 日高 下河辺牧場 ４５６－１６ 〃 クビ ６．８�
６１２ ダイワコンフォート 牡３栗 ５６ 柴田 善臣大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 ４７０－ ６１：２７．１クビ １８３．４
１１ � タ ー ル タ ン 牡３芦 ５６ 内田 博幸グリーンフィールズ� 鶴留 明雄 米 George Waggoner

Stables Inc. ４７２＋ ４ 〃 クビ ４．１�
４７ ニューディケイド 牡３栗 ５６ 和田 竜二諸江 幸祐氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４８０ ―１：２７．８４ １８７．１�
６１１ ネロスパーダ 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝藤井 謙氏 鈴木 伸尋 浦河 日東牧場 ４４２－ ４１：２８．０１ ５１．９�
５９ ファンシービビッド 牝３栗 ５４

５１ ▲藤懸 貴志青山 洋一氏 平田 修 千歳 社台ファーム ４９２＋１２１：２８．４２� ８７．８�
１２ ユウキビバボーイ 牡３栗 ５６ 熊沢 重文ちきり組合 梅田 康雄 日高 日西牧場 ４６８± ０１：２８．６１� １３０．１�
７１３ アビリティバイオ 牡３鹿 ５６ 池添 謙一バイオ� 清水 出美 日高 中館牧場 ４２２－１２１：２９．４５ ４６４．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，９１７，７００円 複勝： ４４，６５６，９００円 枠連： １４，８９６，５００円

普通馬連： ６３，６５１，２００円 馬単： ３８，７５５，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，５３４，２００円

３連複： ８３，８９９，２００円 ３連単： １２９，３１９，９００円 計： ４２４，６３０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １４０円 � ３３０円 � １，０００円 枠 連（２－８） １，３００円

普通馬連 �� １，５００円 馬 単 �� ２，４１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６４０円 �� １，９７０円 �� ５，８２０円

３ 連 複 ��� １８，５３０円 ３ 連 単 ��� ７１，７６０円

票 数

単勝票数 計 ２０９１７７ 的中 � ５８９７４（１番人気）
複勝票数 計 ４４６５６９ 的中 � １２９５８７（１番人気）� ３００７７（６番人気）� ８２８８（８番人気）
枠連票数 計 １４８９６５ 的中 （２－８） ８４９７（６番人気）
普通馬連票数 計 ６３６５１２ 的中 �� ３１３９８（６番人気）
馬単票数 計 ３８７５５３ 的中 �� １１８７９（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８５３４２ 的中 �� １１８０１（６番人気）�� ３４８９（２０番人気）�� １１５２（３９番人気）
３連複票数 計 ８３８９９２ 的中 ��� ３３４２（４６番人気）
３連単票数 計１２９３１９９ 的中 ��� １３３０（１９１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．１―３４．６―４６．９―５９．５―１：１２．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�サトノモンスター �
�
父 Fusaichi Pegasus �

�
母父 A.P. Indy デビュー ２０１１．２．１３ 京都２着

２００８．３．１生 牡３鹿 母 Cathy’s Love 母母 Cathy’s Cool ４戦１勝 賞金 １０，９００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 カガタイキ号・ハナサクテーラー号・メイショウヨサク号
（非抽選馬） ４頭 クリスタルヒル号・スズカガンファイト号・ナリタワイルド号・メイショウモンシロ号

第２回　阪神競馬　第６日



０９０６３ ４月１０日 晴 良 （２３阪神２）第６日 第３競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１１時０５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
１：３１．４

良

良

５１０ ムーンリットレイク 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム ４４０ ―１：３５．９ ５．７�

７１４ マコトサンパギータ 牝３栗 ５４ 横山 典弘眞壁 宏寧氏 松田 国英 浦河 大成牧場 ４３８－ ２１：３６．１１� ４．４�
８１８ メイショウヤタロウ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 日の出牧場 ４７４－ ２ 〃 クビ ２．４�
３６ オールザットジャズ 牝３鹿 ５４ 和田 竜二市川 義美氏 角居 勝彦 新ひだか フジワラフアーム ４４８ ―１：３６．６３ ３２．７�
４８ メイショウクロガネ 牡３鹿 ５６ 武 豊松本 好雄氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 ４７０－ ６１：３６．８１ ７．５�
１２ タ イ タ ン 牡３栗 ５６

５３ ▲国分 優作深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 ４６４± ０１：３７．０１� １２．１�
４７ マイネルトゥモロー 牡３黒鹿５６ 松岡 正海 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 新ひだか 千代田牧場 ４５６－ ４ 〃 クビ ３１．２

６１２ サクラアドニス 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠	さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 ４５６－ ２１：３７．２１� １１．４�
７１３ ゴールデンコマンド 牡３青 ５６ 内田 博幸	協栄 加用 正 日高 タバタファーム ４７０ ―１：３７．６２� ２２７．３�
５９ ホクセツタイガー 牡３黒鹿５６ 浜中 俊平島 尚武氏 宮本 博 新冠 ムラカミファーム ４４４ ― 〃 ハナ １７０．２
２４ � ザ ナ 牝３黒鹿５４ 吉田 隼人前田 幸治氏 矢作 芳人 愛

Epona Blood-
stock Ltd and
P. A. Byrne

４１６＋ ６１：３７．７� ２７１．９�
８１６ エーシンマギー 牝３黒鹿５４ 三浦 皇成	栄進堂 小崎 憲 新ひだか 築紫 洋 ４２２－１０１：３７．８� １０２．４�
８１７ トミケンアエラス 牝３栗 ５４ 的場 勇人冨樫 賢二氏 的場 均 平取 高橋 啓 ４５２＋ ２１：３７．９� ５３９．５�
６１１ ソレイユトウショウ 牝３栗 ５４ 武士沢友治トウショウ産業	 池上 昌弘 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４７８ ―１：３８．０クビ ４９０．７�
２３ グッドシーユー 牡３黒鹿５６ 田中 勝春三谷 章氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム ５２０ ―１：３８．６３� １６４．３�
７１５ ディープアリア 牡３鹿 ５６ 北村 友一深見 敏男氏 本田 優 日高 下河辺牧場 ４７０ ―１：３８．７� ４６３．２�
１１ ユキノアイオロス 	３鹿 ５６ 秋山真一郎井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム ４５６＋ ６１：３８．９１� ２７．４�
３５ テイエムタキシード 牡３青鹿５６ 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 鎌田 正嗣 ４７８ ―１：３９．６４ ３８２．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２６，１５２，４００円 複勝： ５１，７８０，４００円 枠連： １６，４６８，７００円

普通馬連： ６８，３１５，１００円 馬単： ４４，６８６，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，３６０，３００円

３連複： ８６，９７３，１００円 ３連単： １４４，２８７，３００円 計： ４７０，０２３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５７０円 複 勝 � ２００円 � １４０円 � １１０円 枠 連（５－７） １，９３０円

普通馬連 �� １，６２０円 馬 単 �� ３，１８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５６０円 �� ３８０円 �� １８０円

３ 連 複 ��� １，１５０円 ３ 連 単 ��� ９，５００円

票 数

単勝票数 計 ２６１５２４ 的中 � ３６７６５（３番人気）
複勝票数 計 ５１７８０４ 的中 � ４５６８３（４番人気）� ９７９２７（２番人気）� １８３１２１（１番人気）
枠連票数 計 １６４６８７ 的中 （５－７） ６３０６（８番人気）
普通馬連票数 計 ６８３１５１ 的中 �� ３１３０９（６番人気）
馬単票数 計 ４４６８６４ 的中 �� １０３７４（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１３６０３ 的中 �� １１５９９（８番人気）�� １８４９４（３番人気）�� ５４７８８（１番人気）
３連複票数 計 ８６９７３１ 的中 ��� ５５９０３（３番人気）
３連単票数 計１４４２８７３ 的中 ��� １１２１１（１９番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．４―１２．３―１３．１―１２．６―１１．１―１１．１―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．９―３６．２―４９．３―１：０１．９―１：１３．０―１：２４．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．６―３F３４．０
３ ・（８，１０）１４（１１，１６）６，７，４（１３，１７）（１，２，１８）１２，１５（３，５）－９ ４ ・（８，１０）１６（１４，１１，７，１８）（６，１３，１７）１２（４，１，２）（３，９，１５）－５

