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０９０７３ ４月１６日 曇 良 （２３阪神２）第７日 第１競走 １，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時１０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

１１ ラトーヌペガサス 牝３鹿 ５４ 福永 祐一松岡 隆雄氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 ４３８－ ６１：５８．５ ７．４�

２４ ツクバオトメ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣荻原 昭二氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム ４５４－ ２１：５８．７１� ３．２�
４８ ユウキオジョウー 牝３栗 ５４ 幸 英明ちきり組合 服部 利之 新ひだか 前田牧場 ４３２＋ ２１：５９．１２� ５．０�
１２ フィルハーマジック 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠�下河辺牧場 野中 賢二 日高 下河辺牧場 ４４２ ― 〃 クビ １７．０�
３６ テイエムセーラー 牝３栗 ５４

５３ ☆国分 恭介竹園 正繼氏 新川 恵 日高 テイエム牧場日高支場 ４７６＋ ８１：５９．３１� ５７．６�
２３ ア ラ ン ロ ド 牝３栗 ５４ 渡辺 薫彦村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 ４３０－ ４１：５９．４� ７６．１�
６１２ コ コ ロ バ 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成�三嶋牧場 池上 昌弘 浦河 三嶋牧場 ４５４ ―１：５９．６１ ９０．７	
４７ メジロアマギ 牝３栗 ５４ 内田 博幸�メジロ牧場 尾関 知人 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４４４－ ８ 〃 クビ ７．７

５１０ キューダスバンブー 牝３黒鹿５４ 鷹野 宏史�バンブー牧場 沖 芳夫 浦河 バンブー牧場 ４８４＋ ４１：５９．７� １９．５�
５９ アサヒチェリー 牝３鹿 ５４ 和田 竜二�アサヒクラブ 岩元 市三 浦河 本巣 敦 ４４８＋ ２１：５９．８クビ ４２．１�
３５ スズカレディ 牝３青鹿 ５４

５１ ▲花田 大昂永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか 前田 宗将 ４８８－ ６２：００．１２ １９．４
７１４ ミリオネアワルツ 牝３鹿 ５４ 武 豊�ターフ・スポート本田 優 新ひだか 三石川上牧場 ４６４＋１２２：００．３１� ７．１�
６１１ ヤマニンレジェール 牝３栗 ５４ 上野 翔土井 肇氏 飯田 雄三 浦河 廣田 伉助 ４８８＋ ８ 〃 ハナ ３８７．７�
８１６ パンドラクラウン 牝３黒鹿５４ 小牧 太栗本 良明氏 加藤 敬二 様似 様似渡辺牧場 ４２２＋ ６２：０１．２５ １６．３�
７１３ カネトシドレッシー 牝３青鹿５４ 田嶋 翔兼松 利男氏 小島 貞博 新ひだか 猪野毛牧場 ４６４＋ ４２：０１．３� ３８２．４�
８１５ ハッピーメール 牝３鹿 ５４

５１ ▲国分 優作飯田 正剛氏 牧浦 充徳 新ひだか 千代田牧場 ４６８ ―２：０１．５１� ２２．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，１２０，４００円 複勝： ２９，７０２，４００円 枠連： １５，５５１，２００円

普通馬連： ４７，３６５，０００円 馬単： ３０，０８９，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，００９，０００円

３連複： ７１，６５９，１００円 ３連単： １０２，５６４，４００円 計： ３３４，０６１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７４０円 複 勝 � ２００円 � １２０円 � １４０円 枠 連（１－２） ６２０円

普通馬連 �� ９１０円 馬 単 �� １，９００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３９０円 �� ５２０円 �� ２３０円

３ 連 複 ��� １，０３０円 ３ 連 単 ��� ５，５５０円

票 数

単勝票数 計 １４１２０４ 的中 � １５１４４（４番人気）
複勝票数 計 ２９７０２４ 的中 � ２８１９６（３番人気）� ８９３１８（１番人気）� ５７２８２（２番人気）
枠連票数 計 １５５５１２ 的中 （１－２） １８５６９（３番人気）
普通馬連票数 計 ４７３６５０ 的中 �� ３８８０８（２番人気）
馬単票数 計 ３００８９８ 的中 �� １１７１８（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３００９０ 的中 �� １４２０４（２番人気）�� ９８９６（４番人気）�� ２９１７８（１番人気）
３連複票数 計 ７１６５９１ 的中 ��� ５１５６６（１番人気）
３連単票数 計１０２５６４４ 的中 ��� １３６５６（４番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．２―１４．９―１３．９―１３．８―１３．６―１２．７―１２．５―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．２―３９．１―５３．０―１：０６．８―１：２０．４―１：３３．１―１：４５．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．７―３F３８．１
１
３

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

勝馬の
紹 介

ラトーヌペガサス �
�
父 サンライズペガサス �

�
母父 タイキシャトル デビュー ２０１１．３．２１ 阪神８着

２００８．３．１０生 牝３鹿 母 ラトーヌサンライズ 母母 ノベンバーサンライズ 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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 ミラグロッサ号

０９０７４ ４月１６日 曇 良 （２３阪神２）第７日 第２競走 １，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時４０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

１１ ケイエスキングオー 牡３鹿 ５６ 幸 英明キヨシサービス� 高橋 義忠 白老 社台牧場 ４２４－ ６１：１３．９ ２５．５�

１２ ニシノラメール 牝３鹿 ５４ 北村 宏司西山 茂行氏 古賀 慎明 むかわ 西山牧場 ４７６－ ６ 〃 アタマ ４．１�
３６ メイショウテンカイ 牡３芦 ５６ 武 豊松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 林 孝輝 ４７０－ ４１：１４．２１� ４．１�
６１２ シゲルソウトク 牡３栗 ５６

５３ ▲国分 優作森中 蕃氏 藤岡 範士 新ひだか 築紫 洋 ４１８＋ ２１：１４．３� ５．０�
７１３ メイショウヨサク 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 ４９６－１８ 〃 クビ ３８．７�
７１４ カシノエベレスト 牝３青 ５４ 渡辺 薫彦柏木 務氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 ４３２＋ ８１：１４．４� １１８．８�
８１６ サクラブライト 牝３黒鹿５４ 内田 博幸�さくらコマース奥平 雅士 新ひだか 新和牧場 ４２２－ ６１：１４．５� ３．７	
２４ ワンダーゴヴェルノ 牡３栗 ５６ 秋山真一郎山本 信行氏 野村 彰彦 浦河 大島牧場 ４４２＋ ８１：１５．２４ ３６．２

３５ メイショウツルギ �３鹿 ５６ 飯田 祐史松本 和子氏 飯田 明弘 新ひだか 寺越 政幸 ４５６－１２１：１５．４１� １７．８�
２３ キョウワプラネット 牡３栗 ５６ 池添 謙一�協和牧場 鶴留 明雄 新冠 協和牧場 ４７０－ ２１：１５．７２ ２７．２
６１１ テイエムラブパワー 牝３黒鹿５４ 和田 竜二竹園 正繼氏 鈴木 孝志 浦河 金成吉田牧場 ４９６＋ ４１：１５．９１� １５．９�
４８ マイティローヤー 牡３栗 ５６ 中村 将之 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 安達 昭夫 浦河 富菜牧場 ５１０ ― 〃 ハナ １３４．４�
４７ スズカルンバ 牡３鹿 ５６

５３ ▲花田 大昂永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 ４６４＋ ２１：１６．０クビ ３４．７�
５１０ フィクスドスター 牝３青鹿５４ 村田 一誠井口 莞爾氏 浅野洋一郎 新ひだか 橋本牧場 ４０４－ ４１：１７．０６ ６４０．３�
８１５ シゲルチョウサヤク 牝３栗 ５４

