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０９０３７ ４月１日 晴 不良 （２４阪神２）第４日 第１競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１０時００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 カシノチョッパー 牡３黒鹿５６ 北村 友一柏木 務氏 境 直行 鹿児島 柏木 務 ４６８－ ８１：１１．８ １３９．８�

３５ � タツショウワ 牡３栗 ５６ 池添 謙一鈴木 昭作氏 鮫島 一歩 米 New Century
Bloodstock, LLC ４９６＋ ４ 〃 クビ ４．７�

６１１� スピアナート 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三有限会社シルク鮫島 一歩 米 Shadai Cor-
poration ４５４－ ４１：１２．４３� ７０．１�

７１３ イエスイットイズ 牡３鹿 ５６ 幸 英明薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 ４８２± ０１：１２．７１� １．７�
４７ ウォーターオアシス 牡３栗 ５６ 芹沢 純一山岡 良一氏 鹿戸 明 浦河 本巣牧場 ４９２＋ ２ 〃 クビ ４８．９�
８１６ ヒカリオーシャン 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介�ヒカリクラブ 本田 優 伊達 高橋農場 ４９６ ―１：１２．８� １６．７�
２３ � エイシントラベラー 牡３芦 ５６ 岩田 康誠平井 豊光氏 西園 正都 米 Machmer

Hall ５０２－ ４ 〃 アタマ ４．６	
５９ モンハピネス 牝３青鹿５４ 国分 恭介星野 壽市氏 大根田裕之 日高 前野牧場 ４０４＋ ４１：１３．２２� ７８．６

３６ メイショウプリムラ 牝３青鹿５４ 後藤 浩輝松本 好雄氏 中竹 和也 浦河 日田牧場 ４６４ ―１：１３．８３� ９６．２�
４８ アラタマライト 牡３鹿 ５６

５３ ▲花田 大昂荒木 謙次氏 新川 恵 日高 槇本牧場 ４２８ ―１：１３．９� ３５５．５�
２４ オメガチビマルコ 牝３栗 ５４ 国分 優作原 	子氏 牧田 和弥 新冠 森永 聡 ４０６－ ２ 〃 クビ ３２．９
１１ フォレストピア 牡３鹿 ５６ 小林慎一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 宮本 博 日高 オリオンファーム ４７６－ ４１：１４．０クビ ５１．２�
８１５ オサマジョール 牝３栗 ５４

５１ ▲中井 裕二�バンブー牧場 安達 昭夫 浦河 バンブー牧場 ４１４－１６１：１４．５３ ８１．２�
１２ � シゲルカリン 牡３栗 ５６ 川島 信二森中 蕃氏 藤沢 則雄 米 James M.

Herbener Jr. ４８２± ０１：１４．６クビ ４１．９�
７１４ ナムラマリー 牝３芦 ５４

５１ ▲水口 優也奈村 信重氏 野村 彰彦 新ひだか 伊藤 和明 ４２６ ―１：１４．９２ ２１４．６�
６１２ ナムラウイン 牡３栗 ５６ 小林 徹弥奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 伊藤 和明 ４５２ ―１：１５．２２ ５９．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，５７８，９００円 複勝： ７０，８３１，６００円 枠連： １２，９１６，８００円

馬連： ４２，８１６，０００円 馬単： ３８，４８４，１００円 ワイド： ２５，４０６，６００円

３連複： ７２，７０１，０００円 ３連単： １３６，１７３，１００円 計： ４１８，９０８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １３，９８０円 複 勝 � ３，２４０円 � ２７０円 � ３，２００円 枠 連（３－５） ８，２８０円

馬 連 �� １７，９８０円 馬 単 �� ５４，９４０円

ワ イ ド �� ３，２８０円 �� ４９，６５０円 �� ２，９４０円

３ 連 複 ��� ３４３，９４０円 ３ 連 単 ��� ２，３３７，１２０円

票 数

単勝票数 計 １９５７８９ 的中 � １１０４（１４番人気）
複勝票数 計 ７０８３１６ 的中 � ５１５９（１１番人気）� ８３７５９（２番人気）� ５２１７（１０番人気）
枠連票数 計 １２９１６８ 的中 （３－５） １１５２（１８番人気）
馬連票数 計 ４２８１６０ 的中 �� １７５８（３４番人気）
馬単票数 計 ３８４８４１ 的中 �� ５１７（７８番人気）
ワイド票数 計 ２５４０６６ 的中 �� １９２３（２８番人気）�� １２４（９７番人気）�� ２１４８（２４番人気）
３連複票数 計 ７２７０１０ 的中 ��� １５６（２３４番人気）
３連単票数 計１３６１７３１ 的中 ��� ４３（１４０９番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１１．７―１１．９―１２．０―１２．８

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カシノチョッパー �
�
父 ロドリゴデトリアーノ �

�
母父 マークオブディスティンクション デビュー ２０１１．７．３０ 小倉４着

２００９．３．１７生 牡３黒鹿 母 カシノブラボー 母母 ブラボーコール １２戦１勝 賞金 ６，１００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。
※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 シューサクオー号
（非抽選馬） ２頭 エリモガスト号・フトゥールム号

０９０３８ ４月１日 晴 不良 （２４阪神２）第４日 第２競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１０時３０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

１２ コスモアケルナル 牡３栗 ５６ 幸 英明 �ビッグレッドファーム 田所 秀孝 新冠 ビッグレッドファーム ４８２± ０１：５５．５ １．６�

５１０ ケイエスファントム 牡３鹿 ５６ 藤岡 康太キヨシサービス� 高橋 義忠 日高 高柳 隆男 ５１２＋ ２１：５５．８１� １０．７�
８１６ ミッキーマーチ 牡３栗 ５６ N．ピンナ 野田みづき氏 池江 泰寿 新ひだか 千代田牧場 ５２６－ ４ 〃 クビ ５．６�

（伊）

２４ メ イ デ イ 牡３青鹿５６ 太宰 啓介 H.H．シェイク・モハメド 荒川 義之 新冠 武田牧場 ４９８＋ ２１：５６．２２� ５２．４�
４８ アスターピース 牡３栗 ５６ 古川 吉洋加藤 久枝氏 武田 博 様似 猿倉牧場 ４９４ ―１：５６．５１� ６８．１�
２３ リーゼントブルース 牡３芦 ５６ 岩田 康誠三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 井高牧場 B４７６＋ ２１：５６．８１� ９．１	
８１５� シゲルポーポー 牡３鹿 ５６ 国分 恭介森中 蕃氏 服部 利之 米 BnD Thor-

oughbreds ４７２－ ２１：５６．９� ２７．５

１１ ハードチョンホ 	３鹿 ５６

５３ ▲花田 大昂津田 一男氏 西橋 豊治 新ひだか 前田牧場 ４２４－ ２ 〃 ハナ ４２．６�
３６ ガ リ ュ ウ 牡３黒鹿５６ 北村 友一佐々木孝之氏 境 直行 様似 猿倉牧場 ４６８－１２１：５７．５３� １３９．６�
７１３ イセノアラシ 牡３栗 ５６

５３ ▲中井 裕二大橋 堯格氏 大橋 勇樹 浦河 桑田 正己 ４７２± ０１：５７．８２ １５５．４
３５ クリールハヤテ 牡３栗 ５６ K．デザーモ 横山 修二氏 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム ４６０＋ ２１：５７．９� ２０．８�

（米）

５９ ニシノブンブンマル 牡３鹿 ５６ 川島 信二西山 茂行氏 宮本 博 新冠 川上牧場 ４５６± ０１：５８．０クビ １０５．７�
４７ � エーシンスピーダー 牡３栗 ５６ 浜中 俊�栄進堂 西園 正都 米 Colts Neck

Stables LLC ４７０＋ ４１：５９．１７ ２６．４�
６１１ クニサキロンワン 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲菱田 裕二國島 周夫氏 梅田 康雄 新冠 安達 洋生 ４５８± ０１：５９．４１� ３７４．４�
７１４ カネトシダイスター 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲水口 優也兼松 利男氏 西浦 勝一 新ひだか 井高牧場 ４６０－ ８１：５９．６１
 １８８．１�
６１２� シゲルチェリモヤ 牡３鹿 ５６ 川須 栄彦森中 蕃氏 坂口 正則 米 Thomas W.