勝馬の
紹 介

ムーンリットレイク �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Sinndar 初出走

２００８．４．２０生 牡３鹿 母 ムーンライトダンス 母母 Style of Life １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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ５頭 コアレスドラード号・シャイニーフェイト号・シャドウシューター号・シルクユージー号・ヒカルハナフブキ号

０９０６４ ４月１０日 晴 稍重 （２３阪神２）第６日 第４競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１１時３５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

１：０９．７
１：０８．７

重

重

３５ � モルフェメイト 牝３黒鹿５４ 武士沢友治並河賢一郎氏 大江原 哲 浦河 浦河土肥牧場 ４１４± ０１：１２．６ ２６．９�

８１６ ジャマイカジョー 牡３黒鹿５６ 石橋 守薪浦 英稔氏 梅田 康雄 新ひだか 秋田育成牧場 ４３２－ ２１：１２．８１� ３２．０�
５１０ ダッシャーワン 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三�田 信氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 ４９６± ０１：１２．９� ７．０�
８１５ コーンドリー 牝３黒鹿５４ 三浦 皇成 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４５８－１０ 〃 クビ ５．６�
５９ ホーマンルッツ 牡３栗 ５６ 池添 謙一久保 博文氏 安田 隆行 平取 びらとり牧場 ４４２± ０１：１３．０� ８．４�
４７ ジョーアカリン 牝３黒鹿５４ 古川 吉洋上田けい子氏 村山 明 新ひだか 平野牧場 ４２２－ ４１：１３．２１ ６．８	
７１３ サンバホイッスル 牝３鹿 ５４ 吉田 豊グリーンスウォード 和田 正道 日高 川島 良一 ４６６± ０ 〃 クビ ４６．９

４８ サトノティアラ 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二里見 治氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４６４－１０１：１３．４� ８．４�
６１２ サルココッカ 牝３鹿 ５４ 松岡 正海吉田 和美氏 河内 洋 安平 ノーザンファーム ３９８＋ ８ 〃 ハナ ３０．１�
２３ サーストンサブリナ 牝３鹿 ５４ 的場 勇人齊藤 宣勝氏 的場 均 浦河 中村 雅明 ４５０＋ ４１：１３．６１� ４．３
３６ タイセイマグナム 牡３栗 ５６

５５ ☆国分 恭介田中 成奉氏 新川 恵 新冠 松本 信行 ５１４＋ ６ 〃 ハナ ２２．４�
７１４ ナイトフライト 牝３栗 ５４ 熊沢 重文橋元 勇氣氏 鶴留 明雄 新冠 パカパカ

ファーム ４７６－ ２１：１４．３４ １３．３�
６１１ アイランズギフト 牝３鹿 ５４ 四位 洋文下河�行雄氏 武藤 善則 日高 下河辺牧場 ４５０－ ６１：１４．４� ８６．８�
１２ ワイズアンドクール 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠青芝商事� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４８０－ ６１：１４．８２� ２２．８�
２４ エランドール 牝３鹿 ５４ 北村 友一�辻牧場 坪 憲章 浦河 辻 牧場 ４３２＋ ４１：１５．１１� ４３．０�
１１ � クラウンハッピー 牝３芦 ５４ 伊藤 直人矢野 悦三氏 高柳 瑞樹 浦河 福岡 光夫 ４１２－ ６ 〃 クビ ４３２．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，３０４，４００円 複勝： ３８，２９５，３００円 枠連： ２１，４４７，３００円

普通馬連： ６４，６１９，４００円 馬単： ３５，６９４，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，３６５，５００円

３連複： ８７，３１７，９００円 ３連単： １２０，３２７，２００円 計： ４１８，３７１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，６９０円 複 勝 � ５５０円 � ８００円 � ２３０円 枠 連（３－８） ３，０７０円

普通馬連 �� ２４，３２０円 馬 単 �� ４９，８００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，３１０円 �� １，６００円 �� ２，７１０円

３ 連 複 ��� ３２，７３０円 ３ 連 単 ��� ２９５，０３０円

票 数

単勝票数 計 ２１３０４４ 的中 � ６２４８（１０番人気）
複勝票数 計 ３８２９５３ 的中 � １７０４０（９番人気）� １１１７０（１１番人気）� ５４７０７（２番人気）
枠連票数 計 ２１４４７３ 的中 （３－８） ５１７０（１４番人気）
普通馬連票数 計 ６４６１９４ 的中 �� １９６１（７３番人気）
馬単票数 計 ３５６９４４ 的中 �� ５２９（１４６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９３６５５ 的中 �� １６５７（５４番人気）�� ４５９４（１９番人気）�� ２６６４（３９番人気）
３連複票数 計 ８７３１７９ 的中 ��� １９６９（１２２番人気）
３連単票数 計１２０３２７２ 的中 ��� ３０１（９６８番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．７―１２．４―１２．５―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．０―３４．７―４７．１―５９．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�モルフェメイト �
�
父 ニューイングランド �

�
母父 コマンダーインチーフ

２００８．２．２５生 牝３黒鹿 母 ミ ア モ ー レ 母母 カスパースカイゴールド ４戦１勝 賞金 ８，８００，０００円
地方デビュー ２０１０．５．２７ 門別

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２９頭 アグネスウイッシュ号・エイコオウイング号・オンデマンド号・カノヤキャプテン号・コウエイキング号・

コロカムイ号・サンライズアバカス号・シゲルカンサヤク号・シナトラソング号・ジャーグラット号・
ショウナンタスク号・セトノシャンクス号・タナトス号・トーセンナスクラ号・トーホウペッグ号・ナムラストリーク号・
ナムラドリーミー号・マルコフジ号・マルタカシクレノン号・マーベラスビジン号・モルフェソングエル号・
ヤマニンパピオネ号・ヤマニンラレーヌ号・ラプターセイハート号・レッドマーベル号・レディオブパーシャ号・
ロイヤルサルート号・ロトドレッサー号・ロードカナロア号



０９０６５ ４月１０日 晴 良 （２３阪神２）第６日 第５競走 ��２，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１２時２５分 （芝・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

２：１０．９
２：１０．１

良

良

５９ � エドノヤマト 牡４青 ５７ 武 豊遠藤 喜松氏 梅田 智之 日高 エンドレス
ファーム ４６２－ ３２：１４．０ １１．４�

３６ キングウェールズ 牡５鹿 ５７ 和田 竜二杉山 美惠氏 浅見 秀一 新冠 パカパカ
ファーム ４５２± ０２：１４．２１� ２．６�

４８ オペラオーカン 牡４黒鹿５７ 三浦 皇成吉田都枝江氏 堀井 雅広 浦河 グラストレーニ
ングセンター B４７０－ ８２：１４．４１� ２４．６�

６１２ タマモグランプリ �４鹿 ５７ 浜中 俊タマモ� 川村 禎彦 新冠 村田牧場 ４２４－１２２：１４．５� １７．６�
１１ トウカイパラダイス 牡４黒鹿５７ 秋山真一郎内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 ４９８－ ６ 〃 クビ １６．５�
８１７ スティアヘッド 牡５鹿 ５７ 吉田 隼人�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 ４５８－ ４２：１４．７１� ４８．２	
２４ パリエノミチ 牡４栗 ５７ 藤田 伸二嶋田 賢氏 本郷 一彦 新冠 村上牧場 ４９２－１０ 〃 ハナ ８．０