５３ ☆国分 恭介森中 蕃氏 五十嵐忠男 日高 戸川牧場 ４００＋ ８１：１７．４２� ３６３．８�
５９ ラッキーショウグン 牡３黒鹿５６ 野元 昭嘉聖心台牧場� 柴田 光陽 新ひだか 聖心台牧場 ４２４ ―１：１８．４６ １５６．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，２４９，７００円 複勝： ３０，５１１，４００円 枠連： １４，７９５，６００円

普通馬連： ４８，０２４，８００円 馬単： ３１，６０４，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，８８８，２００円

３連複： ６９，４７８，４００円 ３連単： １００，８７８，８００円 計： ３３３，４３１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，５５０円 複 勝 � ５５０円 � １７０円 � １７０円 枠 連（１－１） ３，７６０円

普通馬連 �� ３，７１０円 馬 単 �� １０，６５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１５０円 �� １，１２０円 �� ３７０円

３ 連 複 ��� ４，９７０円 ３ 連 単 ��� ５４，９５０円

票 数

単勝票数 計 １６２４９７ 的中 � ５０４１（７番人気）
複勝票数 計 ３０５１１４ 的中 � １０４９１（７番人気）� ５６４１５（３番人気）� ５７１４３（２番人気）
枠連票数 計 １４７９５６ 的中 （１－１） ２９０５（１１番人気）
普通馬連票数 計 ４８０２４８ 的中 �� ９５６１（１１番人気）
馬単票数 計 ３１６０４４ 的中 �� ２１９２（３７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１８８８２ 的中 �� ４４３２（１１番人気）�� ４５６３（１０番人気）�� １６５３３（２番人気）
３連複票数 計 ６９４７８４ 的中 ��� １０３２６（１３番人気）
３連単票数 計１００８７８８ 的中 ��� １３５５（１６７番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．４―１１．６―１１．８―１２．７―１３．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２４．０―３５．６―４７．４―１：００．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．９―３F３８．３
３ １６，１４，２，１２（９，１３）１，６－３－５－４，１０（７，１１）－１５－８ ４ １６，１４，２（１，１２）１３，６，９－３－５（４，１１）－（１０，７）８，１５

勝馬の
紹 介

ケイエスキングオー �
�
父 テレグノシス �

�
母父 Royal Academy デビュー ２０１１．１．２２ 小倉１１着

２００８．５．１０生 牡３鹿 母 ダービーキングダム 母母 Acclimatise ４戦１勝 賞金 ５，５００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラッキーショウグン号は，平成２３年５月１６日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 アグネススコール号

第２回　阪神競馬　第７日



０９０７５ ４月１６日 曇 良 （２３阪神２）第７日 第３競走 １，８００�サラブレッド系３歳
発走１１時１０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

４６ カレンジェニオ 牡３栗 ５６ 福永 祐一鈴木 隆司氏 安田 隆行 日高 高柳 隆男 ４８４－ ４１：５６．０ １．４�

３５ レッドシュナイト 牡３栗 ５６ 北村 宏司 �東京ホースレーシング 尾関 知人 千歳 社台ファーム ５０６－ ４１：５６．５３ ５７．２�
１１ スマートアルタス 牡３栗 ５６ 岩田 康誠大川 徹氏 小崎 憲 日高 坂田牧場 ４６０－ ４１：５６．７１ ５．２�
８１４ スプリングルシオ 牡３栗 ５６

５３ ▲国分 優作加藤 春夫氏 野村 彰彦 様似 堀 弘康 ４８４＋ ８ 〃 クビ ２３５．３�
３４ キルデビルヒルズ 牡３鹿 ５６ 江田 照男�日進牧場 矢野 照正 浦河 岡部牧場 ４７２＋ ２１：５７．８７ １５０．６�
２３ ト リ ノ 牡３栗 ５６ 中村 将之北山 敏	氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム ４９４＋１２ 〃 ハナ ４０．４

６１０ トリニティチャーチ 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成 �サンデーレーシング 本間 忍 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０８ ―１：５８．２２� １３．４�
６１１ クレセントシチー 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新冠 有限会社 大

作ステーブル ４４４－ ６１：５８．４１� １６０．９�
４７ ナリタカーニバル 牡３黒鹿５６ 渡辺 薫彦�オースミ 沖 芳夫 新ひだか グランド牧場 ５２４－ ４１：５８．５� ２７．８
５８ ネオファッショ 牡３鹿 ５６ 石橋 守西浦 和男氏 目野 哲也 新冠 隆栄牧場 ４７２＋ ８１：５８．９２� ４０．４�
７１２ トーワゴールド 牡３青鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介齋藤 すゞ 氏 佐山 優 新冠 村本牧場 ４４４＋ ４１：５９．１１� ４１１．５�
５９ ヤマイチサプライズ 牡３鹿 ５６ 田嶋 翔坂本 肇氏 小島 貞博 新冠 安達 洋生 ４６２－ ４１：５９．２� ４２．５�
２２ オーミリバティー 牡３黒鹿５６ 畑端 省吾岩� 僖澄氏 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 ４５０－ ２１：５９．７３ ４７１．２�
７１３ メイショウオオトネ 牡３青 ５６ 内田 博幸松本 好雄氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４９６－１２２：００．０１� １２．１�
８１５ スズカガンファイト 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文永井 啓弍氏 荒川 義之 浦河 辻 牧場 ４５６＋ ４２：０３．７大差 ４９８．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２４，３３４，８００円 複勝： ８２，４３９，４００円 枠連： １４，４７０，６００円

普通馬連： ５２，３５２，９００円 馬単： ４８，１４４，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，２５９，１００円

３連複： ６８，７９１，９００円 ３連単： １６０，４４５，７００円 計： ４７６，２３８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １００円 � ５６０円 � １３０円 枠 連（３－４） １，９３０円

普通馬連 �� ２，６８０円 馬 単 �� ３，１６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５００円 �� １３０円 �� １，１４０円

３ 連 複 ��� １，３８０円 ３ 連 単 ��� ８，４１０円

票 数

単勝票数 計 ２４３３４８ 的中 � １４６８９４（１番人気）
複勝票数 計 ８２４３９４ 的中 � ５９９８３３（１番人気）� ９１９７（９番人気）� ９２１４４（２番人気）
枠連票数 計 １４４７０６ 的中 （３－４） ５５５３（７番人気）
普通馬連票数 計 ５２３５２９ 的中 �� １４４５２（９番人気）
馬単票数 計 ４８１４４３ 的中 �� １１２６７（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５２５９１ 的中 �� ９７７９（８番人気）�� ７３５１１（１番人気）�� ３８４８（１４番人気）
３連複票数 計 ６８７９１９ 的中 ��� ３７０４３（５番人気）
３連単票数 計１６０４４５７ 的中 ��� １４０９２（２４番人気）

ハロンタイム １３．３―１１．２―１３．７―１２．８―１３．０―１３．１―１２．８―１２．９―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．３―２４．５―３８．２―５１．０―１：０４．０―１：１７．１―１：２９．９―１：４２．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．０―３F３８．９
１
３

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

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

カレンジェニオ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 エンドスウィープ デビュー ２０１１．４．３ 阪神２着

２００８．４．５生 牡３栗 母 カ レ ン マ マ 母母 アズウィロー ２戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 トーワゴールド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。（４番・２番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スズカガンファイト号は，平成２３年５月１６日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 カシノエイカン号（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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ヒカルマイデビュー号

０９０７６ ４月１６日 曇 良 （２３阪神２）第７日 第４競走 １，４００�サラブレッド系３歳
発走１１時４０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

５１０ サンレイワイルド 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 ４８４－ ４１：２６．６ ４１．７�

８１６ フィールザライト 牝３黒鹿５４ 幸 英明櫻井 正氏 田中 章博 むかわ 平岡牧場 ４１６－ ６ 〃 ハナ １１０．６�
７１４ ピュアマインド 牝３栗 ５４ 柴田 善臣吉田 照哉氏 尾関 知人 千歳 社台ファーム ４４０＋ ４１：２６．８１� １．５�
６１１ コマノスクアーロ 牝３鹿 ５４ 松岡 正海長谷川芳信氏 鮫島 一歩 新ひだか 西川富岡牧場 ４１４± ０１：２７．２２� １０．５�
３６ ケンタッキーロード 牡３鹿 ５６ 池添 謙一横瀬 兼二氏 鶴留 明雄 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４７８＋ ２１：２７．３クビ １２．１�
３５ スリーアルテミス 牝３鹿 ５４