Bachman ５２０－ ２ 〃 クビ ３９．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，３７０，６００円 複勝： ６４，２２４，３００円 枠連： １６，１６１，１００円

馬連： ５０，５４５，０００円 馬単： ３９，７３６，０００円 ワイド： ２６，５２０，５００円

３連複： ７７，０５８，１００円 ３連単： １３５，１８３，２００円 計： ４３４，７９８，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １７０円 � １４０円 枠 連（１－５） ７３０円

馬 連 �� ７４０円 馬 単 �� １，１２０円

ワ イ ド �� ２８０円 �� １９０円 �� ６２０円

３ 連 複 ��� １，１８０円 ３ 連 単 ��� ４，２３０円

票 数

単勝票数 計 ２５３７０６ 的中 � １２９５０７（１番人気）
複勝票数 計 ６４２２４３ 的中 � ３６８８７９（１番人気）� ４９４７９（３番人気）� ８００１８（２番人気）
枠連票数 計 １６１６１１ 的中 （１－５） １６５３１（３番人気）
馬連票数 計 ５０５４５０ 的中 �� ５０４３０（３番人気）
馬単票数 計 ３９７３６０ 的中 �� ２６３８９（３番人気）
ワイド票数 計 ２６５２０５ 的中 �� ２３１９３（３番人気）�� ４２６６３（１番人気）�� ８７２２（６番人気）
３連複票数 計 ７７０５８１ 的中 ��� ４８４８２（２番人気）
３連単票数 計１３５１８３２ 的中 ��� ２３５９６（５番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．８―１４．８―１３．８―１３．２―１３．０―１２．１―１１．７―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．７―３９．５―５３．３―１：０６．５―１：１９．５―１：３１．６―１：４３．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．０―３F３６．０
１
３

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

勝馬の
紹 介

コスモアケルナル �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１１．１０．１６ 京都５着

２００９．４．２３生 牡３栗 母 アラームコール 母母 インワンズジョイ ８戦１勝 賞金 １１，０５０，０００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） ３頭 ウインアズーリ号・ガンバレシャチョウ号・チキリリキオー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第２回 阪神競馬 第４日



０９０３９ ４月１日 晴 不良 （２４阪神２）第４日 第３競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１１時００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

１：２１．５
１：２１．５

不良

不良

６１２ プ リ ュ ム 牝３栗 ５４ 浜中 俊 �キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム ４４０＋１０１：２４．９ ５．０�

１１ ビッグビート 牡３鹿 ５６ 川須 栄彦 �グリーンファーム 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ５６４＋ ６ 〃 クビ １３．０�
５１０ ハクサンアース 牡３鹿 ５６ N．ピンナ 河� 五市氏 西園 正都 様似 スイートフアーム ４６８＋ ２１：２５．１１� ４．２�

（伊）

２４ キ ー メ ー ル 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥北前孔一郎氏 目野 哲也 新冠 高瀬 敦 ４８４－ ６１：２５．２� ２６．９�
３６ テイエムキュウベエ 牡３栗 ５６ 柴田 善臣竹園 正繼氏 柴田 政見 鹿児島 テイエム牧場 ４７６＋１６１：２５．４１� ５７．４�
４８ サトノラミア 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝里見 治氏 池江 泰寿 新ひだか 千代田牧場 ４６４ ―１：２５．８２� ３．６	
７１４ ショウナンアルプ 牝３鹿 ５４ 川田 将雅国本 哲秀氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 ４５８－ ２１：２５．９クビ １３．８

８１５ アクアブルーライト 牡３鹿 ５６ 村田 一誠佐野 清氏 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 ４８２＋ ６ 〃 クビ １２．５�
８１６ スマイルモトヒメ 牝３鹿 ５４ 横山 典弘黒澤 尚氏 千田 輝彦 新冠 飛渡牧場 ４３６＋ ２１：２６．０クビ ８２．８�
３５ セフティリューオー 牡３青 ５６ 国分 優作池田 實氏 服部 利之 浦河トラストスリーファーム ４９６－ ８１：２６．２１� ９．９
６１１ ビュービーナス 牝３鹿 ５４ 幸 英明キャピタルクラブ 境 直行 浦河 平成ファーム ４５０＋ ６ 〃 クビ １０９．９�
５９ オールゴーウェル 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介吉田 修氏 坪 憲章 新ひだか タガミファーム ４２０ ―１：２６．４１� １０９．４�
７１３ ホッコーファイナル �３黒鹿５６ 石橋 守矢部 幸一氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４７４－１４１：２６．５� ２３６．９�
４７ ホープマイスター 牡３栗 ５６ 岩田 康誠久保 博文氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム ４４６＋ ２１：２６．７１� ９．６�
１２ チョウストライカー 牡３青 ５６ 北村 友一丸山 隆雄氏 清水 久詞 新冠 赤石 久夫 ４６２＋１０１：２８．７大差 １４８．６�
２３ カシノデューク 牡３栗 ５６ 国分 恭介柏木 務氏 坪 憲章 熊本 本田 土寿 ４８８＋ ２１：２９．７６ １３０．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，０５５，３００円 複勝： ４４，７０２，２００円 枠連： １５，５８９，８００円

馬連： ５４，３４８，８００円 馬単： ３６，０１８，１００円 ワイド： ２８，２１２，２００円

３連複： ８１，２２４，６００円 ３連単： １２５，０７２，６００円 計： ４０８，２２３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５００円 複 勝 � １８０円 � ３８０円 � １４０円 枠 連（１－６） ２，６００円

馬 連 �� ２，８３０円 馬 単 �� ４，９３０円

ワ イ ド �� １，０４０円 �� ３６０円 �� ７２０円

３ 連 複 ��� ３，０４０円 ３ 連 単 ��� ２１，５８０円

票 数

単勝票数 計 ２３０５５３ 的中 � ３６８３１（３番人気）
複勝票数 計 ４４７０２２ 的中 � ６８６８６（３番人気）� ２２６５９（８番人気）� １１２６３４（１番人気）
枠連票数 計 １５５８９８ 的中 （１－６） ４４３０（１３番人気）
馬連票数 計 ５４３４８８ 的中 �� １４１９１（１３番人気）
馬単票数 計 ３６０１８１ 的中 �� ５４０１（１７番人気）
ワイド票数 計 ２８２１２２ 的中 �� ６２５０（１５番人気）�� ２１１０７（１番人気）�� ９４０７（７番人気）
３連複票数 計 ８１２２４６ 的中 ��� １９７５３（５番人気）
３連単票数 計１２５０７２６ 的中 ��� ４２７８（５０番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プ リ ュ ム �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Peintre Celebre デビュー ２０１１．１１．５ 京都２着

２００９．３．２９生 牝３栗 母 ピューリティー 母母 Pariana ４戦１勝 賞金 １０，５５０，０００円
〔制裁〕 スマイルモトヒメ号の調教師千田輝彦は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金１０，０００円。

セフティリューオー号の騎手国分優作は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（７番への進
路影響）