８１８ ゼロチョウサン 牡４鹿 ５７ 松岡 正海長山 尚義氏 小笠 倫弘 平取 坂東牧場 ４４０－１２２：１４．８	 １１．９�
３５ セータミスタ 牝４黒鹿５５ 岩田 康誠藤田 孟司氏 小島 茂之 新冠 ノースヒルズマネジメント ４３４＋ ６２：１４．９クビ ３６．５�
２３ アグネスハイヤー 牡５鹿 ５７ 藤岡 佑介渡辺 孝男氏 鮫島 一歩 千歳 社台ファーム ４５６＋ ６２：１５．４３ ９６．１
５１０ マイネヴィント 牝４栗 ５５

５４ ☆国分 恭介 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム ４７０＋ ８２：１５．５クビ １８７．１�

７１４ ユングフラウヨシコ 牝５栗 ５５
５２ ▲平野 優下田穰一郎氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４６６－ ４ 〃 クビ １４．５�

１２ フェリシダージ 牝４鹿 ５５ 北村 友一�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９２＋ ８２：１６．３５ ７．６�
４７ � リスキープラン 牡４鹿 ５７ 内田 博幸�アイテツ 森 秀行 新ひだか カタオカステーブル ４６０－１５２：１６．５１� １５９．７�
８１６� セフティファンキー 牡５栗 ５７

５４ ▲国分 優作池田 實氏 南井 克巳 浦河 梅田牧場 ４５４－ ８２：１６．７１� １９３．３�
７１５ ロ グ 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝石瀬 浩三氏 須貝 尚介 日高 大平ファーム ５０６± ０２：１７．５５ １１．１�
６１１� フローズンダイキリ 牝５黒鹿５５ 四位 洋文金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 浦河 ノーザンファーム ５００＋１０２：１７．６クビ ２２．１�
７１３ マチカネユウビ 牝４栗 ５５ 吉田 豊吉田 千津氏 小島 茂之 日高 待兼牧場 B４０４－１２２：１７．８１� １２８．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２０，６０１，５００円 複勝： ４０，９２７，３００円 枠連： １９，８４７，１００円

普通馬連： ６７，０４２，６００円 馬単： ３６，４７５，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，６４６，０００円

３連複： ８８，９３５，６００円 ３連単： １２３，９４２，６００円 計： ４２７，４１７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１４０円 複 勝 � ４２０円 � １４０円 � ４２０円 枠 連（３－５） ２，４５０円

普通馬連 �� ２，８８０円 馬 単 �� ６，４６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８７０円 �� ５，８５０円 �� ８８０円

３ 連 複 ��� １６，７５０円 ３ 連 単 ��� ９５，８９０円

票 数

単勝票数 計 ２０６０１５ 的中 � １４２５５（５番人気）
複勝票数 計 ４０９２７３ 的中 � ２０５７７（８番人気）� １０９５９５（１番人気）� ２０６３５（７番人気）
枠連票数 計 １９８４７１ 的中 （３－５） ５９８３（１３番人気）
普通馬連票数 計 ６７０４２６ 的中 �� １７２３６（１０番人気）
馬単票数 計 ３６４７５０ 的中 �� ４１６９（１９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９６４６０ 的中 �� ８６３６（６番人気）�� １１８５（５９番人気）�� ８５１８（７番人気）
３連複票数 計 ８８９３５６ 的中 ��� ３９１９（５６番人気）
３連単票数 計１２３９４２６ 的中 ��� ９５４（２８０番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．６―１０．９―１２．７―１２．６―１２．４―１２．７―１２．７―１２．６―１２．１―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．５―２３．１―３４．０―４６．７―５９．３―１：１１．７―１：２４．４―１：３７．１―１：４９．７―２：０１．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．６―３F３６．９
１
３

３－１，２－５，１１，６－１３（８，９）１５（４，１２）１８（１０，１６）１４－１７－７
３＝１，２（５，１１）（６，９）（８，１５）１３（４，１２，１８）（１０，１６，１７）１４－７

２
４
３＝１，２，５，１１，６，１３，８，９（４，１２，１５）（１０，１８）１６，１４，１７－７
３－１（２，９）（５，１１）（１２，１５）６（８，１８）４（１０，１３，１７）１６（１４，７）

勝馬の
紹 介

�エドノヤマト �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 スズカコバン

２００７．２．９生 牡４青 母 ヘイワンリーフ 母母 サクラセイコー ５戦１勝 賞金 １０，２００，０００円
初出走 JRA

０９０６６ ４月１０日 晴 稍重 （２３阪神２）第６日 第６競走 ��
��１，４００�サラブレッド系４歳以上

発走１２時５５分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：２１．８
１：２１．８

稍重

稍重

４７ シゲルケンシン 牡４鹿 ５７ 小牧 太森中 蕃氏 沖 芳夫 浦河 中村 雅明 ４６８－ ８１：２５．２ ３．３�

１１ シャインエフォート 牝５鹿 ５５ 柴田 善臣皆川 博文氏 根本 康広 日高 大江牧場 ４７６－ ２１：２５．９４ ３．９�
５９ ダノンボルケーノ 牡４栗 ５７ 横山 典弘�ダノックス 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム ４７８－ ２１：２６．０� ６．６�
５１０� オメガブルーベリー 牝４栗 ５５ 三浦 皇成原 	子氏 柴崎 勇 千歳 社台ファーム ４５４－１０１：２６．１� １１．０�
８１６ エルチョコレート 牡５黒鹿５７ 小坂 忠士三宅 勝俊氏 境 直行 日高 いとう牧場 ４５８－ ４１：２６．２� ７．８�
２３ シルククラリティ 牝４黒鹿５５ 藤岡 佑介有限会社シルク庄野 靖志 日高 ヤナガワ牧場 ４８４＋１２１：２６．３� ３８．０�
３５ カタンジャレ 牡５栗 ５７ 熊沢 重文浜RC組合 大橋 勇樹 新ひだか 酒井 静男 ５１０± ０ 〃 クビ ３２．４	
８１５ カフェラビリンス 牡４鹿 ５７ 横山 義行西川 恭子氏 松山 康久 千歳 社台ファーム ５２６＋ ２ 〃 アタマ ９６．０

７１３� サクラソルジャー 牡４栗 ５７ 石橋 守�さくらコマース千田 輝彦 新ひだか 新和牧場 ４７４＋ ９１：２６．４クビ １８１．６�
６１２ シークロノス 牡５鹿 ５７ 古川 吉洋藤田 宗平氏 梅内 忍 門別 日西牧場 ５１４＋１２ 〃 クビ ２５９．５�
６１１� イエスマイダーリン 牝４鹿 ５５ 江田 照男浅田 次郎氏 河野 通文 日高 浜本牧場 ４９８－１６１：２６．６
 ６８．４
７１４� スマートスパイダー 牡５鹿 ５７

５４ ▲藤懸 貴志大川 徹氏 高野 友和 米
Occidental
Thoroughbreds
& Sarum Farm

５２６＋ ８１：２６．８１� １４．７�
２４ スイートベルモット 牝４鹿 ５５ 秋山真一郎 �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 ４４８＋２０１：２７．０
 ８４．９�
３６ � スズノチーフベアー 牡４栗 ５７