５１ ▲国分 優作永井商事� 武 宏平 新ひだか 武 牧場 ４６０ ― 〃 アタマ ９６．６�
４７ ベルモントアダム 牡３鹿 ５６ 田中 勝春 	ベルモントファーム 千田 輝彦 新冠 ベルモント

ファーム ４７２－１８１：２７．５� ５３．１

２３ ノブアルコバレーノ 牡３鹿 ５６ 高田 潤前田 亘輝氏 牧浦 充徳 新ひだか 岡田スタツド ４７２－ ４ 〃 アタマ ２０５．４�
２４ ミスターブレイン 牡３栗 ５６ 的場 勇人古賀 和夫氏 牧 光二 浦河 富田牧場 B４９０－ ８ 〃 ハナ ２１．６�
１２ クレバーウエスタン 牡３芦 ５６

５３ ▲花田 大昂田 正明氏 崎山 博樹 新ひだか 北西牧場 ４７４＋ ４１：２７．７１� １０８．２�
７１３ ローレルマキバオー 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介 �ローレルレーシング 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４７６＋１４１：２８．０１� １５．５�
５９ ビューティブルー 牝３黒鹿５４ 柴田 大知冨沢 敦子氏 伊藤 大士 浦河 ミルファーム ５０４ ―１：２８．６３� ７１．７�
６１２ トーホウエルザ 牝３鹿 ５４ 和田 竜二東豊物産� 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 ４６４± ０１：２９．１３ ３９．６�
４８ ハナサクテーラー 牝３芦 ５４

５３ ☆国分 恭介中西 浩一氏 佐山 優 新ひだか 西村 和夫 ４６６－ ６１：２９．５２� １４５．２�
１１ ベルモントノホシ 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦 	ベルモントファーム 河内 洋 新冠 ベルモント

ファーム ４６８－ ６ 〃 アタマ ２３．５�
８１５ メイショウガザニア 牝３鹿 ５４ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４３６－ ８ 〃 ハナ ９．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，２２６，８００円 複勝： ７３，３７６，５００円 枠連： １４，９４４，３００円

普通馬連： ４９，８７６，１００円 馬単： ４０，２５３，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，０６６，８００円

３連複： ６７，９８０，９００円 ３連単： １１６，９１３，５００円 計： ４０８，６３８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，１７０円 複 勝 � ４５０円 � １，５２０円 � １１０円 枠 連（５－８） ９，９１０円

普通馬連 �� ９３，４３０円 馬 単 �� １６７，８４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １７，２８０円 �� ６６０円 �� １，８５０円

３ 連 複 ��� ２５，６５０円 ３ 連 単 ��� ３９５，７９０円

票 数

単勝票数 計 ２０２２６８ 的中 � ３８２３（９番人気）
複勝票数 計 ７３３７６５ 的中 � １５０９１（７番人気）� ３９３４（１４番人気）� ５３４７３４（１番人気）
枠連票数 計 １４９４４３ 的中 （５－８） １１１３（２４番人気）
普通馬連票数 計 ４９８７６１ 的中 �� ３９４（９２番人気）
馬単票数 計 ４０２５３６ 的中 �� １７７（１５８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５０６６８ 的中 �� ３３９（９４番人気）�� ９９５４（７番人気）�� ３２８８（２０番人気）
３連複票数 計 ６７９８０９ 的中 ��� １９５６（８０番人気）
３連単票数 計１１６９１３５ 的中 ��� ２１８（６９８番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．８―１１．３―１１．９―１２．４―１３．５―１４．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．３―３４．６―４６．５―５８．９―１：１２．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５２．０―３F４０．１
３ ４－１１（１，１０，１６）１４（３，７）１５（８，１３）２，９（６，１２）－５ ４ ４－１１（１０，１６）１４，１，３，７（１５，１３）２，８（６，９）－１２，５

勝馬の
紹 介

サンレイワイルド �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 Dayjur デビュー ２０１０．９．２６ 阪神１１着

２００８．４．６生 牡３黒鹿 母 アイシングスズカ 母母 Icing ８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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 メイショウコスモス号・ロングエクセル号
（非抽選馬） ２頭 コウエイライト号・スバルオーロラ号



０９０７７ ４月１６日 晴 良 （２３阪神２）第７日 第５競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１２時３０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

１：４４．７
１：４４．１

良

良

５９ ジョウノアラミス 牡３鹿 ５６ 福永 祐一小川 義勝氏 牧浦 充徳 日高 三城牧場 ４９６－ ２１：４７．５ ４．４�

７１５ ミラクルペガサス �３黒鹿５６ 和田 竜二吉田 照哉氏 宮 徹 千歳 社台ファーム ４９２－ １ 〃 クビ ２１．１�
５１０� シンボリストーム 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義シンボリ牧場 荒川 義之 米 Takahiro

Wada ４９６－ ４１：４７．７１� ２．３�
１１ コアレスドラード 牡３栗 ５６

５５ ☆国分 恭介小林 昌志氏 五十嵐忠男 日高 原田牧場 ４４４＋ ２１：４８．０２ １８．０�
３５ クレバーベスト �３鹿 ５６ 内田 博幸田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 ４５４－ ６１：４８．１� １２．６�
６１２ サトノコンドル 牝３栗 ５４ 横山 典弘里見 治氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 ４７４ ―１：４８．２クビ ２５．２�
３６ ヤマニンボンプアン 牝３鹿 ５４ 幸 英明土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 ４５２－ ６１：４８．５２ ７４．５	
４７ キャプテンダリア 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成田中 由子氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ５１０＋ ２１：４８．６クビ ２１．３

２４ プレミアムリーチ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲国分 優作吉永 清美氏 藤岡 範士 日高 菊地牧場 ４４０＋ ６１：４８．７� １１６．３�
８１７ エーシンサクショー 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝�栄進堂 北出 成人 浦河 栄進牧場 ４２０－１２１：４８．８クビ ７１．２
１２ � クールヴェント 牡３鹿 ５６ 北村 宏司櫻井 盛夫氏 久保田貴士 米 Grade１

Bloodstock Inc. ５０６ ― 〃 クビ ６．８�
８１８ サンレガーロ 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介青山 洋一氏 藤岡 健一 安平 追分ファーム ４２４＋１２１：４８．９クビ １４．７�
４８ � エーシンカルメン 牝３栗 ５４ 岩田 康誠�栄進堂 野中 賢二 米 Padua

Stables ４４０－１２１：４９．１１� ５１．５�
８１６ テ フ テ フ 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三�ターフ・スポート村山 明 浦河 大北牧場 ４３２＋ ４１：４９．７３� ６６．０�
７１４ メイショウビワコ 牡３鹿 ５６ 武 豊松本 好雄氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 ４９４－ ８１：５０．０１� ２４．７�
２３ ブライティアコート 牝３青鹿５４ 田嶋 翔小林 昌志氏 小島 貞博 平取 雅 牧場 ４５２ ―１：５０．２１� ３０９．６�
６１１ セトノアカリ 牝３栗 ５４ 池添 謙一難波 澄子氏 鈴木 孝志 浦河 辻 牧場 ４１８－ ８１：５０．５１� ３１９．９�

（１７頭）
７１３ クーファセクメト 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦大迫久美子氏 河内 洋 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２２，０７９，７００円 複勝： ３９，４１３，２００円 枠連： ２２，２５５，９００円

普通馬連： ５５，７０７，７００円 馬単： ３４，７４０，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，４５３，２００円

３連複： ７５，２０９，２００円 ３連単： １０９，２９６，３００円 計： ３８７，１５５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １５０円 � ３５０円 � １２０円 枠 連（５－７） ５９０円