〔その他〕 セフティリューオー号は，最後の直線コースで内側に逃避したことについて平地調教注意。
※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 サザンネスト号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

０９０４０ ４月１日 晴 重 （２４阪神２）第４日 第４競走 ��３，１４０�サラブレッド系障害４歳以上
発走１１時３０分 （ 芝 ）

４歳以上；負担重量は，４歳５９�５歳以上６０�，牝馬２�減，収得賞金７００万円毎１�増
本 賞 １２，０００，０００円 ４，８００，０００円 ３，０００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円� コースレコード３：２６．４良

６７ ナリタシャトル 牡７黒鹿６０ 高田 潤�オースミ 小野 幸治 浦河 太陽牧場 ５２０± ０３：３３．１ ８．６�

５５ アドマイヤテンクウ 牡５鹿 ６０ 西谷 誠近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ５２４－ ２３：３３．７３� ２．５�
７８ リアルヴィクトリー 牡７鹿 ６１ 中村 将之杉山 美惠氏 浅見 秀一 三石 明治牧場 ４８６± ０３：３５．８大差 １０．７�
７９ オンワードシェルタ 牡６鹿 ６０ 難波 剛健中西 功氏 新川 恵 浦河 オンワード牧場 ５０４－ ２３：３６．０１ １６．９�
１１ � ヤマイチコマンド 牡６黒鹿６０ 黒岩 悠坂本 肇氏 鹿戸 明 宮城 佐々木 隆基 ４７６± ０３：３６．８１�＋３� ２２．６�
２２ マンノレーシング 牡９鹿 ６１ 植野 貴也萬野 順啓氏 松元 茂樹 新冠 若林牧場 ４７４－ ８ （降着） ３．６�
８１１ パ ゴ ダ 牡６鹿 ６０ 高野 和馬	和田牧場 和田正一郎 静内 及川 麻吉 ５４２± ０３：３７．０１ ８９．０

８１０ ウィルビーキング �８栗 ６０ 北沢 伸也前田 晋二氏 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント ５０８＋ ２３：３８．０６ ４２．８�
４４ マッキーケインズ 牡７栗 ６０ 林 満明薪浦 亨氏 梅田 康雄 早来 吉田 三郎 ４２８－ ６３：３９．３８ １１２．５�
３３ ナムラチェンジ 牡７鹿 ６０

５７ ▲森 一馬奈村 信重氏 目野 哲也 新冠 つつみ牧場 ４８０－ ２ （競走中止） ２７．６
６６ アスカノバッハ �４黒鹿５９ 小坂 忠士豊田 智郎氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４５４－ ６ （競走中止） ５．７�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １７，４８２，４００円 複勝： ２３，８７１，９００円 枠連： １２，６９７，３００円

馬連： ３６，１３１，９００円 馬単： ３１，４９３，０００円 ワイド： １７，６４４，０００円

３連複： ５６，２５１，３００円 ３連単： １１７，４１３，９００円 計： ３１２，９８５，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８６０円 複 勝 � １９０円 � １５０円 � ２８０円 枠 連（５－６） ４４０円

馬 連 �� ９７０円 馬 単 �� ２，５２０円

ワ イ ド �� ４２０円 �� ９９０円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� ２，３６０円 ３ 連 単 ��� １６，１９０円

票 数

単勝票数 計 １７４８２４ 的中 � １６０２１（４番人気）
複勝票数 計 ２３８７１９ 的中 � ３３５４６（３番人気）� ５２６１０（２番人気）� １８２９６（５番人気）
枠連票数 計 １２６９７３ 的中 （５－６） ２１５０８（１番人気）
馬連票数 計 ３６１３１９ 的中 �� ２７６６４（３番人気）
馬単票数 計 ３１４９３０ 的中 �� ９２４８（８番人気）
ワイド票数 計 １７６４４０ 的中 �� １１０６２（４番人気）�� ４１５０（１４番人気）�� ７９１５（６番人気）
３連複票数 計 ５６２５１３ 的中 ��� １７６５３（８番人気）
３連単票数 計１１７４１３９ 的中 ��� ５３５５（４４番人気）

上り １マイル １：４６．２ ４F ５３．３－３F ４０．４
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ナリタシャトル �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Machiavellian デビュー ２００７．８．１１ 札幌９着

２００５．３．１５生 牡７黒鹿 母 ミスティックライト 母母 Trystero 障害：７戦２勝 賞金 ２６，７３０，０００円
〔騎手変更〕 ウィルビーキング号の騎手今村康成は，第３日第４競走での落馬負傷のため北沢伸也に変更。
〔競走中止〕 アスカノバッハ号は，２周目８号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。

ナムラチェンジ号は，２周目８号障害〔いけ垣〕飛越後に，転倒した「アスカノバッハ」号に触れ，騎手が落馬したため競
走中止。

〔降着〕 マンノレーシング号は，５位〔タイム３分３６秒２，着差１�馬身〕に入線したが，１０号障害を急に外側に斜飛して
「ヤマイチコマンド」号の走行を妨害したため６着に降着。

〔制裁〕 ヤマイチコマンド号の騎手黒岩悠は，発走後に外側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（４番・５番への進路影響）
マンノレーシング号の騎手植野貴也は，１０号障害を急に外側に斜飛したことについて平成２４年４月７日から平成２４年４月

１５日まで騎乗停止。



０９０４１ ４月１日 曇 重 （２４阪神２）第４日 第５競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳
発走１２時２０分 （芝・右）

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

中央レコード

１：５７．８
１：５６．１

良

良

３６ フラゴリーネ 牝３鹿 ５４ 川田 将雅 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ４０４± ０２：０６．５ ３．７�

２４ ドウニカナルデショ 牝３鹿 ５４ 川須 栄彦小田切有一氏 谷 潔 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８０－１０ 〃 クビ ６．５�

６１１ チ ー ズ マ ヨ 牝３鹿 ５４ 北村 友一戸佐 眞弓氏 石坂 正 千歳 社台ファーム ４４４ ―２：０６．６� ７８．３�
４８ ハッピーアビラ 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４４６± ０２：０６．７� ５．４�
２３ アドマイヤシルク 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝近藤 利一氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５２－ ２２：０６．８� ７．３�
７１４ マイネキャスリーン 牝３黒鹿５４ 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム ４７２± ０２：０７．１１� ３１．７	
８１６ シーズオブタイム 牝３黒鹿５４ 浜中 俊谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 ４０８－ ４２：０７．２� １０．２

６１２ ジ ェ ネ カ ー 牝３鹿 ５４

５１ ▲中井 裕二大社 聡氏 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 ４７６－ ４２：０７．３クビ １２６．４�
１１ メイショウキラリ 牝３鹿 ５４ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 松栄牧場 ４７０－ ２２：０７．５１� ７．３�
１２ アンティール 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三 �社台レースホース牧浦 充徳 千歳 社台ファーム ４６０－ ８２：０８．６７ ６０．６
８１５ キャニオンキュート 牝３青鹿５４ 幸 英明�谷川牧場 高野 友和 浦河 谷川牧場 ４８６ ―２：０８．８１� ４０．２�
５９ コーナーポケット 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠白石 公彦氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム ４２４＋ ２２：０９．０１� ７．０�
７１３ ダンツパラダイス 牝３芦 ５４ 国分 恭介山元 哲二氏 谷 潔 日高 滝本 健二 ４２０± ０２：０９．３１� １８３．５�
４７ キリシマハッピー 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦土屋 君春氏 柴田 政見 宮崎 土屋牧場 ４４２－ ２ 〃 ハナ １７８．３�
３５ スマートディルハム 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎大川 徹氏 大久保龍志 新ひだか 岡田スタツド ４１０＋１０２：１０．２５ ３６．９�
５１０ アキノスマイル 牝３青 ５４