５６ ☆国分 恭介阿部 雅子氏 五十嵐忠男 日高 大沢育成牧場 B４５２－ ２１：２７．９５ ７．２�
４８ � ダンドリュー 牡４黒鹿 ５７

５４ ▲横山 和生�三嶋牧場 栗田 徹 浦河 三嶋牧場 ５１４－２０１：２８．９６ １７６．３�
１２ トウカイナックル 牡４栗 ５７ 柴山 雄一内村 正則氏 栗田 徹 浦河 吉田 又治 ４５８＋ ６１：２９．９６ １２７．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，１７９，８００円 複勝： ３７，４６８，９００円 枠連： １６，２２３，４００円

普通馬連： ６４，５６９，１００円 馬単： ３８，８３２，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，４３６，７００円

３連複： ７６，０９３，３００円 ３連単： １２８，５５３，０００円 計： ４０８，３５６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １３０円 � １６０円 � ２００円 枠 連（１－４） ５２０円

普通馬連 �� ５７０円 馬 単 �� １，０４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２６０円 �� ４４０円 �� ６２０円

３ 連 複 ��� １，５４０円 ３ 連 単 ��� ５，４３０円

票 数

単勝票数 計 ２０１７９８ 的中 � ４９２８８（１番人気）
複勝票数 計 ３７４６８９ 的中 � ９７８４６（１番人気）� ６２３８８（２番人気）� ４０３１７（５番人気）
枠連票数 計 １６２２３４ 的中 （１－４） ２３１１４（１番人気）
普通馬連票数 計 ６４５６９１ 的中 �� ８４０７２（１番人気）
馬単票数 計 ３８８３２５ 的中 �� ２７６６２（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６４３６７ 的中 �� ２８３７０（１番人気）�� １４４１１（４番人気）�� ９５５６（８番人気）
３連複票数 計 ７６０９３３ 的中 ��� ３６５５１（４番人気）
３連単票数 計１２８５５３０ 的中 ��� １７５０２（７番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．６―１１．３―１２．１―１２．８―１２．７―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２２．９―３４．２―４６．３―５９．１―１：１１．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シゲルケンシン �
�
父 メイショウドトウ �

�
母父 クロコルージュ デビュー ２００９．１１．１４ 京都７着

２００７．５．４生 牡４鹿 母 シゲルアマゾネス 母母 イクノディクタス １５戦２勝 賞金 ３０，０８０，０００円
〔制裁〕 シャインエフォート号の騎手柴田善臣は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（１１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８頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ８頭 アウトオブオーダー号・アナナス号・クオリティタイム号・グランブリーズ号・サマーアイ号・シセイオウジ号・

プライムパレス号・ライブリシーラ号



０９０６７ ４月１０日 晴 良 （２３阪神２）第６日 第７競走 ��
��１，６００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時２５分 （芝・右・外）

１０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 １０，４００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．４

良

良

８１６ トゥリオンファーレ 牡５黒鹿５７ 福永 祐一 �キャロットファーム 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ５２０－ ４１：３５．１ ３．９�

８１７ リアルハヤテ 牡６鹿 ５７ 藤岡 佑介伊藤 誠吉氏 本郷 一彦 静内 井高牧場 ４３０± ０ 〃 ハナ ６８．４�
５１０ ドリームカトラス 牡４鹿 ５７ 佐藤 哲三セゾンレースホース� 佐々木晶三 新冠 ビッグレッドファーム ４５２± ０ 〃 アタマ ９．４�
５９ ドリームガードナー 牡６栗 ５７ 岩田 康誠セゾンレースホース� 中村 均 千歳 社台ファーム ４７０－ ２ 〃 アタマ ２０．２�
４７ ケープタウンシチー 牝６青 ５５ 蛯名 正義 �友駿ホースクラブ 池上 昌弘 門別 富川田中牧場 ４５８－１８ 〃 ハナ ２１．２�
１１ ノースリヴァー 牝７黒鹿５５ 木幡 初広佐藤 壽男氏 宗像 義忠 新冠 大栄牧場 ４７６－ ８１：３５．２クビ ２２５．３	
４８ � エスジーストリーム 牡６青鹿 ５７

５４ ▲国分 優作窪田 滋氏 藤岡 範士 米
Robert N.
Scanlon & Polo
Green Stable

５０２＋ ８ 〃 クビ １１．９

７１３ ハーティンハート 牡４栗 ５７ 三浦 皇成臼田 浩義氏 上原 博之 日高 日高大洋牧場 ５３０－ ４ 〃 ハナ １７．８�
３６ トップキングダム 牡５栗 ５７ 内田 博幸�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 ４７４－ ４１：３５．４� ４．２�
２３ アドバンスヘイロー 牡５青鹿５７ 田中 勝春西川 隆士氏 河野 通文 新冠 佐藤 信広 ４６６－ ２ 〃 クビ ４．１
３５ 	 テーオーエンジェル 牝６栗 ５５ 柴田 善臣小笹 公也氏 笹田 和秀 門別 ヤナガワ牧場 ４７８＋ ４ 〃 ハナ ３１４．８�
８１８ シゲルタダカツ 牡４栗 ５７ 和田 竜二森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 猿橋 義昭 ５２０－ ２ 〃 アタマ １４３．７�
２４ カ ピ タ ー ノ 牡７黒鹿５７ 後藤 浩輝 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 浦河 富菜牧場 ４９０＋ ２１：３５．５クビ １７．９�
６１１� アグネスティンクル 牡４栗 ５７ 小牧 太渡辺 孝男氏 森 秀行 米 Swetten-

ham Stud ４６８± ０１：３５．６
 ５５．１�
７１５ オカゲサマデ 牝５鹿 ５５ 北村 宏司小田切有一氏 谷 潔 日高 浦新牧場 ４５６＋ ４１：３５．７� １６９．０�
６１２ ウェザーサイド 牡５鹿 ５７ 秋山真一郎吉田 勝己氏 鈴木 孝志 早来 ノーザンファーム ４５２＋ ２１：３６．０１� ２８．６�
７１４ マイネルナタリス 牡４黒鹿５７ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム ４５６－ ４１：３６．２１ ３２．４�
１２ フォレストルーラー 牡５鹿 ５７

５４ ▲平野 優 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 柴田 政見 浦河 日進牧場 ４８０－ ２１：３６．３� １６０．１�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２５，３２２，０００円 複勝： ４４，９５２，５００円 枠連： ２３，０４１，８００円

普通馬連： ８４，４１９，０００円 馬単： ４６，３２４，０００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，２９９，６００円

３連複： １０９，１９５，９００円 ３連単： １６３，６３３，１００円 計： ５３２，１８７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � ２００円 � １，３９０円 � ３２０円 枠 連（８－８） ８，４７０円

普通馬連 �� １３，３３０円 馬 単 �� １９，６００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，３４０円 �� ８１０円 �� ６，５９０円

３ 連 複 ��� ３４，９８０円 ３ 連 単 ��� ２１１，１３０円

票 数

単勝票数 計 ２５３２２０ 的中 � ５１３４５（１番人気）
複勝票数 計 ４４９５２５ 的中 � ７５８５４（３番人気）� ６７７５（１２番人気）� ３６６４５（４番人気）
枠連票数 計 ２３０４１８ 的中 （８－８） ２００８（２４番人気）
普通馬連票数 計 ８４４１９０ 的中 �� ４６７５（４０番人気）
馬単票数 計 ４６３２４０ 的中 �� １７４５（６９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５２９９６ 的中 �� ２５４７（４０番人気）�� １１４０８（５番人気）�� １２７７（５７番人気）
３連複票数 計１０９１９５９ 的中 ��� ２３０４（１０３番人気）
３連単票数 計１６３６３３１ 的中 ��� ５７２（５９５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．５―３５．０―４７．２―５９．４―１：１０．７―１：２２．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．９―３F３５．７
３ ２（１４，１８）（６，１１，１３）（７，１０）（１，１２）（３，８）１６（４，５，９）－（１５，１７） ４ ２，１４，１８（６，１１，１３，１２）（１，７，１６）（１０，８）（４，３）９，５（１５，１７）