普通馬連 �� ４，９３０円 馬 単 �� ８，２００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２９０円 �� ２２０円 �� ６９０円

３ 連 複 ��� ３，３９０円 ３ 連 単 ��� ２７，８１０円

票 数

単勝票数 差引計 ２２０７９７（返還計 １１８７） 的中 � ４０２６５（２番人気）
複勝票数 差引計 ３９４１３２（返還計 １８１０） 的中 � ７１０８３（２番人気）� １８７８３（６番人気）� １２０３６９（１番人気）
枠連票数 計 ２２２５５９ 的中 （５－７） ２７９１１（３番人気）
普通馬連票数 差引計 ５５７０７７（返還計 １８４５３） 的中 �� ８３５６（１６番人気）
馬単票数 差引計 ３４７４０３（返還計 ９９２２） 的中 �� ３１２９（２８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ２８４５３２（返還計 ６３１８） 的中 �� ４６９０（１４番人気）�� ４０３８２（１番人気）�� ９２８６（６番人気）
３連複票数 差引計 ７５２０９２（返還計 ３６９０６） 的中 ��� １６４２０（９番人気）
３連単票数 差引計１０９２９６３（返還計 ５５６８４） 的中 ��� ２９０１（６０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．５―３５．５―４７．８―１：００．４―１：１２．３―１：２３．７―１：３５．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジョウノアラミス �
�
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 ２０１０．８．１４ 札幌４着

２００８．５．２生 牡３鹿 母 ジョウノボレロ 母母 ザ ン ゼ ６戦１勝 賞金 １０，１５０，０００円
〔出走取消〕 クーファセクメト号は，疾病〔創傷性左角膜炎〕のため出走取消。
〔発走状況〕 テフテフ号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔調教再審査〕 テフテフ号は，発走調教再審査。

０９０７８ ４月１６日 晴 良 （２３阪神２）第７日 第６競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１３時００分 （芝・右）

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

中央レコード

１：１９．９
１：１９．０

良

良

７１４ リーサムハーツ 牝３鹿 ５４ 武 豊平田 修氏 田所 秀孝 日高 佐々木 康治 ４６８－ ２１：２１．２ ２．７�

３５ ペルレンケッテ 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４６６－ ４１：２１．６２� ３．３�
１１ リ ー ア ノ ン 牝３青鹿５４ 横山 典弘 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム B４８２± ０１：２２．４５ １０．６�
３６ フロムマンハッタン 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義佐々木完二氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４５８－ ４１：２２．７１� ７．３�
６１１ タ ー フ ェ ル 牡３栗 ５６ 松岡 正海伊達 敏明氏 斎藤 誠 日高 サンシャイン

牧場 ４８８± ０１：２３．０２ ５．２�
１２ シルクユージー 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一有限会社シルク清水 久詞 新冠 有限会社 大

作ステーブル ４２０－１８１：２３．１� １２１．６�
２３ トウケイローズ 牝３芦 ５４

５３ ☆国分 恭介木村 信彦氏 五十嵐忠男 浦河 福岡 光夫 B４００－１４１：２３．５２� ３５５．１	
８１６ マイネクォーツ 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥平 雅士 浦河 カナイシスタッド ４２８＋ ４１：２３．６� ６２．７�
４７ メイショウフジッコ 牝３青鹿 ５４

５１ ▲国分 優作松本 好雄氏 西浦 勝一 新冠 新冠橋本牧場 ４３２＋１２ 〃 ハナ ７８．８�
８１７ サンキストビーチ 牝３鹿 ５４ 幸 英明新木 鈴子氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム ４４４＋ ６ 〃 アタマ １３．６
５１０ シャイニーフェイト 牡３黒鹿５６ 吉田 豊吉田 千津氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム B４５２－ ４１：２３．８１� １４０．５�
７１３ セリアメンテ 牝３鹿 ５４ 熊沢 重文藤田 孟司氏 大根田裕之 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６６－ ６１：２３．９クビ ６０９．０�
２４ ヒ ミ ノ ナ ナ 牝３黒鹿５４ 渡辺 薫彦佐々木八郎氏 鈴木 孝志 日高 福満牧場 ４０４－１０１：２４．５３� ５１５．９�
５９ アンジェリカシチー 牝３栗 ５４ 浜中 俊 
友駿ホースクラブ 宮本 博 新ひだか 千代田牧場 ４２２－ ６１：２４．６� １８８．２�
８１８ クリノダイヤモンド 牝３芦 ５４ 柴田 善臣栗本 博晴氏 谷 潔 日高 永村 侑 ４７４－１２１：２４．９２ ３２３．５�
６１２� エーシンビショップ 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介
栄進堂 藤岡 健一 米 Ron Stolich ５０４± ０１：２５．７５ ７１．１�
７１５ ブルーカスケード 牡３芦 ５６

５３ ▲横山 和生 
ブルーマネジメント小島 太 新冠 川上牧場 ４６０ ―１：３７．６大差 ３９９．３�

（１７頭）
４８ エヴァートリニティ 牝３栗 ５４ 和田 竜二山科 統氏 南井 克巳 浦河 バンダム牧場 ― ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２４，４１９，８００円 複勝： ４６，３３５，７００円 枠連： ２０，１０９，８００円

普通馬連： ６２，０９７，２００円 馬単： ４３，３２９，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，８５０，７００円

３連複： ８０，４１９，６００円 ３連単： １４２，９４６，１００円 計： ４４５，５０８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １３０円 � １４０円 � ２５０円 枠 連（３－７） ３００円

普通馬連 �� ４６０円 馬 単 �� ８１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２２０円 �� ６９０円 �� ６７０円

３ 連 複 ��� １，７１０円 ３ 連 単 ��� ５，７２０円

票 数

単勝票数 計 ２４４１９８ 的中 � ７３６３４（１番人気）
複勝票数 計 ４６３３５７ 的中 � １１６１４５（１番人気）� １０３５１１（２番人気）� ３３８３５（６番人気）
枠連票数 計 ２０１０９８ 的中 （３－７） ５０９７７（１番人気）
普通馬連票数 計 ６２０９７２ 的中 �� １０１４４２（１番人気）
馬単票数 計 ４３３２９１ 的中 �� ３９９５４（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５８５０７ 的中 �� ３５２４３（１番人気）�� ８３５９（１０番人気）�� ８６２６（８番人気）
３連複票数 計 ８０４１９６ 的中 ��� ３４９０１（６番人気）
３連単票数 計１４２９４６１ 的中 ��� １８４６３（１３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．２―３４．５―４５．８―５７．４―１：０９．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．７―３F３５．４
３ １４－（５，１６）６（１，１１）（２，１３）１２（１０，９，１７）（３，７）４，１８＝１５ ４ １４，５（１６，６）１，１１（２，１７）１３－（１０，９）（３，７）（４，１２）１８＝１５

勝馬の
紹 介

リーサムハーツ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２０１１．３．６ 阪神４着

２００８．４．７生 牝３鹿 母 ハセノアリエス 母母 インフルエンス ３戦１勝 賞金 ７，９８０，０００円
〔出走取消〕 エヴァートリニティ号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
〔調教再審査〕 エーシンビショップ号は，競走中終始内側に逃避しようとしたことについて平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エーシンビショップ号・ブルーカスケード号は，平成２３年５月１６日まで平地競走に出走できな

い。



０９０７９ ４月１６日 晴 良 （２３阪神２）第７日 第７競走 １，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時３０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

２４ トウショウフリーク 牡４鹿 ５７ 池添 謙一トウショウ産業� 鶴留 明雄 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４７４＋ ６１：５２．８ ６．５�

３５ グッドカレラ 牡４青 ５７
５４ ▲国分 優作杉立 恭平氏 宮 徹 新冠 ハクツ牧場 ５０８＋ ８１：５３．９７ ３．２�

５９ � ローレルカンタータ 牡５栗 ５７
５４ ▲横山 和生 �ローレルレーシング 勢司 和浩 日高 タバタファーム ５０６－１４１：５４．０クビ ７２．５�

７１４ サクセスヒューゴー 牡５青鹿５７ 的場 勇人�嶋 哲氏 牧 光二 新冠 タニグチ牧場 ５１８± ０１：５４．４２� ６．４�
４８ アッシュール 牡４鹿 ５７ 和田 竜二吉田 勝己氏 沖 芳夫 新冠 富本 茂喜 ４６４－ ２ 〃 アタマ ７．５�
３６ キクノセンヒメ 牝５鹿 ５５ 浜中 俊菊池 五郎氏 荒川 義之 新冠 松浦牧場 ４６０＋ ２１：５４．６１� ６．１�
８１６ リキサンヒーロー 牡４栗 ５７ 蛯名 正義 	ハイパワー商事 高木 登 新冠 村田牧場 B４５６－ ２１：５５．５５ ９．２

５１０ エイユーブラッサム 牡４鹿 ５７ 熊沢 重文笹部 和子氏 池添 兼雄 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４４０－ ６ 〃 ハナ ２７１．１�
７１３ ジャングルストーン 牡５栗 ５７

５６ ☆国分 恭介 	スカイツリーレーシング 崎山 博樹 静内 有限会社 レキ
シントンファーム ４７４± ０１：５５．６� ４８．０�

１２ ツクバタイヨウ 牡５栗 ５７ 内田 博幸荻原 昭二氏 菊沢 隆徳 平取 協栄組合 ４７４＋２２ 〃 アタマ ３９．３
１１ メイショウロッコー 牡５栗 ５７ 吉田 豊松本 好雄氏 清水 久詞 新冠 北星村田牧場 ４９０－ ６１：５５．９１� ３６．４�
８１５ アブラハムダービー 牡４黒鹿５７ 後藤 浩輝 	キャロットファーム 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム ５３４－２６１：５６．５３� １７．９�
２３ ドラゴンソニック 牝４青鹿５５ 四位 洋文窪田 芳郎氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３２＋ ６ 〃 クビ ２０．４�
４７ ライブリシーラ 牡４栗 ５７ 渡辺 薫彦加藤 哲郎氏 佐山 優 厚真 大川牧場 ５１４＋ ６１：５６．７１� １１８．９�
６１１ ラブエーヤン 牝４鹿 ５５ 幸 英明小林 祥晃氏 田所 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 ４７０± ０１：５７．２３ ２１７．１�
６１２ フライングブラック �５青鹿５７ 三浦 皇成広尾レース� 小崎 憲 浦河 岡部牧場 ４７２－ ４１：５７．３クビ ６０．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，５９８，２００円 複勝： ５２，１５６，２００円 枠連： ２７，２３６，８００円

普通馬連： ７８，５１３，６００円 馬単： ５１，６０９，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，８０８，６００円

３連複： １０３，４０５，１００円 ３連単： １６０，６４３，０００円 計： ５３２，９７１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６５０円 複 勝 � ２９０円 � １５０円 � １，０６０円 枠 連（２－３） ６３０円

普通馬連 �� １，２５０円 馬 単 �� ２，５９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５８０円 �� ６，７４０円 �� ３，６７０円

３ 連 複 ��� ３２，５３０円 ３ 連 単 ��� １１５，３３０円

票 数

単勝票数 計 ２４５９８２ 的中 � ３００３７（４番人気）
複勝票数 計 ５２１５６２ 的中 � ４３７５６（６番人気）� １２４８９６（１番人気）� ９５３１（１２番人気）
枠連票数 計 ２７２３６８ 的中 （２－３） ３２０１６（２番人気）
普通馬連票数 計 ７８５１３６ 的中 �� ４６６６４（４番人気）
馬単票数 計 ５１６０９７ 的中 �� １４７１３（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４８０８６ 的中 �� １６０８０（５番人気）�� １２１３（６０番人気）�� ２２５３（４１番人気）
３連複票数 計１０３４０５１ 的中 ��� ２３４６（９９番人気）
３連単票数 計１６０６４３０ 的中 ��� １０２８（３２５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．２―３８．０―５０．７―１：０３．４―１：１５．７―１：２７．５―１：３９．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トウショウフリーク �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２００９．１１．２２ 京都３着

２００７．５．２１生 牡４鹿 母 タバサトウショウ 母母 サマンサトウショウ ５戦２勝 賞金 １５，５００，０００円

０９０８０ ４月１６日 晴 良 （２３阪神２）第７日 第８競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１４時００分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：０９．７
１：０８．７

重

重

１２ ヴンダーゾンネ 牝５栗 ５５
５２ ▲国分 優作岡田 牧雄氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド ４８６＋ ６１：１２．０ ９２．３�

３６ キクノアルバ 牝４鹿 ５５ 福永 祐一菊池 五郎氏 羽月 友彦 浦河 惣田 英幸 ４６４－ ８１：１２．４２� ６．４�
６１１ シセイオウジ 牡４栗 ５７ 松岡 正海猪苗代 勇氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４５８－ ２１：１２．６１� ５．８�
７１３� コーリングオブラブ 牝４栗 ５５ 藤岡 佑介飯田 正剛氏 安達 昭夫 新ひだか 千代田牧場 ４６４＋１２１：１３．０２� １２６．６�
５９ ビッグヒーロー 牡４鹿 ５７ 柴山 雄一永田 清男氏 畠山 吉宏 浦河 大西ファーム ５０２＋１８ 〃 ハナ ５２．５�
５１０ ラトーヌタキオン 牝４芦 ５５ 秋山真一郎松岡 隆雄氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 ４４２＋１６ 〃 ハナ １５．７�
３５ ダイワレギオン 牡５栗 ５７ 後藤 浩輝大城 敬三氏 菊沢 隆徳 新ひだか 千代田牧場 ５２２－ ６ 〃 ハナ ３９．０�
２４ ビ バ エ ル フ 牝５鹿 ５５ 川田 将雅	高瀬牧場 河内 洋 新冠 須崎牧場 ４１０－２４１：１３．１� ４１．５

８１５ キクノフェーデ 牡４鹿 ５７ 幸 英明菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム ５０８－ ４１：１３．３１� ２．０�
７１４ アスタークリス 牡５芦 ５７ 小牧 太加藤 久枝氏 加藤 敬二 様似 林 時春 B４５４＋１０ 〃 ハナ １３０．３�
８１６� オールブランニュー 牝５黒鹿 ５５

５４ ☆国分 恭介 ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム ４４０－２２１：１３．４� ３０．３�

４８ アウトオブオーダー 牡５鹿 ５７ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム ５００＋ ２１：１４．１４ ７．２�
６１２ サ マ ー ア イ 牝４栗 ５５ 浜中 俊セゾンレースホース 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム ４３４＋１２１：１４．２� ３７．９�
２３ プライムパレス 牡５鹿 ５７

５４ ▲花田 大昂小林 量氏 清水 出美 新冠 高瀬 敦 ５５８－ ８１：１４．３� ５７．１�
１１ クーデワンダー 	４鹿 ５７ 村田 一誠 H.H．シェイク・ハムダン 小島 太 様似 富田 恭司 B４４４－１６１：１４．９３� ２０８．９�
４７ マッハロッド 牡５黒鹿５７ 北村 宏司吉田 和美氏 尾関 知人 早来 ノーザンファーム ４６０± ０１：１５．７５ １９．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３０，２６５，５００円 複勝： ５８，６９９，５００円 枠連： ２８，２３９，３００円

普通馬連： ９６，１７９，１００円 馬単： ６４，０６３，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３９，５１９，６００円

３連複： １１６，８８７，２００円 ３連単： ２０４，０９４，１００円 計： ６３７，９４７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９，２３０円 複 勝 � １，４１０円 � ２３０円 � ２４０円 枠 連（１－３） ９，５４０円