５１ ▲菱田 裕二山中 明広氏 作田 誠二 浦河 日向牧場 ４２８＋１２２：１０．４１� ２１６．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，３９７，６００円 複勝： ４８，５５７，６００円 枠連： １８，３０２，６００円

馬連： ６５，７４３，８００円 馬単： ４３，３０９，６００円 ワイド： ３０，６３８，７００円

３連複： ９１，７３６，１００円 ３連単： １５１，１５７，５００円 計： ４７５，８４３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １６０円 � ２５０円 � １，８８０円 枠 連（２－３） ７３０円

馬 連 �� １，４７０円 馬 単 �� ２，６８０円

ワ イ ド �� ５５０円 �� ４，７８０円 �� ８，７３０円

３ 連 複 ��� ４２，９４０円 ３ 連 単 ��� １４０，１５０円

票 数

単勝票数 計 ２６３９７６ 的中 � ５７０８４（１番人気）
複勝票数 計 ４８５５７６ 的中 � １０７７７６（１番人気）� ５２３１１（４番人気）� ４８３９（１２番人気）
枠連票数 計 １８３０２６ 的中 （２－３） １８５５３（１番人気）
馬連票数 計 ６５７４３８ 的中 �� ３３０７２（３番人気）
馬単票数 計 ４３３０９６ 的中 �� １１９６０（４番人気）
ワイド票数 計 ３０６３８７ 的中 �� １５０９６（２番人気）�� １５１１（４４番人気）�� ８２２（５９番人気）
３連複票数 計 ９１７３６１ 的中 ��� １５７７（１１３番人気）
３連単票数 計１５１１５７５ 的中 ��� ７９６（３５９番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．８―１３．４―１３．５―１２．０―１２．７―１２．２―１２．５―１２．４―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．９―２４．７―３８．１―５１．６―１：０３．６―１：１６．３―１：２８．５―１：４１．０―１：５３．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．２―３F３８．０
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

フラゴリーネ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Grape Tree Road デビュー ２０１２．３．１１ 阪神３着

２００９．４．２０生 牝３鹿 母 ゴ レ ラ 母母 Exciting Times ２戦１勝 賞金 ６，５００，０００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 リュドゥラペ号
（非抽選馬） １頭 ネオシアリーズ号

０９０４２ ４月１日 曇 重 （２４阪神２）第４日 第６競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１２時５０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

４７ アントニオピサ 牡３鹿 ５６ 川田 将雅市川 義美氏 角田 晃一 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７８－ ６１：５１．８ ６．９�

１２ ネ ク タ ル 牡３栗 ５６ 岩田 康誠 �キャロットファーム 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム ４９２± ０１：５１．９� ６．６�
７１４ アルディエス 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝�G１レーシング 松永 幹夫 安平 追分ファーム ４４８± ０１：５２．２２ ３５．８�
１１ � ミルクディッパー 牡３黒鹿５６ 佐藤 哲三�ノースヒルズ 北出 成人 米 North Hills

Management ５４０± ０１：５２．５２ ３５．１�
５９ ハワイアンソルト 牡３芦 ５６ 川須 栄彦金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４７２－ ４１：５２．６クビ １１．１�
４８ ゴーイングストーン 牡３栗 ５６

５３ ▲水口 優也林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 ４６２± ０１：５２．８１� ２１０．６	
２４ メイショウコンカー 牡３栗 ５６ 浜中 俊松本 好雄氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４４２－ ８ 〃 クビ １３．４

７１３ ラガートモヒーロ 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣奥村 啓二氏 柴田 政見 浦河 山春牧場 ４４４－ ４１：５２．９クビ １９０．１�
３６ アズマリュウセイ 牡３黒鹿５６ 国分 優作東 哲次氏 加用 正 日高 日高大洋牧場 ５００＋ ２１：５３．１１� ３０．０�
６１２ ウイニングサルート 牡３栗 ５６ 安藤 勝己�ノースヒルズ 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ５０２± ０１：５３．２� ２．０
２３ テイエムワカタカ 牡３栗 ５６ 国分 恭介竹園 正繼氏 木原 一良 日高 テイエム牧場日高支場 ４６０－１２１：５３．３クビ ３２．８�
５１０ タイセイモンスター 牡３栗 ５６

５３ ▲中井 裕二田中 成奉氏 須貝 尚介 様似 �村 伸一 ５３６＋ ２１：５３．５１� １０．０�
８１６ アムールクエスト 牡３鹿 ５６ 北村 友一村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 ４５０± ０１：５４．０３ ５８．６�
６１１� ジョーマダガスカル 牡３鹿 ５６ 藤岡 康太上田けい子氏 中竹 和也 米 Fred W.

Hertrich III ５０２＋ ２ 〃 クビ １３８．８�
８１５ メイショウブシドウ 牡３青鹿５６ 秋山真一郎松本 好雄氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 ４４４± ０ 〃 アタマ ７３．８�
３５ � マイネルエトランゼ 牡３栗 ５６ 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 米 Karen S. Farrar
& Gary M. Farrar ４９６＋ ６１：５４．４２	 ８９．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，４２８，７００円 複勝： ５３，０００，４００円 枠連： １８，７５６，１００円

馬連： ６０，６２０，３００円 馬単： ４４，２１０，３００円 ワイド： ３１，５６３，９００円

３連複： ８８，００７，７００円 ３連単： １５３，６５０，９００円 計： ４７８，２３８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６９０円 複 勝 � ２１０円 � ２４０円 � １，２００円 枠 連（１－４） １，９６０円

馬 連 �� ２，７４０円 馬 単 �� ６，０９０円

ワ イ ド �� ８９０円 �� ３，２１０円 �� ３，８６０円

３ 連 複 ��� ３５，０２０円 ３ 連 単 ��� １５６，８４０円

票 数

単勝票数 計 ２８４２８７ 的中 � ３２５１５（３番人気）
複勝票数 計 ５３０００４ 的中 � ７７４０７（２番人気）� ６３９２８（３番人気）� ９１０６（１０番人気）
枠連票数 計 １８７５６１ 的中 （１－４） ７０６５（７番人気）
馬連票数 計 ６０６２０３ 的中 �� １６３７７（８番人気）
馬単票数 計 ４４２１０３ 的中 �� ５３６３（１８番人気）
ワイド票数 計 ３１５６３９ 的中 �� ９１４７（７番人気）�� ２３７１（２８番人気）�� １９６６（３９番人気）
３連複票数 計 ８８００７７ 的中 ��� １８５５（９０番人気）
３連単票数 計１５３６５０９ 的中 ��� ７２３（３９２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．０―３７．１―４９．６―１：０２．４―１：１４．９―１：２７．５―１：３９．３

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

アントニオピサ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．１２．２４ 阪神３着

２００９．１．２９生 牡３鹿 母 サンデーエイコーン 母母 エイコーンカップ ５戦２勝 賞金 １７，８００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 ヴィットリオドーロ号・シゲルアーモンド号・ハギノクーザ号・ブリスコーラ号・ホッコータルマエ号・

マーチャンテイマー号



０９０４３ ４月１日 曇 稍重 （２４阪神２）第４日 第７競走 ��
��１，４００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時２０分 （芝・右）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：１９．９
１：１９．０

良

良

７１４ ウエストエンド 牡４鹿 ５７ 浜中 俊 H.R.H．プリンセス・ハヤ 白井 寿昭 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４７４± ０１：２３．６ ８．３�

６１１ ハンターワディ 牡５鹿 ５７ 佐藤 哲三 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 ４７４－ ６１：２３．９１� １６．２�

４７ メイショウコウセイ 牡６鹿 ５７ 小坂 忠士松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 ５０２＋１４１：２４．０� １４８．５�
７１３ コーストバンクシア 牡５鹿 ５７ 川田 将雅吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム ５１４－１０ 〃 クビ ３１．１�
２３ 	 スピログラフ 牡４鹿 ５７ 藤岡 康太 �キャロットファーム 大久保龍志 安平 ノーザンファーム ４８０－ ４１：２４．２１
 １４．５�
８１６ ダノンウィスラー 牡４鹿 ５７ N．ピンナ �ダノックス 池江 泰寿 新ひだか 折手牧場 ４５０－１２１：２４．３� ９．７	

（伊）

５９ ジ ャ ー ビ ス 牡４鹿 ５７ K．デザーモ 山本 英俊氏 藤沢 和雄 新冠 的場牧場 ４８６＋ ６１：２４．４� ４．０

（米）

２４ 	 エーシンイグアス 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠�栄進堂 坂口 正則 新ひだか 木田牧場 ５１６± ０ 〃 アタマ １２．５�
３５ ローザペルラ 牝５鹿 ５５ 松田 大作吉田 元嗣氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４４８± ０１：２４．６１ ８２．６�
６１２ ダンスラナキラ 牡４黒鹿５７ 上村 洋行橋口 博氏 橋口弘次郎 浦河 鎌田 正嗣 ４７４± ０ 〃 ハナ １６．８
３６ フロールジェナ 牝４鹿 ５５ 柴田 善臣小林 弘明氏 本間 忍 日高 大江牧場 ４１６＋ ２１：２５．１３ ３００．１�
８１５ ディープデザイア 牝５栗 ５５ 秋山真一郎深見 敏男氏 北出 成人 新冠 パカパカ

ファーム ４３８± ０１：２５．３１� ２．６�
１１ マヤノクレド 牡４鹿 ５７ 古川 吉洋田所 英子氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 ４８２＋ ２１：２５．５１
 ４３．３�
４８ クレムリンシチー 牡５栗 ５７ 太宰 啓介 �友駿ホースクラブ 清水 出美 浦河 アイオイファーム ５３４＋１４１：２５．６� ８３．１�
５１０ ローズリパブリック 牡６芦 ５７

５４ ▲中井 裕二 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４８８＋１０１：２５．８１ ７４．６�
１２ ライトレール 牝４鹿 ５５ 川須 栄彦吉田 正志氏 松元 茂樹 安平 追分ファーム ４５６－ ４１：２６．０１
 ３３．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３１，４５６，３００円 複勝： ５６，００３，８００円 枠連： ２６，５９０，４００円

馬連： ８２，４６４，８００円 馬単： ５２，８０１，９００円 ワイド： ３６，６３７，２００円

３連複： １０５，６３４，０００円 ３連単： １８０，４６０，５００円 計： ５７２，０４８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８３０円 複 勝 � ３１０円 � ４７０円 � ４，１５０円 枠 連（６－７） １，７７０円

馬 連 �� ４，５９０円 馬 単 �� ９，２３０円

ワ イ ド �� １，５２０円 �� １７，６２０円 �� ３０，１５０円

３ 連 複 ��� ２６６，０７０円 ３ 連 単 ��� １，０４０，４７０円

票 数

単勝票数 計 ３１４５６３ 的中 � ３０１６７（３番人気）
複勝票数 計 ５６００３８ 的中 � ５３３０１（３番人気）� ３２４２２（７番人気）� ３０７８（１５番人気）
枠連票数 計 ２６５９０４ 的中 （６－７） １１１０５（９番人気）
馬連票数 計 ８２４６４８ 的中 �� １３２７７（１８番人気）
馬単票数 計 ５２８０１９ 的中 �� ４２２２（３１番人気）
ワイド票数 計 ３６６３７２ 的中 �� ６１２９（１７番人気）�� ５０４（９７番人気）�� ２９４（１０４番人気）
３連複票数 計１０５６３４０ 的中 ��� ２９３（３４５番人気）
３連単票数 計１８０４６０５ 的中 ��� １２８（１６５３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２３．９―３５．４―４７．１―５９．２―１：１１．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウエストエンド �
�
父 Pivotal �

�
母父 Sunday Silence デビュー ２０１０．９．１２ 阪神９着

２００８．４．２０生 牡４鹿 母 ステージスクール 母母 Danseur Fabuleux １６戦２勝 賞金 ２３，８９４，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

０９０４４ ４月１日 曇 重 （２４阪神２）第４日 第８競走 ��
��１，８００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時５０分 （ダート・右）

１０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

５９ ナイスミーチュー 牡５鹿 ５７ 後藤 浩輝�ダノックス 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ５１４－ ２１：５１．０ ２．６�

５１０ グッドカレラ 牡５青 ５７
５４ ▲藤懸 貴志杉立 恭平氏 宮 徹 新冠 ハクツ牧場 ５２２＋ ６１：５１．２１� ５４．０�

７１４ エアラギオール 牡４黒鹿５７ 岩田 康誠 �ラッキーフィールド藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４９６＋１０１：５１．４１� ４．４�
２３ ハ ス ラ ー 牡４黒鹿５７ 浜中 俊水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 ５１６－ ８ 〃 クビ ２５．５�
４７ ユジェニックブルー 牡５黒鹿５７ 佐藤 哲三 �ブルーマネジメント山内 研二 新冠 川上牧場 ５３２－ ２１：５１．５クビ １９．６�
８１５ エーシンメンフィス 牝４鹿 ５５ 川田 将雅�栄進堂 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 ４９６± ０ 〃 クビ ５．１�
４８ 	 ティアモブリーオ 牡５鹿 ５７ 上村 洋行藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 F. K. N.

Partners ４６８＋ ２１：５１．６クビ １７．６	
３６ ダヴィンチバローズ 牡４鹿 ５７ 古川 吉洋猪熊 広次氏 武田 博 新冠 秋田牧場 ４７４－ ４ 〃 クビ １４．０

６１２ マーベラスバロン 牡４鹿 ５７ 渡辺 薫彦笹原 貞生氏 柴田 政見 新ひだか 酒井 亨 ４９２＋ ２１：５２．３４ ３３．２�
３５ 
 サンレイハスラー 牡６鹿 ５７ 国分 優作永井 啓弍氏 西橋 豊治 浦河 辻 牧場 ４８４－１８１：５２．５１� ２３１．４�
７１３ ツルマルシルバー 牡８芦 ５７

５４ ▲花田 大昂鶴田 鈴子氏 谷 潔 浦河 駿河牧場 ４８８＋ ２１：５２．７１� １５７．３
８１６
 モエレエンデバー 牡５黒鹿５７ 池添 謙一中村 和夫氏 小島 茂之 新ひだか 中村 和夫 ４９０－ ２１：５２．９１� ７７．３�
２４ レ オ ア ラ シ 牡５鹿 ５７

５４ ▲長岡 禎仁田中 博之氏 小島 茂之 平取 びらとり牧場 B５０６－ ４１：５３．６４ １１３．４�
１１ レッドジョーカー 牡４黒鹿５７ K．デザーモ �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 新ひだか 水上 習孝 ５３２＋ ２１：５４．３４ １７．２�

（米）

１２ エーシンジェネシス 牝４鹿 ５５ 川須 栄彦�栄進堂 松永 昌博 浦河 高野牧場 ４９０＋２０１：５４．６１� ３１．３�
６１１ テーブルスピーチ 牝５栗 ５５ 横山 典弘谷水 雄三氏 角居 勝彦 新ひだか カントリー牧場 ４５２－ ４ （競走中止） １５．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３０，８５７，３００円 複勝： ５４，２１８，６００円 枠連： ２３，９９９，６００円