勝馬の
紹 介

トゥリオンファーレ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 ジヤツジアンジエルーチ デビュー ２００８．１１．１６ 京都４着

２００６．２．２２生 牡５黒鹿 母 カーリーエンジェル 母母 ダイナカール １８戦４勝 賞金 ６１，２８８，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 カゼノグッドボーイ号・トシザコジーン号・ハマノモナーク号
（非抽選馬） １頭 ハッピーパレード号

０９０６８ ４月１０日 晴 良 （２３阪神２）第６日 第８競走 ��
��２，２００�

し ら さ ぎ

白 鷺 特 別
発走１３時５５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 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００円
付 加 賞 ４４１，０００円 １２６，０００円 ６３，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：１０．９
２：１０．１

良

良

４７ シャイニータイガー 牡５黒鹿５７ 江田 照男小林 昌志氏 河野 通文 新冠 アラキフアーム ４４４± ０２：１３．９ ３．６�

５９ ドリームセーリング 牡４栗 ５７ 荻野 琢真セゾンレースホース� 白井 寿昭 新ひだか 千代田牧場 ４６２－ ４２：１４．０� ６．８�
３６ サブコンシャス 牡６鹿 ５７ 後藤 浩輝 �キャロットファーム 池上 昌弘 早来 ノーザンファーム ５３０－ ２２：１４．１クビ ３６．１�
２４ トレジャーハント 牡５栗 ５７ 池添 謙一 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム ５１６＋ ６２：１４．４１� １６．２�
７１５ カ シ ノ ネ ロ 牡６鹿 ５７ 吉田 豊柏木 務氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 ４８４－ ４ 〃 クビ １０１．４�
３５ ニシノプライスレス 牡５鹿 ５７ 秋山真一郎西山 茂行氏 宮本 博 鵡川 西山牧場 ４４４＋１２ 〃 ハナ １３２．１	
６１１ ハートシューター 牡５黒鹿５７ 国分 優作吉田 照哉氏 西浦 勝一 千歳 社台ファーム ５３４－ ２ 〃 アタマ ４．７

４８ ギムレットアイ 牡６鹿 ５７ 木幡 初広小野 博郷氏 浅野洋一郎 門別 浜本牧場 ４６０＋ ４２：１４．６� ５５．６�
８１７� サクラキングオー 牡５栗 ５７ 内田 博幸�さくらコマース岡田 稲男 静内 谷岡牧場 ４９６± ０２：１４．７	 １３．４�
７１４ スズカゲイル 牡６鹿 ５７ 藤岡 佑介永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 小島牧場 ４２０－ ２ 〃 クビ ２９．７
２３ マッキーバッハ 牡６鹿 ５７ 浜中 俊薪浦 亨氏 石坂 正 門別 浜本牧場 ４７６－ ２２：１４．８クビ １２．５�
８１８ ワイズミューラー 牡４栗 ５７ 和田 竜二 �社台レースホース大久保龍志 千歳 社台ファーム ４４４－ ８２：１４．９	 ４．４�
１２ � メイショウマゼラン 牡６鹿 ５７ 松岡 正海松本 好�氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 ４８４－１４２：１５．３２	 １５２．３�
１１ � ミウラリチャード 牡７鹿 ５７ 大庭 和弥佐藤 明氏 柄崎 孝 新冠 前川 隆範 B５２２－２２２：１５．７２	 ２７８．４�
７１３ ト ム ト ッ プ 牡７栗 ５７ 蛯名 正義半田 勉氏 西橋 豊治 三石 乾 皆雄 ４７４－ ４ 〃 クビ ２２７．１�
６１２ ローンジャスティス 
６栗 ５７ 北村 宏司 �東京ホースレーシング 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４５０－２０２：１５．８	 ２７０．３�
８１６ ブルームインハート 牝５黒鹿５５ 武士沢友治平井 裕氏 本郷 一彦 新ひだか 澤田 嘉隆 ４５０± ０２：１５．９	 ５０．６�
５１０ ドレスアフェアー 牡４黒鹿５７ 小牧 太吉田 千津氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４４４＋ ４２：１６．４３ ２７．１�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２３，５９７，６００円 複勝： ４４，９４５，２００円 枠連： ２５，５３３，１００円

普通馬連： ９０，３８７，２００円 馬単： ４６，７９２，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，５３５，０００円

３連複： １１３，０５６，１００円 ３連単： １７５，２２８，３００円 計： ５５３，０７５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １８０円 � ２２０円 � ８００円 枠 連（４－５） １，０４０円

普通馬連 �� １，２６０円 馬 単 �� ２，２２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５２０円 �� ２，３２０円 �� ３，１６０円

３ 連 複 ��� １６，４４０円 ３ 連 単 ��� ７１，８１０円

票 数

単勝票数 計 ２３５９７６ 的中 � ５３０６８（１番人気）
複勝票数 計 ４４９４５２ 的中 � ８２４６３（１番人気）� ５７６１４（４番人気）� １１２８２（１０番人気）
枠連票数 計 ２５５３３１ 的中 （４－５） １８２５４（５番人気）
普通馬連票数 計 ９０３８７２ 的中 �� ５３２６９（６番人気）
馬単票数 計 ４６７９２６ 的中 �� １５５７９（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３５３５０ 的中 �� １７４４６（４番人気）�� ３４３０（２２番人気）�� ２４８７（３５番人気）
３連複票数 計１１３０５６１ 的中 ��� ５０７７（５１番人気）
３連単票数 計１７５２２８３ 的中 ��� １８０１（２０１番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．１―１１．４―１３．３―１２．９―１２．５―１２．６―１１．７―１１．４―１２．０―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．６―２３．７―３５．１―４８．４―１：０１．３―１：１３．８―１：２６．４―１：３８．１―１：４９．５―２：０１．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．５―３F３５．８
１
３

９，８（４，１７）（５，１１）－７（１，１３，１８）（３，２）１２（１５，１４）－１６－６－１０・（９，６）８（４，１７）（５，１１）（７，１８）（１，３，２）（１２，１０）（１５，１３）（１４，１６）
２
４
９，８（４，１７）（５，１１）７（１，１８）１３（３，２）１２，１５，１４，１６，６，１０・（９，６）（４，８）（５，１７）１１（７，１８）（１，１０）３，２，１５，１２（１４，１６）１３

市場取引馬

勝馬の
紹 介

シャイニータイガー �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２００８．１０．２５ 東京８着

２００６．４．１３生 牡５黒鹿 母 スピーディローザー 母母 タイガーローザ １４戦４勝 賞金 ４５，９５１，０００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 ナリタダイコク号・ヒカルアカツキ号・マコトヴォイジャー号・ラッキーポケット号



０９０６９ ４月１０日 晴 良 （２３阪神２）第６日 第９競走 ��
��２，０００�

わす ぐさ

忘 れ な 草 賞
発走１４時２５分 （芝・右）
牝，３歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量，収得賞金１，２００万円毎
１�増

賞 品
本 賞 １９，０００，０００円 ７，６００，０００円 ４，８００，０００円 ２，９００，０００円 １，９００，０００円
付 加 賞 ３７１，０００円 １０６，０００円 ５３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．８
１：５６．４

良

良

６１２ エリンコート 牝３黒鹿５４ 後藤 浩輝吉田 照哉氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム ４５８－ ４２：０２．４ ４．６�

１１ ハッピーグラス 牝３鹿 ５４ 池添 謙一下河�行雄氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 ４４８＋ ８２：０２．５� ２０．１�
２４ オースミマイカ 牝３鹿 ５４ 四位 洋文�オースミ 昆 貢 新冠 若林牧場 ４３８± ０２：０２．７１� ４４．０�
８１６ リトルダーリン 牝３黒鹿５４ 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 えりも エクセルマネジメント ４１８＋１６２：０３．０２ ２５．４�
１２ サクラシオン 牝３鹿 ５４ 小牧 太�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 山田牧場 ４８６－２６ 〃 アタマ ２．８�
２３ シシリアンブリーズ 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介 	キャロットファーム 橋田 満 安平 ノーザンファーム ４６２＋ ２２：０３．２１� ５．４

７１３ マリアビスティー 牝３黒鹿５４ 田中 勝春備前島敏子氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ４６６＋ ４２：０３．３� ２１．８�
５１０ ツルマルワンピース 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成鶴田 任男氏 橋口弘次郎 浦河 市川牧場 ４７８＋ ２２：０３．５１ １６．０�
８１５ シンクオブミー 牝３鹿 ５４ 吉田 豊島田 久氏 尾関 知人 日高 坂 牧場 ４５０＋ ２２：０３．６� ２６９．２
３６ アルマフローラ 牝３青 ５４ 蛯名 正義 	社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム ４２６－１０２：０３．９１	 ７．０�
６１１
 オフィシャルシティ 牝３鹿 ５４ 江田 照男松平 恭司氏 佐藤 吉勝 日高 松平牧場 ４４０± ０２：０４．３２� ５６３．２�
７１４ キンショーオーロラ 牝３青 ５４ 北村 友一礒野日出夫氏 中村 均 新ひだか 本桐牧場 ４４０－ ４ 〃 クビ ３８．８�
４８ ライトレール 牝３鹿 ５４ 松岡 正海吉田 正志氏 松元 茂樹 安平 追分ファーム ４５２－ ２２：０４．４クビ １６．６�
４７ ベルモントカントル 牝３黒鹿５４ 福永 祐一 	ベルモントファーム 堀井 雅広 新冠 ベルモント

ファーム ４４８－ ４２：０４．５	 ６０．３�
５９ 
 ヤ マ ノ ラ ヴ 牝３鹿 ５４ 的場 勇人山住れい子氏 牧 光二 日高 竹島 幸治 B４６６＋ ４２：０４．６	 ３３．３�
３５ ツカサリボン 牝３栗 ５４ 国分 優作中務 幸雄氏 田所 秀孝 新ひだか 折手牧場 ４１６－ ８２：０４．７クビ ３７４．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３９，４４７，９００円 複勝： ５７，７４９，９００円 枠連： ２８，２２６，６００円

普通馬連： １４２，１５７，７００円 馬単： ６８，４５１，７００円 ワイド【拡大馬連】： ４４，６４２，９００円

３連複： １５５，６９３，０００円 ３連単： ２６１，８８１，６００円 計： ７９８，２５１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � ２００円 � ４１０円 � ８３０円 枠 連（１－６） ８８０円

普通馬連 �� ３，８００円 馬 単 �� ６，７８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２１０円 �� ２，３４０円 �� ３，３３０円

３ 連 複 ��� ３２，６８０円 ３ 連 単 ��� １４４，９９０円

票 数

単勝票数 計 ３９４４７９ 的中 � ６８７０８（２番人気）
複勝票数 計 ５７７４９９ 的中 � ９５７０９（２番人気）� ３４７２９（５番人気）� １５３７６（１１番人気）
枠連票数 計 ２８２２６６ 的中 （１－６） ２３７１０（３番人気）
普通馬連票数 計１４２１５７７ 的中 �� ２７６１５（１５番人気）
馬単票数 計 ６８４５１７ 的中 �� ７４５７（２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４４６４２９ 的中 �� ９２９８（１０番人気）�� ４６６４（３０番人気）�� ３２５２（４６番人気）
３連複票数 計１５５６９３０ 的中 ��� ３５１７（１１３番人気）
３連単票数 計２６１８８１６ 的中 ��� １３３３（４５２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２３．６―３５．７―４７．７―１：００．１―１：１３．１―１：２５．９―１：３７．７―１：５０．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エリンコート �
�
父 デュランダル �

�
母父 Bluebird デビュー ２０１０．７．２５ 函館３着

２００８．３．１０生 牝３黒鹿 母 エリンバード 母母 Maid of Erin ８戦３勝 賞金 ３７，０７１，０００円

０９０７０ ４月１０日 晴 稍重 （２３阪神２）第６日 第１０競走 ��
��２，０００�

さかい

堺 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，２２．４．１０以降２３．４．３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 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，７００，０００円 １，７７０，０００円
付 加 賞 ４１３，０００円 １１８，０００円 ５９，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：０１．０
２：０１．０

不良

不良

７１２ キクノアポロ 牡５黒鹿５７ 岩田 康誠菊池 五郎氏 野中 賢二 新冠 赤石 久夫 ５１０± ０２：０３．５ ２．８�

４６ リバティバランス 牡４黒鹿５５ 内田 博幸吉田 千津氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム B５３０－１０２：０３．７１� ３．１�
６１１ ローレルレヴァータ �４鹿 ５３ 秋山真一郎 �ローレルレーシング 加用 正 新冠 若林牧場 ４６０＋ ４ 〃 クビ ３６．４�
３５ ディアビリーヴ 牡４青鹿５４ 三浦 皇成寺田千代乃氏 田村 康仁 様似 ホウセイ牧場 ４９２－ ２２：０３．８クビ ３５．６�
３４ ロードアリエス 牡６黒鹿５６ 北村 宏司 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 三石 ケイアイファーム ５０２－ ２２：０４．３３ １４．９�
８１４ プレシャスジェムズ 牝４黒鹿５５ 吉田 隼人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４９６＋ １２：０４．４� ６．０�
７１３ ミダースタッチ 牡６栗 ５７ 藤田 伸二金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 静内 グランド牧場 ５４８± ０ 〃 アタマ １３．４	
６１０ トーセンスターン 牡６鹿 ５４ 和田 竜二島川 
哉氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４６６＋ ２ 〃 クビ ４５．８�
２３ バロンビスティー 牡６芦 ５５ 吉田 豊ビスティーズホース

ユニオン 尾形 充弘 平取 清水牧場 ５５０± ０２：０４．５� １６．９�
５８ ジョーモルデュー 牡７鹿 ５５ 野元 昭嘉上田けい子氏 柴田 光陽 静内 田中 裕之 ４７０＋ ８２：０４．６	 ６０．９
５９ パーフェクトラン 牡８鹿 ５２ 古川 吉洋下井 道博氏 小原伊佐美 浦河 東栄牧場 ５１８－ ４２：０４．８１� １０２．４�
２２ ラ タ ー シ ュ 牡５栗 ５５ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム ５１８± ０ 〃 クビ １５．３�
８１５ ブラッシュアップ 牡６栗 ５５ 藤岡 佑介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 作田 誠二 静内 カタオカステーブル ４８８－ ４２：０５．２２� １００．５�
４７ 
 ビ ッ グ バ ン 牡４鹿 ５５ 四位 洋文�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ５０４－１０２：０５．５１	 ４６．１�
１１ シルクプレスト �７鹿 ５２ 平野 優有限会社シルク星野 忍 早来 ノーザンファーム ５１２－１４２：０６．５６ １２６．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３６，９４１，０００円 複勝： ５９，３０５，２００円 枠連： ３８，６６８，６００円

普通馬連： １５８，８３３，０００円 馬単： ８６，３２９，７００円 ワイド【拡大馬連】： ５５，７４２，０００円

３連複： １９０，７８６，５００円 ３連単： ３３４，７１２，５００円 計： ９６１，３１８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １３０円 � １５０円 � ８３０円 枠 連（４－７） ３６０円