普通馬連 �� １９，４７０円 馬 単 �� ５４，７３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，７００円 �� ４，５２０円 �� ６６０円

３ 連 複 ��� ３６，０５０円 ３ 連 単 ��� ４１４，９４０円

票 数

単勝票数 計 ３０２６５５ 的中 � ２５８４（１３番人気）
複勝票数 計 ５８６９９５ 的中 � ８６０８（１３番人気）� ７８４９７（２番人気）� ７２７７６（３番人気）
枠連票数 計 ２８２３９３ 的中 （１－３） ２１８５（２０番人気）
普通馬連票数 計 ９６１７９１ 的中 �� ３６４７（４２番人気）
馬単票数 計 ６４０６３５ 的中 �� ８６４（９６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３９５１９６ 的中 �� ２５４３（３６番人気）�� ２０７８（４１番人気）�� １５７７３（５番人気）
３連複票数 計１１６８８７２ 的中 ��� ２３９３（９１番人気）
３連単票数 計２０４０９４１ 的中 ��� ３６３（７３５番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１１．５―１１．６―１１．８―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．７―３５．２―４６．８―５８．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴンダーゾンネ �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 Forty Niner デビュー ２００９．１．３１ 京都６着

２００６．５．１２生 牝５栗 母 キョウエイタイヨウ 母母 West Turn ２２戦３勝 賞金 ３５，２２８，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。



０９０８１ ４月１６日 晴 良 （２３阪神２）第７日 第９競走 ��１，８００�は な み ず き 賞
発走１４時３５分 （芝・右・外）

３歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 １０，０００，０００円 ４，０００，０００円 ２，５００，０００円 １，５００，０００円 １，０００，０００円
付 加 賞 ４３４，０００円 １２４，０００円 ６２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

７１３ レッドセインツ 牡３鹿 ５６ 四位 洋文 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４２０± ０１：４７．２ １４．８�

５１０ エーシンミズーリ 牡３黒鹿５６ 川田 将雅�栄進堂 坂口 正則 浦河 小島牧場 ４５６＋ ４ 〃 クビ ４．９�
２３ ハーバーコマンド 牡３青 ５６ 内田 博幸谷掛 龍夫氏 加用 正 千歳 社台ファーム ４６０± ０１：４７．３� １４．３�
６１２ ショウナンカライス 牡３鹿 ５６ 北村 宏司国本 哲秀氏 本間 忍 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５２２－ ４ 〃 クビ ６３．８�
３５ フルアクセル 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝山田 和正氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４６６－１０１：４７．４クビ ２．８�
６１１ トウシンイーグル 牡３鹿 ５６ 江田 照男�サトー 山内 研二 えりも エクセルマネジメント ４６８＋ ８ 〃 クビ ７５．４�
３６ シャドウエミネンス 牡３栗 ５６ 藤田 伸二飯塚 知一氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４５４－ ２１：４７．５クビ ２６．５	
７１４ マイネイディール 牝３青鹿５４ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 日高 白井牧場 ４８０－ ６１：４７．６� １１．４

７１５ ヴ ィ ジ ャ イ 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 安平 ノーザンファーム ５００＋ ２ 〃 クビ ８．８�
８１８ エーブポセイドーン 牡３鹿 ５６ 田中 勝春 �レーシングホース

ジャパン 清水 利章 新ひだか シンボリ牧場 ４９６－ ４１：４７．７クビ ４３．３�
１２ カリスマミッキー 牡３栗 ５６ 吉田 豊三木 久史氏 中村 均 新冠 武田 寛治 ４６２＋ ２１：４７．８� ６２．６
４８ ロンズデーライト 牡３鹿 ５６ 松岡 正海青山 洋一氏 小笠 倫弘 新冠 パカパカ

ファーム ４７４－ ６１：４７．９クビ １０７．８�
８１７ スモールキング 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 ４５０＋ ６ 〃 ハナ ４４．３�
５９ トーホウジャパン 牡３栗 ５６ 和田 竜二東豊物産� 本田 優 日高 竹島 幸治 ４８８＋ ８１：４８．２１� １７８．１�
４７ ギリギリヒーロー 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介小林けい子氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム ４２６－ ２１：４８．７３ ３０．７�
８１６ ライブインベガス 牝３黒鹿５４ 大庭 和弥浅田 次郎氏 小桧山 悟 千歳 社台ファーム ４１８－ ８ 〃 アタマ １３．０�
１１ オースミドライバー 牡３鹿 ５６ 幸 英明�オースミ 武田 博 安平 ノーザンファーム B４８０± ０１：４９．０２ ２０７．８�
２４ キタサンフクジン �３黒鹿５６ 福永 祐一�大野商事 鹿戸 明 日高 ファーミングヤナキタ ４５４＋ ４１：４９．９５ ９．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ４４，５１２，１００円 複勝： ８８，１４２，０００円 枠連： ４７，０５１，３００円

普通馬連： １５８，８３５，４００円 馬単： ８６，０８４，３００円 ワイド【拡大馬連】： ５８，６８９，４００円

３連複： １９８，１０５，６００円 ３連単： ３００，９９９，１００円 計： ９８２，４１９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４８０円 複 勝 � ４６０円 � １７０円 � ４００円 枠 連（５－７） ７５０円

普通馬連 �� ３，４４０円 馬 単 �� ８，８７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２９０円 �� ３，５８０円 �� ９７０円

３ 連 複 ��� １５，８９０円 ３ 連 単 ��� ９８，０４０円

票 数

単勝票数 計 ４４５１２１ 的中 � ２３７０８（８番人気）
複勝票数 計 ８８１４２０ 的中 � ４３０４１（８番人気）� １８２３０３（２番人気）� ５０６１６（７番人気）
枠連票数 計 ４７０５１３ 的中 （５－７） ４６６７３（２番人気）
普通馬連票数 計１５８８３５４ 的中 �� ３４１４８（１２番人気）
馬単票数 計 ８６０８４３ 的中 �� ７１６５（３４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５８６８９４ 的中 �� １１３２６（１２番人気）�� ３９０９（４０番人気）�� １５３４１（９番人気）
３連複票数 計１９８１０５６ 的中 ��� ９２０３（５０番人気）
３連単票数 計３００９９９１ 的中 ��� ２２６６（２７５番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．１―１１．７―１２．１―１２．２―１２．０―１１．３―１１．９―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．６―３５．３―４７．４―５９．６―１：１１．６―１：２２．９―１：３４．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドセインツ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Selkirk デビュー ２０１０．７．１８ 新潟１着

２００８．２．１７生 牡３鹿 母 サ セ ッ テ ィ 母母 My Potters ５戦２勝 賞金 ２７，１２９，０００円
〔発走状況〕 オースミドライバー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

ライブインベガス号は，枠内駐立不良〔突進〕。
〔その他〕 キタサンフクジン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 キタサンフクジン号は，平成２３年５月１６日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 アバウト号・カピオラニパレス号・サトノフォワード号・レベルスピリット号

０９０８２ ４月１６日 晴 良 （２３阪神２）第７日 第１０競走 ��１，４００�
さ ん よ う

山 陽 特 別
発走１５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 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００円
付 加 賞 ４０６，０００円 １１６，０００円 ５８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．９
１：１９．０

良

良

２４ カイシュウボナンザ 牡５黒鹿５７ 岩田 康誠飯村 孝男氏 領家 政蔵 日高 合資会社カ
ネツ牧場 ４９２－ ２１：２１．３ ６．７�

３５ デ コ ル テ 牝４黒鹿５５ 福永 祐一谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 ４５０＋ ２ 〃 クビ ２９．１�
７１５ ドリームバスケット 牡４栗 ５７ 柴山 雄一セゾンレースホース� 阿部 新生 日高 荒井ファーム ４５０－ ６１：２１．４クビ ２．５�
８１６ ヒカルジョディー 牡５栗 ５７ 秋山真一郎�橋 京子氏 中尾 秀正 平取（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７０－ ４ 〃 クビ ３６．４�
５１０ サクラクローバー 牝４鹿 ５５ 横山 典弘�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 谷岡牧場 ４４６－ ６１：２１．５クビ ７．２�
３６ メルシーヨーク 牝６鹿 ５５ 国分 優作永井 康郎氏 藤岡 範士 三石 水上 習孝 ４４４＋ ４１：２１．６� １１．９�
１１ シ ー マ ー ク 牡４栗 ５７ 吉田 豊 	社台レースホース大久保洋吉 千歳 社台ファーム B５４４± ０１：２１．７クビ ３２．０

