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０９０４９ ４月７日 晴 良 （２４阪神２）第５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）

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

７１４ メイショウオハツ 牝３黒鹿５４ 幸 英明松本 好雄氏 武田 博 浦河 本巣 敦 ４８２＋ ４１：１３．０ ５．２�

１２ フェイストウショウ 牝３鹿 ５４ 池添 謙一トウショウ産業� 池添 兼雄 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４８０－ ４１：１３．２１� ６．６�
６１２ ナムラアピア 牝３芦 ５４ 小牧 太奈村 信重氏 福島 信晴 日高 ナカノファーム ４７４－１２１：１３．５２ ４．１�
５１０ タガノカノープス 牝３鹿 ５４ 北村 友一八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 八木牧場 ４２２± ０１：１３．６クビ ２５．７�
４７ クイーンズライフ 牝３栗 ５４ 長谷川浩大 H.R.H．プリンセス・ハヤ 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４３６＋ ４１：１４．０２� ３２．１�
２３ イシュタルキャスト 牝３鹿 ５４ 浜中 俊山科 統氏 石坂 正 浦河 バンダム牧場 ４８０ ― 〃 ハナ １５．８�
５９ エーシンルミナス 牝３鹿 ５４ 和田 竜二�栄進堂 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 ４４４－ ４１：１４．１� ３．４	
３５ アポロパレス 牝３鹿 ５４ 川田 将雅小林 量氏 白井 寿昭 浦河 笹島 政信 ４４２＋ ６１：１４．３１ ２６．９

７１３ メイショウヒナゲシ 牝３栗 ５４ 岩田 康誠松本 好雄氏 坂口 正則 浦河 赤田牧場 ４７６± ０ 〃 クビ ２５．２�
１１ クイーンパワー 牝３栗 ５４ 野元 昭嘉林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 ４２４－ ２１：１４．６１� １５０．６�
４８ ドラゴンエッグ 牝３鹿 ５４ 国分 恭介越田 英喜氏 坪 憲章 新ひだか 松田牧場 ４５６＋ ４ 〃 クビ ９．８
３６ シンプリーラブ 牝３鹿 ５４

５１ ▲菱田 裕二 �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 ４３４＋ ２１：１４．７クビ ６４．６�

２４ レディマーマレイド 牝３栗 ５４ 東川 公則谷水 雄三氏 村山 明 日高 シンコーファーム B４５８－ ２ 〃 ハナ １２３．４�
（笠松）

８１５ プリンセスカナ 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム ４６６－ ８ 〃 ハナ ５６．３�
６１１ ニホンピロナンシー 牝３鹿 ５４ 丸野 勝虎小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 ４５４ ―１：１４．８� １０２．７�

（愛知）

８１６ クリノラブチャンス 牝３青鹿 ５４
５１ ▲中井 裕二栗本 守氏 田所 秀孝 日高 永村 侑 ４３８ ―１：１４．９� １７１．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，５９９，７００円 複勝： ３２，２８８，４００円 枠連： １０，４４４，６００円

馬連： ３７，９１９，８００円 馬単： ２５，７６５，１００円 ワイド： １９，４４０，９００円

３連複： ６０，５９９，０００円 ３連単： ８６，５６８，７００円 計： ２８７，６２６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５２０円 複 勝 � １７０円 � １８０円 � １８０円 枠 連（１－７） １，１１０円

馬 連 �� １，３８０円 馬 単 �� ２，７３０円

ワ イ ド �� ４５０円 �� ５１０円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� ２，５２０円 ３ 連 単 ��� １５，２７０円

票 数

単勝票数 計 １４５９９７ 的中 � ２２３９４（３番人気）
複勝票数 計 ３２２８８４ 的中 � ５１４６８（２番人気）� ４８０７０（３番人気）� ４７８８１（４番人気）
枠連票数 計 １０４４４６ 的中 （１－７） ６９８７（５番人気）
馬連票数 計 ３７９１９８ 的中 �� ２０３３８（５番人気）
馬単票数 計 ２５７６５１ 的中 �� ６９７３（１１番人気）
ワイド票数 計 １９４４０９ 的中 �� １１００８（４番人気）�� ９３９６（５番人気）�� ８４４９（６番人気）
３連複票数 計 ６０５９９０ 的中 ��� １７７５４（５番人気）
３連単票数 計 ８６５６８７ 的中 ��� ４１８５（２９番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．６―１２．２―１２．２―１１．８―１２．５