普通馬連 �� ４２０円 馬 単 �� ８７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２２０円 �� １，９５０円 �� ２，９１０円

３ 連 複 ��� ６，８３０円 ３ 連 単 ��� ２３，７００円

票 数

単勝票数 計 ３６９４１０ 的中 � １０６４９７（１番人気）
複勝票数 計 ５９３０５２ 的中 � １６１００２（１番人気）� １１５１３３（２番人気）� １１２８５（１１番人気）
枠連票数 計 ３８６６８６ 的中 （４－７） ７９９０６（１番人気）
普通馬連票数 計１５８８３３０ 的中 �� ２８５８１０（１番人気）
馬単票数 計 ８６３２９７ 的中 �� ７３３３６（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５５７４２０ 的中 �� ８１８４５（１番人気）�� ６１１６（２５番人気）�� ４０４８（３４番人気）
３連複票数 計１９０７８６５ 的中 ��� ２０６３４（１９番人気）
３連単票数 計３３４７１２５ 的中 ��� １０４２７（５７番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．１―１０．８―１３．２―１２．５―１３．２―１２．７―１２．４―１２．１―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２３．８―３４．６―４７．８―１：００．３―１：１３．５―１：２６．２―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４F５０．０―３F３７．３
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

キクノアポロ �
�
父 アジュディケーティング �

�
母父 スマコバクリーク デビュー ２００８．１１．２２ 福島１着

２００６．３．１５生 牡５黒鹿 母 マルニカンセイ 母母 スピードキヨフジ １２戦５勝 賞金 ７１，４０２，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
※出走取消馬 ケンブリッジレーザ号（疾病〔右肩跛行〕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２７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２７頭 アグネスアンカー号・アサヒバロン号・アンヴァルト号・エジソン号・エナージバイオ号・カネスラファール号・

コウジンアルス号・サンライズクォリア号・シャーペンエッジ号・シルクダイナスティ号・スーパーワシントン号・
セタガヤフラッグ号・ソラメンテウナベス号・タガノジョーカー号・タマモグレアー号・チャレンジシチー号・
ディアプリンシパル号・ニュービギニング号・ネオギャラクシー号・ハードシーキング号・ヒシパーフェクト号・
ビヨンドマックス号・マイネルオベリスク号・モーニングフェイス号・リバプールサウンド号・
レインフォーレスト号・レッドアイ号



０９０７１ ４月１０日 晴 良 （２３阪神２）第６日 第１１競走 ��
��１，６００�第７１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 ２８，４１３，０００円 ８，１１８，０００円 ４，０５９，０００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

１：３２．０
１：３１．４
１：３３．３

良

良

良

４８ マルセリーナ 牝３鹿 ５５ 安藤 勝己 �社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム ４５２＋ ４１：３３．９ ３．８�

８１６ ホエールキャプチャ 牝３芦 ５５ 池添 謙一嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 千代田牧場 ４５４－ ６１：３４．０� ３．１�
８１７ トレンドハンター 牝３青鹿５５ 岩田 康誠飯田 正剛氏 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 ４７４＋ ２１：３４．１� ７．４�
７１４ メ デ タ シ 牝３鹿 ５５ 浜中 俊小田切有一氏 音無 秀孝 新冠 アサヒ牧場 ４２０－ ２１：３４．３１� ３４．４�
１１ フォーエバーマーク 牝３鹿 ５５ 吉田 豊青山 洋一氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム ４８８－ ４１：３４．５１� ４４．２�
３６ ハブルバブル 牝３鹿 ５５ 藤田 伸二金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 新冠 パカパカ
ファーム ４４０－ ４１：３４．６� ２２．２	

２４ ダンスファンタジア 牝３鹿 ５５ 横山 典弘 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４４８－ ６ 〃 ハナ ５．５

２３ 	 カフェヒミコ 牝３鹿 ５５ 柴田 善臣西川 恭子氏 松山 康久 米 Katsumi

Yoshizawa ４８８－ ２１：３４．７クビ １５０．９�
７１５ フレンチカクタス 牝３黒鹿５５ 北村 宏司 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 大竹 正博 新ひだか 服部 牧場 ４９６－ ２１：３４．８� ２３．１�
５１０ スピードリッパー 牝３栗 ５５ 蛯名 正義吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム ４５６＋ ２１：３５．０１
 ３３．７
１２ デルマドゥルガー 牝３鹿 ５５ 内田 博幸浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム ４７０－１６１：３５．１クビ ２６．１�
７１３ ライステラス 牝３芦 ５５ 四位 洋文 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４６０＋ ８１：３５．３１ １４．１�
６１２ ウッドシップ 牝３鹿 ５５ 藤岡 佑介小林 英一氏 石栗 龍彦 日高 出口牧場 ４６８－ ２ 〃 クビ ３４９．３�
４７ 	 エーシンハーバー 牝３芦 ５５ 武 豊�栄進堂 藤岡 健一 米

Hopewell Invest-
ments LLC &
Nick Bentley

４５８± ０１：３５．４クビ ２４．７�
５９ ラ テ ア ー ト 牝３鹿 ５５ 松岡 正海 �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム ４５４－ ２ 〃 クビ １８９．９�
６１１ サ ク ラ ベ ル 牝３栗 ５５ 吉田 隼人�さくらコマース牧浦 充徳 新ひだか 新和牧場 ４６６－ ６１：３５．５クビ １７１．４�
３５ マルモセーラ 牝３黒鹿５５ 田中 健まるも組合 木原 一良 浦河 江渡 繁治 ４８４＋１２１：３６．３５ １２１．２�
８１８ マイネショコラーデ 牝３青鹿５５ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム ４７８＋ ４１：３６．６１� １８４．９�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３５６，１８１，５００円 複勝： ４２５，６０３，７００円 枠連： ４３０，９１２，６００円

普通馬連： １，８４８，２８３，４００円 馬単： ９４１，９２０，３００円 ワイド【拡大馬連】： ４７４，５４８，５００円

３連複： ２，４２１，２０７，４００円 ３連単： ５，１７４，２２１，８００円 計： １２，０７２，８７９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １４０円 � １２０円 � ２３０円 枠 連（４－８） ４１０円

普通馬連 �� ６２０円 馬 単 �� １，２３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２６０円 �� ５６０円 �� ４７０円

３ 連 複 ��� １，４８０円 ３ 連 単 ��� ５，８８０円

票 数

単勝票数 計３５６１８１５ 的中 � ７５２１９９（２番人気）
複勝票数 計４２５６０３７ 的中 � ８１０８４０（２番人気）� １２４７７１９（１番人気）� ３５４９９９（４番人気）
枠連票数 計４３０９１２６ 的中 （４－８） ７８０６３０（１番人気）
普通馬連票数 計１８４８２８３４ 的中 �� ２２３４２３７（１番人気）
馬単票数 計９４１９２０３ 的中 �� ５６８１９０（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計４７４５４８５ 的中 �� ５２１９７３（１番人気）�� １９４２４９（６番人気）�� ２３７０６５（２番人気）
３連複票数 計２４２１２０７４ 的中 ���１２０７９８９（１番人気）
３連単票数 計５１７４２２１８ 的中 ��� ６５０４３６（３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．１―２３．１―３４．６―４６．７―５８．５―１：０９．８―１：２１．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．２―３F３５．４
３ １－５，１１（３，４，１２）（２，６，７，１０，１５，１８）（９，１３）（８，１６）（１４，１７） ４ ・（１，１２）－（５，１１）（３，４，１０）（７，１３，１８）６（２，９，１４，１５）８，１６，１７