１２ タ バ ル ナ 牡４鹿 ５７ 佐藤 哲三前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５６－１０ 〃 ハナ １０．４�
４８ メイショウルシェロ 牝６黒鹿５５ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 三嶋牧場 ４１８－ ４１：２２．０１� ３０．３�
４７ カレンナサクラ 牝７栗 ５５ 大庭 和弥北所 直人氏 高木 登 静内 見上牧場 ４６８－ ４１：２２．１� ５０．４
７１３ シルクナデシコ 牝５栗 ５５ 幸 英明有限会社シルク宮 徹 浦河 笹地牧場 ４２２± ０１：２２．２� １３３．６�
２３ ニシノツインクル 牝４黒鹿５５ 北村 宏司西山 茂行氏 古賀 慎明 むかわ 西山牧場 ４４０－１４ 〃 クビ ６５．７�
６１２ アディアフォーン 牝５黒鹿５５ 小牧 太�ノースヒルズ 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４６－１２ 〃 アタマ ２９．３�
５９ エ ト ピ リ カ 牝４黒鹿５５ 武 豊�協栄 加用 正 日高 タバタファーム ４２６－２０１：２２．６２� ５７．９�
８１７ ワールドコンパス 牡５鹿 ５７ 三浦 皇成齊藤四方司氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４９０＋ ６１：２２．７� ８．９�
７１４ トシザコジーン 牝６芦 ５５ 後藤 浩輝上村 叶氏 鮫島 一歩 浦河 浦河小林牧場 ４７６－１２ 〃 ハナ １７３．８�
６１１� セイウンシェンロン 牡４黒鹿５７ 田中 勝春西山 茂行氏 河野 通文 米 Brilliant

Stables Inc. ４５２± ０１：２３．２３ ２８．５�
８１８ エナジーハート 牝４鹿 ５５ 松岡 正海�グランプリ 中尾 秀正 浦河 宮内牧場 ４３８－ ４１：２３．３� １３１．９�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ４６，３５１，１００円 複勝： ７７，１１５，２００円 枠連： ４７，１００，３００円

普通馬連： １８１，１４５，６００円 馬単： １０１，０３２，０００円 ワイド【拡大馬連】： ６８，２１０，５００円

３連複： ２３１，７７９，６００円 ３連単： ３８４，７０５，３００円 計： １，１３７，４３９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６７０円 複 勝 � ２１０円 � ５８０円 � １４０円 枠 連（２－３） ２，３８０円

普通馬連 �� １１，４００円 馬 単 �� １９，７７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，７５０円 �� ４７０円 �� ２，１７０円

３ 連 複 ��� １２，８００円 ３ 連 単 ��� １０１，５８０円

票 数

単勝票数 計 ４６３５１１ 的中 � ５５２７４（２番人気）
複勝票数 計 ７７１１５２ 的中 � ９４５５６（２番人気）� ２４７７５（１１番人気）� １９８７０２（１番人気）
枠連票数 計 ４７１００３ 的中 （２－３） １４６６３（１１番人気）
普通馬連票数 計１８１１４５６ 的中 �� １１７３５（３８番人気）
馬単票数 計１０１０３２０ 的中 �� ３７７２（５６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６８２１０５ 的中 �� ５７８９（３０番人気）�� ３９５３０（１番人気）�� ７３９９（２３番人気）
３連複票数 計２３１７７９６ 的中 ��� １３３６７（３９番人気）
３連単票数 計３８４７０５３ 的中 ��� ２７９５（２８３番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．０―１１．７―１１．６―１１．２―１１．８―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２３．１―３４．８―４６．４―５７．６―１：０９．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カイシュウボナンザ �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー ２００８．９．２８ 札幌３着

２００６．３．１９生 牡５黒鹿 母 クイーンブルー 母母 イズミブルー ２５戦３勝 賞金 ５８，３９６，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 ユメノキラメキ号・リキサンシンオー号・リバーハイランド号



０９０８３ ４月１６日 晴 良 （２３阪神２）第７日 第１１競走 ��１，２００�
よどやばし

淀屋橋ステークス
発走１５時４５分 （芝・右）

４歳以上，１，６００万円以下，２２．４．１７以降２３．４．１０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 ３７８，０００円 １０８，０００円 ５４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．１
１：０６．５

良

良

１２ エーシンリジル 牝４鹿 ５３ 岩田 康誠�栄進堂 高野 友和 浦河 栄進牧場 ４４６＋ ２１：０８．２ ６．４�

３６ ボーダレスワールド 牡６鹿 ５７ 藤田 伸二 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５３０－ ２ 〃 クビ ６．７�
７１４ サクラミモザ 牝５黒鹿５５ 北村 宏司�さくらコマース畠山 吉宏 新ひだか 原 光彦 ４７０－ ８１：０８．４１ ４．８�
４７ リーチコンセンサス 牝５鹿 ５５ 浜中 俊 �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム B４７６－ ２ 〃 クビ ３．６�
４８ � アラマサローズ 牝５鹿 ５４ 吉田 豊�アラキファーム高橋 裕 新冠 アラキフアーム ４４８－ ６１：０８．５� １３．４�
７１３ ダイワナイト 牡４栗 ５５ 後藤 浩輝大城 敬三氏 池上 昌弘 安平 追分ファーム ５１２－ ４１：０８．６クビ １３．８	
２３ オリオンザドンペリ 牡７栗 ５２ 国分 優作平本 敏夫氏 小西 一男 三石 大塚牧場 ４８２－１０１：０８．７� ９８．６

１１ イセノスバル 牡５青 ５６ 熊沢 重文大橋 堯格氏 大橋 勇樹 静内 野坂牧場 ５２２－ ４１：０８．８� ７７．２�
８１６� アスターエンペラー 牡５鹿 ５５ 福永 祐一加藤 久枝氏 中竹 和也 米

Fox Straus Ken-
tucky LLC & T.
F. VanMeter

B５１０－ ２ 〃 アタマ １５．７�
５１０ モ ト ヒ メ 牝４鹿 ５２ 的場 勇人黒澤 尚氏 松永 康利 新ひだか 岡田スタツド ４４４± ０１：０８．９� １５３．９
３５ キヲウエタオトコ 牡６鹿 ５５ 佐藤 哲三小田切有一氏 佐々木晶三 門別 大江牧場 ４６６± ０ 〃 ハナ ２１．８�
５９ セブンシークィーン 牝５栗 ５４ 和田 竜二吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４７６＋ ６１：０９．０� ４８．７�
６１１ グレナディーン 牝４黒鹿５２ 武 豊 �社台レースホース橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４４８－１２１：０９．１クビ １４．４�
２４ ケンブリッジエル 牡５黒鹿５７ 幸 英明中西 宏彰氏 山内 研二 新冠 有限会社 ケ

ンブリッジバレー ５１６＋１０１：０９．３１� １４．１�
６１２ クリールバレット 牡７鹿 ５２ 梶 晃啓横山 修二氏 稲葉 隆一 三石 城地 清満 ４６６－１２１：０９．４� １６９．４�
８１５ ワキノパワー �７鹿 ５０ 国分 恭介脇山 良之氏 坪 憲章 門別 下河辺牧場 ４４０－ ４１：０９．６１� ９６．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６８，０７２，９００円 複勝： １２４，７４７，２００円 枠連： ８３，２７９，９００円