馬連： ８４，７１９，２００円 馬単： ５２，１４８，３００円 ワイド： ３９，１７８，４００円

３連複： １１９，２５９，１００円 ３連単： １９１，０４６，５００円 計： ５９５，４２７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １４０円 � ６６０円 � １６０円 枠 連（５－５） ５，２３０円

馬 連 �� ５，３５０円 馬 単 �� ７，５７０円

ワ イ ド �� １，４７０円 �� ３４０円 �� ２，１２０円

３ 連 複 ��� ６，８７０円 ３ 連 単 ��� ３８，８７０円

票 数

単勝票数 計 ３０８５７３ 的中 � ９３９４５（１番人気）
複勝票数 計 ５４２１８６ 的中 � １３５７０６（１番人気）� １４０４９（１１番人気）� ９６８４３（２番人気）
枠連票数 計 ２３９９９６ 的中 （５－５） ３３９１（２２番人気）
馬連票数 計 ８４７１９２ 的中 �� １１７０５（２０番人気）
馬単票数 計 ５２１４８３ 的中 �� ５０８６（２９番人気）
ワイド票数 計 ３９１７８４ 的中 �� ６１７５（１８番人気）�� ３２８６５（２番人気）�� ４１９８（２６番人気）
３連複票数 計１１９２５９１ 的中 ��� １２８２９（１９番人気）
３連単票数 計１９１０４６５ 的中 ��� ３６２８（１０５番人気）

ハロンタイム １２．９―１０．８―１２．６―１２．０―１２．２―１２．１―１２．３―１２．６―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２３．７―３６．３―４８．３―１：００．５―１：１２．６―１：２４．９―１：３７．５

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ナイスミーチュー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Fire Maker デビュー ２００９．１１．２８ 京都６着

２００７．４．１６生 牡５鹿 母 ローザロバータ 母母 May Day Ninety ２６戦４勝 賞金 ５３，３８２，０００円
〔競走中止〕 テーブルスピーチ号は，競走中に疾病〔右前浅屈腱不全断裂〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 セイプロスペリティ号・ダブルイーグル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０９０４５ ４月１日 曇 稍重 （２４阪神２）第４日 第９競走 ��
��１，８００�

な ん ば

難波ステークス
発走１４時２５分 （芝・右・外）

４歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００円
付 加 賞 ３２９，０００円 ９４，０００円 ４７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

２２ アグネスワルツ 牝５栗 ５５ 国分 恭介渡辺 孝男氏 宮本 博 千歳 社台ファーム ４９６－ ６１：４８．７ ６．３�

７１２ シースナイプ 牝５鹿 ５５ 川田 将雅松岡 隆雄氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ４５０± ０１：４９．２３ １１．１�
６１１� カワキタフウジン 牡７栗 ５７ 武 幸四郎川島 吉男氏 増本 豊 門別 沖田牧場 ５１８－ ２１：４９．３� ３２．４�
４６ リルダヴァル 牡５栗 ５７ N．ピンナ �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４９６－１８１：４９．５１	 ５．５�

（伊）

５８ デンコウジュピター 牡４鹿 ５７ 渡辺 薫彦田中 康弘氏 佐山 優 様似 中脇 一幸 ５１０－ ２１：４９．６
 １０．９�
４７ メイショウゾウセン 牡４黒鹿５７ 幸 英明松本 好雄氏 荒川 義之 日高 高柳 隆男 ４６４＋ ２１：４９．８１	 ４４．０�
７１３ ナムラオウドウ 牡４黒鹿５７ 北村 友一奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム ４７４± ０１：５０．０１ １１．５	
３５ エスカナール 牝４黒鹿５５ 浜中 俊下河辺隆行氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 ４７２＋ ２ 〃 アタマ １６．７

５９ メイショウジンム 牡６鹿 ５７ 安藤 勝己松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 杵臼斉藤牧場 ４５２± ０ 〃 ハナ ２１．８�
８１４ テーオーティアラ 牝６鹿 ５５ 川須 栄彦小笹 公也氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４６６－ ４ 〃 ハナ １３４．５�
３４ プランスデトワール 牡４芦 ５７ K．デザーモ 山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４６８－ ８１：５０．１
 １０．１

（米）

２３ アドマイヤタイシ 牡５黒鹿５７ 岩田 康誠近藤 利一氏 橋田 満 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４７８＋ ２ 〃 クビ ３．２�

８１５ ケニアブラック 牡６鹿 ５７ 横山 典弘吉田 和美氏 勢司 和浩 日高 佐々木牧場 ４６８－ ４１：５０．２クビ １５．８�
１１ � ヒシパーフェクト 牡６鹿 ５７ 藤岡 康太阿部雅一郎氏 佐山 優 米 Thomas L.

Nichols ４７４－ ４１：５０．５２ ２３１．７�
６１０� アグネスエナジー 牡７黒鹿５７ 国分 優作渡辺 孝男氏 清水 久詞 千歳 社台ファーム ５０６＋１０１：５１．７７ ３０５．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ４４，９１６，０００円 複勝： ８０，２９８，９００円 枠連： ３８，８８３，２００円

馬連： １４８，１７１，５００円 馬単： ８０，６５１，８００円 ワイド： ５４，３５２，６００円

３連複： １８６，３２７，５００円 ３連単： ３２１，８３８，２００円 計： ９５５，４３９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６３０円 複 勝 � ２３０円 � ３６０円 � ７６０円 枠 連（２－７） ６１０円

馬 連 �� ２，８５０円 馬 単 �� ５，３５０円

ワ イ ド �� ９００円 �� ２，４１０円 �� ２，１３０円

３ 連 複 ��� ２３，５１０円 ３ 連 単 ��� １０２，５６０円

票 数

単勝票数 計 ４４９１６０ 的中 � ５７００９（３番人気）
複勝票数 計 ８０２９８９ 的中 � １０７５３５（２番人気）� ５８２６６（７番人気）� ２４０９５（１１番人気）
枠連票数 計 ３８８８３２ 的中 （２－７） ４７６６１（１番人気）
馬連票数 計１４８１７１５ 的中 �� ３８４９６（９番人気）
馬単票数 計 ８０６５１８ 的中 �� １１１２８（１７番人気）
ワイド票数 計 ５４３５２６ 的中 �� １５３８５（９番人気）�� ５４４８（４２番人気）�� ６２０８（３２番人気）
３連複票数 計１８６３２７５ 的中 ��� ５８５１（９３番人気）
３連単票数 計３２１８３８２ 的中 ��� ２３１６（３９０番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．６―１１．２―１１．８―１２．１―１１．９―１１．４―１２．４―１３．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．２―３５．４―４７．２―５９．３―１：１１．２―１：２２．６―１：３５．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アグネスワルツ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２００９．１０．２５ 京都８着

２００７．３．２１生 牝５栗 母 メルロースウィート 母母 メルドスポート １５戦４勝 賞金 １１５，１９９，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

０９０４６ ４月１日 曇 稍重 （２４阪神２）第４日 第１０競走 ��
��１，４００�マーガレットステークス

発走１５時００分 （芝・右）
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 ３４３，０００円 ９８，０００円 ４９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．９
１：１９．０

良

良

５８ シゲルスダチ 牡３芦 ５６ 後藤 浩輝森中 蕃氏 西園 正都 日高 豊洋牧場 ４１０＋ ２１：２３．７ ３３．４�

２２ レオアクティブ 牡３栗 ５７ 横山 典弘田中 博之氏 杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 ４５０－ ６１：２３．８� ２．６�
４６ トウケイヘイロー 牡３鹿 ５６ N．ピンナ 木村 信彦氏 清水 久詞 浦河 中村 和夫 ４７０－ ２１：２４．０１� ５．４�

（伊）

４５ ニシノビークイック 牡３栗 ５６ 浜中 俊西山 茂行氏 河内 洋 新ひだか 本桐牧場 ４６８＋ ４１：２４．１� ７．５�
７１１ ヴェアデイロス 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三�ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント ４２４± ０１：２４．２� ４９．４�
６１０ マ ス イ デ ア 牝３黒鹿５４ 武 幸四郎益田 修一氏 中野 栄治 浦河 福田牧場 ４１８－ ６ 〃 ハナ ７４．９�
３３ キリシマトリオ 牡３黒鹿５６ 北村 友一西村新一郎氏 湯窪 幸雄 新冠 赤石 久夫 ４７２－ ６ 〃 クビ １０．４	
５７ メイショウヒデタダ 牡３黒鹿５６ 太宰 啓介松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 王蔵牧場 ４６４－ ６１：２４．４１ ４２．６

７１２ アイラブリリ 牝３黒鹿５４ 幸 英明杉元 四男氏 福島 信晴 新ひだか 飛野牧場 ４２６＋ ６ 〃 クビ １０１．８�
８１４ アンチュラス 牝３鹿 ５４ 川田 将雅�G１レーシング 安田 隆行 安平 追分ファーム ４４６＋ ２１：２４．５クビ ９．０�
６９ 	 バクシンクリチャン 牝３鹿 ５４ 池添 謙一栗本 博晴氏 須貝 尚介 平取 コアレススタッド ４５６＋ ６１：２４．６� １０３．３
３４ ビウイッチアス 牝３黒鹿５５ 岩田 康誠井上 一郎氏 武藤 善則 日高 いとう牧場 ４３６－ ２ 〃 アタマ ４．８�
８１３ レディーメグネイト 牝３鹿 ５４ 飯田 祐史 �三石川上牧場 飯田 明弘 新ひだか 三石川上牧場 ５００＋ ２１：２４．７� ４４．７�
１１ ベ ル シ エ ロ 牝３栗 ５４ 藤岡 康太 �社台レースホース大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６６－１２ 〃 アタマ ７２．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ５０，９５１，７００円 複勝： ８３，１０５，８００円 枠連： ３９，６３７，３００円

馬連： １６４，１５０，０００円 馬単： １０１，１０７，３００円 ワイド： ６０，９４１，６００円

３連複： ２０４，９０８，３００円 ３連単： ４２３，０９３，６００円 計： １，１２７，８９５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，３４０円 複 勝 � ５５０円 � １４０円 � ２００円 枠 連（２－５） ２，５７０円

馬 連 �� ５，３００円 馬 単 �� １４，０８０円

ワ イ ド �� １，６００円 �� ２，４３０円 �� ３１０円

３ 連 複 ��� ８，６３０円 ３ 連 単 ��� １００，７９０円

票 数

単勝票数 計 ５０９５１７ 的中 � １２０３８（７番人気）
複勝票数 計 ８３１０５８ 的中 � ２７６８０（７番人気）� ２２０６４４（１番人気）� １０９２５０（３番人気）
枠連票数 計 ３９６３７３ 的中 （２－５） １１４０４（８番人気）
馬連票数 計１６４１５００ 的中 �� ２２８７８（１７番人気）
馬単票数 計１０１１０７３ 的中 �� ５３００（３８番人気）
ワイド票数 計 ６０９４１６ 的中 �� ８７１３（１７番人気）�� ５６３３（２７番人気）�� ５７１４２（２番人気）
３連複票数 計２０４９０８３ 的中 ��� １７５４１（２３番人気）
３連単票数 計４２３０９３６ 的中 ��� ３０９８（２４５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．９―３５．７―４７．９―５９．８―１：１１．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．０―３F３５．８
３ ・（３，１２）１３（６，７，１４）（４，８）５（１，１０）９，２，１１ ４ ・（３，１２，１３）１４（６，７）８（４，５，１０）（１，２）９，１１
市場取引馬

勝馬の
紹 介

シゲルスダチ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１１．６．１８ 阪神５着

２００９．３．２３生 牡３芦 母 エ ト レ ー ヌ 母母 ライジングサンデー ９戦３勝 賞金 ３８，５０１，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

２レース目



０９０４７ ４月１日 曇 稍重 （２４阪神２）第４日 第１１競走 ��
��２，０００�第５６回産 経 大 阪 杯（ＧⅡ）

発走１５時３５分 （芝・右）
４歳以上；負担重量は，５６�，牝馬２�減，２３．４．２以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除
く）１着馬２�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�
増，２３．４．１以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�増（ただし２歳時の成績を除
く）

産経新聞社賞（１着）
賞 品

本 賞 ６０，０００，０００円 ２４，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，０００，０００円 ６，０００，０００円
付 加 賞 ８６８，０００円 ２４８，０００円 １２４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．８
１：５６．１

良

良

８１１ ショウナンマイティ 牡４青鹿５６ 浜中 俊国本 哲秀氏 梅田 智之 新ひだか 矢野牧場 ５００－ ４２：０５．５ ９．０�

５６ � フェデラリスト 牡５黒鹿５７ 横山 典弘 �社台レースホース田中 剛 千歳 社台ファーム ５２４－ ４２：０５．７１� ２．６�
２２ トーセンジョーダン 牡６鹿 ５８ 岩田 康誠島川 �哉氏 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ４８２± ０２：０５．８クビ ４．５�
６８ ローズキングダム 牡５黒鹿５７ 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４６８＋１４２：０５．９	 ６．８�
１１ ナカヤマナイト 牡４栗 ５６ 柴田 善臣和泉 信一氏 二ノ宮敬宇 日高 沖田牧場 ４８０－ ４２：０６．０	 ６．３�
７９ アーネストリー 牡７鹿 ５８ 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 ５３０－ ４ 〃 ハナ ６．９	
５５ 
 コスモファントム 牡５鹿 ５６ 大野 拓弥 �ビッグレッドファーム 宮 徹 米 Joan Hadley

Thoroughbreds ５２６＋ ６２：０６．２１� ３５．１

６７ ナリタクリスタル 牡６黒鹿５６ 幸 英明�オースミ 木原 一良 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９０＋１６ 〃 クビ ７０．１�
３３ 
 フライングアップル �８鹿 ５６ K．デザーモ 山本 英俊氏 藤沢 和雄 米 McKee Sta-

bles, Inc. ５００－ ４２：０６．４１� １１５．１
（米）

８１２ メイショウカンパク 牡５黒鹿５６ 川田 将雅松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４９８± ０２：０６．５� ８２．８�
４４ ダンツホウテイ 牡７黒鹿５６ 池添 謙一山元 哲二氏 本田 優 静内 大典牧場 ４８０＋ ６ 〃 クビ ６０．４�
７１０ ソリタリーキング 牡５黒鹿５６ 秋山真一郎 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４６４－１０２：０７．２４ ２０８．６�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２０７，１４２，７００円 複勝： ２６３，２３７，８００円 枠連： １０４，１７９，５００円

馬連： ７４３，８３６，６００円 馬単： ４３９，０１６，１００円 ワイド： ２３１，４３０，３００円

３連複： ９０１，８３９，２００円 ３連単： ２，３０６，８４２，０００円 計： ５，１９７，５２４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９００円 複 勝 � ２２０円 � １２０円 � １７０円 枠 連（５－８） ８１０円