勝馬の
紹 介

マルセリーナ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Marju デビュー ２０１０．１２．１１ 阪神１着

２００８．２．１７生 牝３鹿 母 マ ル バ イ ユ 母母 Hambye ４戦３勝 賞金 １５３，５９０，０００円
〔発走状況〕 ハブルバブル号は，枠入り不良。
※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。
（非当選馬） ４頭 エリンコート号・ツルマルワンピース号・ドナウブルー号・ニシノステディー号
（非抽選馬） ５頭 シナル号・ハッピーグラス号・ヤマノラヴ号・レッドエレンシア号・レディオブパーシャ号
※一般事項Ⅴ－２の（４）によりマルセリーナ号・ホエールキャプチャ号・トレンドハンター号・メデタシ号は，優駿牝馬（GⅠ）競走に優先
出走できる。

０９０７２ ４月１０日 晴 稍重 （２３阪神２）第６日 第１２競走
被災地支援競走

��
��１，８００�第１８回マーチステークス（ＧⅢ）

発走１６時３５分 （ダート・右）

４歳以上，２２．４．１０以降２３．４．３まで１回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ
地方競馬全国協会理事長賞（１着）

賞 品
本 賞 ３８，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，５００，０００円 ５，７００，０００円 ３，８００，０００円
付 加 賞 ５９５，０００円 １７０，０００円 ８５，０００円
生産者賞 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

４７ � テスタマッタ 牡５鹿 ５８ 四位 洋文吉田 和美氏 村山 明 米 Waterford
Farm ４９０－１０１：５０．０ １２．０�

５１０ ブラボーデイジー 牝６芦 ５５ 北村 友一松岡 隆雄氏 音無 秀孝 門別 ヤナガワ牧場 ５５０＋ ６１：５０．４２� ２３．３�
８１５� イ ン バ ル コ 牡５鹿 ５７．５ 後藤 浩輝藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 Takeshi

Fujita B５２０－ ６ 〃 ハナ １１．１�
３５ マチカネニホンバレ 牡６鹿 ５７．５ 内田 博幸吉田 千津氏 藤沢 和雄 門別 待兼牧場 B５３２－ ６１：５０．６１� ５．３�
２４ タガノジンガロ 牡４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 ５０２－ ４ 〃 アタマ ４．０�
１１ ダイショウジェット 牡８鹿 ５７．５ 柴山 雄一馬場 �晃氏 大根田裕之 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ５５６－ ２１：５０．８１� ５５．３�
７１４ オーロマイスター 牡６鹿 ５８．５ 吉田 豊 �サンデーレーシング 大久保洋吉 三石 追分ファーム ５１２＋ ２ 〃 クビ ４５．７	
３６ キングスエンブレム 牡６青 ５７．５ 福永 祐一 �サンデーレーシング 石坂 正 早来 ノーザンファーム ４５８－ ８１：５１．０１� ５．７

６１１ アドマイヤシャトル 牡５鹿 ５４ 岩田 康誠近藤 利一氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４７０－ ２１：５１．１クビ ３５．４�
２３ メテオロロジスト 牡４栗 ５７ 三浦 皇成金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 日高 日高大洋牧場 ４９８± ０ 〃 クビ ６．５
８１６ クリールパッション 牡６鹿 ５７．５ 津村 明秀横山 修二氏 相沢 郁 静内 千代田牧場 ４７２－ ７１：５１．２	 ４４．３�
４８ マイネルアワグラス 牡７鹿 ５６ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ５２０＋ ２ 〃 ハナ １２７．５�
６１２ シビルウォー 牡６鹿 ５７ 蛯名 正義 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム ４６８－ ４１：５１．３クビ ６１．２�
５９ � ラヴェリータ 牝５芦 ５６．５ 武 豊前田 幸治氏 松元 茂樹 米 Dell Ridge

Farm ５１４－ １ 〃 クビ １０．８�
７１３ ピイラニハイウェイ 牡６黒鹿５６ 熊沢 重文金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 早来 ノーザンファーム ４６２－ ６１：５１．５	 １８．２�
１２ ハギノリベラ 牡５鹿 ５３ 池添 謙一安岡美津子氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ５２８－ ２１：５２．９９ ７６．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１０，９４３，７００円 複勝： １８５，３９１，９００円 枠連： １０５，１７９，６００円

普通馬連： ４９０，４７０，７００円 馬単： ２３６，９９３，５００円 ワイド【拡大馬連】： １７５，６００，１００円

３連複： ６８７，５３８，８００円 ３連単： １，１８８，２５６，６００円 計： ３，１８０，３７４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２００円 複 勝 � ４００円 � ６３０円 � ３８０円 枠 連（４－５） ４，４９０円

普通馬連 �� １４，６７０円 馬 単 �� ２８，３３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，０７０円 �� ２，１２０円 �� ３，８９０円

３ 連 複 ��� ５１，３９０円 ３ 連 単 ��� ２８９，１４０円

票 数

単勝票数 計１１０９４３７ 的中 � ７３３５７（７番人気）
複勝票数 計１８５３９１９ 的中 � １２５９９６（７番人気）� ７２９７３（９番人気）� １３６５１８（５番人気）
枠連票数 計１０５１７９６ 的中 （４－５） １７２９０（１８番人気）
普通馬連票数 計４９０４７０７ 的中 �� ２４６７９（４５番人気）
馬単票数 計２３６９９３５ 的中 �� ６１７５（８２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１７５６００１ 的中 �� １０５６６（４３番人気）�� ２０６８７（２６番人気）�� １１０５３（４１番人気）
３連複票数 計６８７５３８８ 的中 ��� ９８７４（１４５番人気）
３連単票数 計１１８８２５６６ 的中 ��� ３０３３（７７６番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．５―１３．１―１２．５―１３．０―１２．３―１２．１―１１．７―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．０―３６．１―４８．６―１：０１．６―１：１３．９―１：２６．０―１：３７．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�テスタマッタ �
�
父 Tapit �

�
母父 Concern デビュー ２００８．１０．１９ 京都１着

２００６．３．１９生 牡５鹿 母 Difficult 母母 Wings of Jove １１戦４勝 賞金 １１３，５８８，０００円
［他本会外：５戦１勝］

〔制裁〕 タガノジンガロ号の騎手安藤勝己は，４コーナー手前で外側に斜行したことについて戒告。（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２３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ランフォルセ号
（非抽選馬）２２頭 アウトクラトール号・アポロフェニックス号・エーシンダックマン号・オウロプレット号・オメガファルコン号・

オリオンスターズ号・ケイアイアストン号・サンライズモール号・シャウトライン号・ゼットフラッシュ号・
デストラメンテ号・トウカイミステリー号・パドトロワ号・バトードール号・ピサノエミレーツ号・フィフスペトル号・
ボクノタイヨウ号・メンデル号・ユキノハボタン号・ロールオブザダイス号・ワンダーポデリオ号・
ワールドハンター号



（２３阪神２）第６日 ４月１０日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
重後稍重

競走回数 １２回 出走頭数 ２０１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

４２８，９１０，０００円
９，６１０，０００円
３３，８２０，０００円
４３，１９０，０００円
４０，６１０，０００円
３８２，０００円
３８２，０００円

７２，３７２，０００円
６，１６４，０００円
１，９８９，９００円

勝馬投票券売得金
７１６，８５０，７００円
１，０６３，６０６，４００円
７５６，９７９，１００円
３，１９３，８０６，３００円
１，６５１，３６８，６００円
９８６，７６１，１００円
４，１７２，８４５，９００円
８，０４５，９３７，６００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 ２０，５８８，１５５，７００円

総入場人員 ５５，８９９名 （有料入場人員 ５３，９８０名）