普通馬連： ３６０，０６７，５００円 馬単： １８３，２４１，０００円 ワイド【拡大馬連】： １１４，５８９，４００円

３連複： ４７０，０３６，３００円 ３連単： ８２３，７８３，５００円 計： ２，２２７，８１７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６４０円 複 勝 � ２３０円 � ２１０円 � １８０円 枠 連（１－３） ２，０１０円

普通馬連 �� ２，２１０円 馬 単 �� ４，１６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７９０円 �� ８３０円 �� ７６０円

３ 連 複 ��� ４，６７０円 ３ 連 単 ��� ２７，１４０円

票 数

単勝票数 計 ６８０７２９ 的中 � ８４７０１（３番人気）
複勝票数 計１２４７４７２ 的中 � １３８６９５（４番人気）� １６０５２７（３番人気）� １９８１３６（２番人気）
枠連票数 計 ８３２７９９ 的中 （１－３） ３０５８１（８番人気）
普通馬連票数 計３６００６７５ 的中 �� １２０５６８（７番人気）
馬単票数 計１８３２４１０ 的中 �� ３２５６３（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１１４５８９４ 的中 �� ３５６９６（５番人気）�� ３４１７９（８番人気）�� ３７６６７（４番人気）
３連複票数 計４７００３６３ 的中 ��� ７４３８７（１０番人気）
３連単票数 計８２３７８３５ 的中 ��� ２２４０６（６０番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．９―１１．１―１１．０―１１．６―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．７―３３．８―４４．８―５６．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エーシンリジル �
�
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 ２００９．６．２７ 阪神７着

２００７．３．８生 牝４鹿 母 エイシンルーデンス 母母 エイシングレシャス １８戦４勝 賞金 ５９，６２１，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１９頭 インプレスウィナー号・エーシンウェズン号・シゲルモトナリ号・ジョウショーアロー号・スーパーワシントン号・

セイウンワキタツ号・セトノアンテウス号・ダイナミズム号・デュアルプロセッサ号・デリキットピース号・
トップオブピーコイ号・ノボリデューク号・ノーワンエルス号・ベイリングボーイ号・ホシシャトル号・
ホーカーハリケーン号・マイネルプルート号・マルカベスト号・ユメイッポ号

０９０８４ ４月１６日 晴 良 （２３阪神２）第７日 第１２競走 ��１，４００�サラブレッド系４歳以上
発走１６時２０分 （ダート・右）

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

１：２１．８
１：２１．８

稍重

稍重

１１ ハクバドウジ 牡６芦 ５７ 和田 竜二�ターフ・スポート佐藤 吉勝 浦河 大北牧場 B５１６－ ６１：２４．０ １５．３�

３５ スガノメダリスト 牡５栗 ５７ 四位 洋文菅原 光博氏 粕谷 昌央 三石 田上 稔 ４８２－ ６１：２４．２１� ５．０�
７１３� コパノカチーノ 牡５栗 ５７ 浜中 俊小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 ５２０－ ６ 〃 クビ ２４．９�
７１４ メイショウツチヤマ 牡４鹿 ５７ 武 豊松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４７６－１２１：２４．４１ ４．７�
３６ ハンマープライス 牡５栗 ５７ 蛯名 正義 �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ４８８－ ２ 〃 クビ ８．３�
２３ シャドウストライプ 牡７栗 ５７ 福永 祐一飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５３８± ０１：２４．５� ３２．１�
６１１ リバーアゲイン 牡６栗 ５７ 藤岡 佑介河越 武治氏 作田 誠二 三石 沖田 忠幸 ４７６± ０１：２４．７１ ９．６	
６１２ タマモスクワート 牡６鹿 ５７ 村田 一誠タマモ
 中川 公成 新冠 対馬 正 ５００＋ ２ 〃 クビ ８．１�
４７ ベストバウト 牡４黒鹿５７ 柴田 善臣島田 久氏 小西 一男 日高 高柳 隆男 ４８６－１０１：２４．９� ７．２�
８１５ トップオブザロック 牡７黒鹿 ５７

５６ ☆国分 恭介山本 慎一氏 橋口弘次郎 えりも エクセルマネジメント ５２４－ ６１：２５．１１ ９７．１
５９ ナムラナイト 牡４芦 ５７ 秋山真一郎奈村 信重氏 野村 彰彦 新ひだか 漆原 哲雄 ５１２± ０ 〃 クビ １５．１�
８１６ マジックアロー 牡５鹿 ５７ 小牧 太�杵臼牧場 新川 恵 浦河 杵臼牧場 B４５４－ ４１：２５．２クビ １１．１�
５１０ ローブドヴルール 牝５鹿 ５５ 柴田 大知�ミルファーム 斎藤 誠 日高 小西ファーム ４７８－ ６１：２５．４１� １５０．９�
４８ ウィズインライアン 牝５鹿 ５５ 幸 英明内藤 耕造氏 福島 信晴 浦河 谷川牧場 B４３４＋ ４１：２５．８２� ５５．６�
１２ コ コ カ ラ 牡４栗 ５７ 内田 博幸ディアレスト 高橋 裕 浦河 桑田フアーム ５０２－１２１：２５．９クビ ５６．３�
２４ ショウナンタイリン 牝５栗 ５５

５２ ▲国分 優作国本 哲秀氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 ４６４＋１２１：２６．８５ ６０．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４７，２０２，７００円 複勝： ８７，６３９，８００円 枠連： ５６，７１７，７００円

普通馬連： １８３，４９９，１００円 馬単： ９８，９２２，１００円 ワイド【拡大馬連】： ７４，３９２，０００円

３連複： ２５１，７８３，５００円 ３連単： ４１１，６８２，２００円 計： １，２１１，８３９，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５３０円 複 勝 � ３７０円 � １９０円 � ６３０円 枠 連（１－３） １，８８０円

普通馬連 �� ３，８３０円 馬 単 �� ９，０１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４６０円 �� ６，１６０円 �� ２，６２０円

３ 連 複 ��� ４４，６２０円 ３ 連 単 ��� ２７９，２５０円

票 数

単勝票数 計 ４７２０２７ 的中 � ２４３３９（９番人気）
複勝票数 計 ８７６３９８ 的中 � ５８０６６（７番人気）� １５６５２３（１番人気）� ３０５８８（１０番人気）
枠連票数 計 ５６７１７７ 的中 （１－３） ２２２９４（８番人気）
普通馬連票数 計１８３４９９１ 的中 �� ３５３６８（１６番人気）
馬単票数 計 ９８９２２１ 的中 �� ８１０８（４１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７４３９２０ 的中 �� １２８７６（１７番人気）�� ２９１６（６１番人気）�� ６９８６（３４番人気）
３連複票数 計２５１７８３５ 的中 ��� ４１６５（１３５番人気）
３連単票数 計４１１６８２２ 的中 ��� １０８８（８３０番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．８―１１．３―１１．９―１２．２―１２．１―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．２―３４．５―４６．４―５８．６―１：１０．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハクバドウジ �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 Dixieland Band デビュー ２００８．３．８ 中山７着

２００５．５．１７生 牡６芦 母 ベルベットスマイル 母母 Velvet Touch ２３戦４勝 賞金 ５０，０７１，０００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） １頭 トムアウトランダー号
（非抽選馬） ３頭 スコッツブラフ号・タイキジャガー号・タカノキング号



（２３阪神２）第７日 ４月１６日（土曜日） 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 １９７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
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

１８６，０６０，０００円
１，０９０，０００円
１１，８２０，０００円
１，７４０，０００円
１７，５７０，０００円
６８，８６２，５００円
５，１２２，０００円
１，９５０，３００円

勝馬投票券売得金
３８２，４３３，７００円
７９０，２７８，５００円
３９１，７５２，７００円
１，３７３，６６４，０００円
８１３，１１４，１００円
５３９，７３６，５００円
１，８０５，５３６，４００円
３，０１８，９５２，０００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 ９，１１５，４６７，９００円

総入場人員 １５，０３４名 （有料入場人員 １４，３３４名）