馬 連 �� ９９０円 馬 単 �� ２，６６０円

ワ イ ド �� ３８０円 �� ７００円 �� ２８０円

３ 連 複 ��� １，７４０円 ３ 連 単 ��� １１，５４０円

票 数

単勝票数 計２０７１４２７ 的中 � １８１４１２（６番人気）
複勝票数 計２６３２３７８ 的中 � ２４９６４５（６番人気）� ７５６０２８（１番人気）� ３９３９４７（２番人気）
枠連票数 計１０４１７９５ 的中 （５－８） ９５１２１（３番人気）
馬連票数 計７４３８３６６ 的中 �� ５５９３０３（５番人気）
馬単票数 計４３９０１６１ 的中 �� １２２０５９（１０番人気）
ワイド票数 計２３１４３０３ 的中 �� １４９７４６（５番人気）�� ７３４３２（１２番人気）�� ２２９４８６（１番人気）
３連複票数 計９０１８３９２ 的中 ��� ３８４０４２（７番人気）
３連単票数 計２３０６８４２０ 的中 ��� １４７５７７（４２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．２―２５．４―３９．１―５２．３―１：０５．２―１：１７．９―１：３０．２―１：４２．１―１：５３．３

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ショウナンマイティ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Storm Cat デビュー ２０１０．７．１１ 阪神１着

２００８．４．２生 牡４青鹿 母 ラグジャリー 母母 Alleged Devotion １２戦４勝 賞金 １５０，８３９，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

０９０４８ ４月１日 曇 重 （２４阪神２）第４日 第１２競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１６時１０分 （ダート・右）

１０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．７
１：０８．７

重

重

１２ ケンエンブレム 牡４鹿 ５７ 横山 典弘中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 川上牧場 ４５２－ ４１：１０．４ ８．８�

２３ ワンダーキラメキ 牡６栗 ５７ 佐藤 哲三山本 信行氏 領家 政蔵 浦河 林 孝輝 B４８４± ０ 〃 クビ ９１．２�
６１２ マイディアソング 牝４青鹿５５ 秋山真一郎有限会社シルク野村 彰彦 日高 いとう牧場 ４７２＋１２１：１０．６１ ４１．４�
１１ ケージーヨシツネ 牡４鹿 ５７

５４ ▲中井 裕二川井 五郎氏 飯田 雄三 新冠 イワミ牧場 ４５８－ ４ 〃 ハナ ４６．１�
３６ ディアアゲイン 牡７栗 ５７ 幸 英明村上 稔氏 佐藤 正雄 三石 米田 和子 ４７０－ ２ 〃 クビ ５１．０�
３５ ヒ ー ロ ー 牡５栗 ５７ 岩田 康誠近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５２２－ ２１：１０．７� １．８�
４７ ウォンビーロング 牝５鹿 ５５ K．デザーモ 山本 英俊氏 藤沢 和雄 新ひだか 水上 習孝 ４７４－ ２１：１１．１２� ７．１�

（米）

２４ コ ロ ナ 牝６栗 ５５ 国分 優作下河邉 博氏 中尾 秀正 静内 有限会社 下河辺
トレーニングセンター ４５４－ ２ 〃 クビ １２８．６	

４８ ナックルパート 牡８鹿 ５７ 浜中 俊水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 ４８６－ ４１：１１．３１� １８．２

７１４ クランチタイム 牡４鹿 ５７ 北村 友一加藤 千豊氏 木原 一良 様似 山本 和彦 ５１６－ ２ 〃 アタマ ７．８�
８１６ ピサライコネン 牡５芦 ５７ 川田 将雅市川 義美氏 藤原 英昭 新ひだか フジワラフアーム ４６６－ ８１：１１．４� １１．０�
５１０ パープルセンリョ 牡４鹿 ５７ N．ピンナ 中野 銀十氏 飯田 雄三 帯広 中村 司 ５２８＋ ４１：１１．５クビ １６．７

（伊）

８１５ ダ ス タ ッ プ 牡６鹿 ５７ 後藤 浩輝小田切有一氏 田中 章博 日高 山本 通則 ４９６＋ ２１：１１．７１� １５６．９�
７１３ シゲルシュサ 牝４鹿 ５５ 国分 恭介森中 蕃氏 柴田 政見 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４２６＋ ２１：１１．９１ ２１５．４�
５９ クリスワールド 牡４栗 ５７ 野元 昭嘉加藤 守氏 武田 博 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４８２＋ ４１：１２．８５ １４４．５�
６１１ メイショウアツヒメ 牝６鹿 ５５ 武 幸四郎松本 好雄氏 河内 洋 浦河 日の出牧場 ５２６＋２４ （競走中止） ９１．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６６，８５０，０００円 複勝： ９５，９３７，０００円 枠連： ４５，５０７，７００円

馬連： １８０，２０２，２００円 馬単： １３３，２９３，９００円 ワイド： ７１，２１１，９００円

３連複： ２３５，１２２，１００円 ３連単： ５４８，６５０，６００円 計： １，３７６，７７５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８８０円 複 勝 � ３５０円 � １，５００円 � １，０８０円 枠 連（１－２） ８，７４０円

馬 連 �� ２５，３９０円 馬 単 �� ４１，５８０円

ワ イ ド �� ５，６６０円 �� ３，８８０円 �� １４，３４０円

３ 連 複 ��� １９２，８１０円 ３ 連 単 ��� １，０１２，２７０円

票 数

単勝票数 計 ６６８５００ 的中 � ６０２８９（４番人気）
複勝票数 計 ９５９３７０ 的中 � ８３４０８（４番人気）� １５６４６（１１番人気）� ２２２７２（９番人気）
枠連票数 計 ４５５０７７ 的中 （１－２） ３８４６（２４番人気）
馬連票数 計１８０２０２２ 的中 �� ５２３８（４６番人気）
馬単票数 計１３３２９３９ 的中 �� ２３６６（８１番人気）
ワイド票数 計 ７１２１１９ 的中 �� ３０９８（４５番人気）�� ４５５４（３６番人気）�� １２１３（７４番人気）
３連複票数 計２３５１２２１ 的中 ��� ９００（２４１番人気）
３連単票数 計５４８６５０６ 的中 ��� ４００（１２３３番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．７―１１．２―１１．９―１１．８―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．８―３４．０―４５．９―５７．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．６―３F３６．４
３ １（７，９）４－（３，１４）（２，６，１５）（１２，１６）１０，５，１３（８，１１） ４ １（７，９）（４，３）（１４，１５）（２，６）（１２，１６）１０，５，１３，８＝１１

勝馬の
紹 介

ケンエンブレム �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 ロイヤルアカデミーⅡ デビュー ２０１０．１１．６ 福島３着

２００８．５．１５生 牡４鹿 母 イ ル バ チ オ 母母 サーファーガール ９戦１勝 賞金 １２，５００，０００円
［他本会外：２戦２勝］

〔競走中止〕 メイショウアツヒメ号は，競走中に異常歩様となったため４コーナーで競走中止。
〔調教再審査〕 メイショウアツヒメ号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
※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。
（非抽選馬） １頭 ピュアマリーン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

４レース目



（２４阪神２）第４日 ４月１日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

重後稍重
不良後重

競走回数 １２回 出走頭数 １８０頭 本 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

３０７，６６０，０００円
５，２００，０００円
２，２００，０００円
２８，４９０，０００円
６３，６０５，５００円
５，３４０，０００円
１，７２８，０００円

勝馬投票券売得金
５７２，４８７，５００円
９３７，９８９，９００円
３７３，２２１，４００円
１，７１３，７５０，１００円
１，０９２，２７０，４００円
６５３，７３７，９００円
２，２２０，０６９，０００円
４，７９０，５８２，６００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 １２，３５４，１０８，８００円

総入場人員 １９，０２９名 （有料入場人員 １８，００５名）