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウオハツ �
�
父 オレハマッテルゼ �

�
母父 クリスタルグリツターズ デビュー ２０１２．１．９ 京都１０着

２００９．３．１０生 牝３黒鹿 母 メイショウサチカゼ 母母 シアトルダンサー ７戦１勝 賞金 １１，６５０，０００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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 シニスタークイーン号・ヤルーデンス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

０９０５０ ４月７日 晴 良 （２４阪神２）第５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 アーサーバローズ 牡３栗 ５６ 岩田 康誠猪熊 広次氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 ４５８－ ４１：５５．３ ３．０�

１１ ドリームチャージ 牡３鹿 ５６ M．デムーロ青山 洋一氏 村山 明 日高 野島牧場 ４３４＋ ２１：５５．７２� １０．９�
（伊）

５１０ スリートップガン 牡３栗 ５６ 川田 将雅永井商事� 村山 明 浦河 辻 牧場 ４９０－１４ 〃 クビ ４４．２�
２４ ベストウィッシュ 牡３青鹿５６ 小牧 太 �グリーンファーム 宮本 博 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 ５６２＋ ４１：５５．８� １９．８�
７１３ ブルースイショウ 牡３鹿 ５６ 国分 恭介平本 敏夫氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム ４８４－ ２１：５６．４３� ６．０�
３６ ウインアズーリ 牡３栗 ５６ 和田 竜二�ウイン 北出 成人 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム ４９０± ０１：５６．５� ９４．５	
４７ ヒシサイクロン 牡３青 ５６ 武 豊阿部雅一郎氏 佐山 優 千歳 社台ファーム ４７０＋ ２１：５６．６� ２０．１

７１４ レッドプレイヤー 牡３栗 ５６ 浜中 俊 �東京ホースレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム ４９０＋ ２ 〃 クビ ２．８�
６１２ リリーアタッカー 牡３栗 ５６ 木村 健土井 孝夫氏 池添 兼雄 浦河 福岡 光夫 ４６０－ ４１：５６．７クビ ５２．１�

（兵庫）

２３ チーフベアキャット 牡３栗 ５６ 幸 英明熊田 晋作氏 羽月 友彦 白老 習志野牧場 ４５２－ ８１：５７．０１� ２２３．９
３５ テディービン 牡３青 ５６ 池添 謙一谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 ４９２－ ４１：５７．１� ９．３�
８１６ バブルエコノミー 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介山上 和良氏 庄野 靖志 伊達 高橋農場 ４８２± ０ 〃 クビ １７９．３�
５９ エイトバイテン 牡３鹿 ５６ 小林慎一郎�野 葉子氏 梅田 智之 新冠 中央牧場 ４６０± ０２：００．２大差 ７９．７�
４８ メイショウシラウメ 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 金成吉田牧場 ４５４＋１０２：０１．４７ １９７．０�
８１５ アークライト 牡３黒鹿５６ 北村 友一栗山 良子氏 増本 豊 日高 新井 昭二 ５２０ ―２：０２．０３� １７６．１�
６１１ ラ シ ュ シ ュ 牝３栗 ５４ 東川 公則伊達 修一氏 五十嵐忠男 新冠 競優牧場 ４２４－１６２：０２．１クビ １８９．４�

（笠松）

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，１９５，６００円 複勝： ３０，４２２，７００円 枠連： １３，４４７，４００円

馬連： ３６，８０１，９００円 馬単： ２６，７９６，８００円 ワイド： １８，１２７，５００円

３連複： ５４，２５７，４００円 ３連単： ８６，２７０，１００円 計： ２８２，３１９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １４０円 � ２７０円 � ８２０円 枠 連（１－１） １，０８０円

馬 連 �� １，３２０円 馬 単 �� １，９７０円

ワ イ ド �� ４８０円 �� １，８７０円 �� ４，３４０円

３ 連 複 ��� １３，２２０円 ３ 連 単 ��� ５１，７３０円

票 数

単勝票数 計 １６１９５６ 的中 � ４３９９９（２番人気）
複勝票数 計 ３０４２２７ 的中 � ８３６３３（１番人気）� ２６９２８（４番人気）� ６８４３（８番人気）
枠連票数 計 １３４４７４ 的中 （１－１） ９２０２（４番人気）
馬連票数 計 ３６８０１９ 的中 �� ２０６３８（４番人気）
馬単票数 計 ２６７９６８ 的中 �� １００４０（７番人気）
ワイド票数 計 １８１２７５ 的中 �� １０１７１（４番人気）�� ２３０９（１８番人気）�� ９６８（３３番人気）
３連複票数 計 ５４２５７４ 的中 ��� ３０３０（３６番人気）
３連単票数 計 ８６２７０１ 的中 ��� １２３１（１４０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２４．４―３７．７―５０．６―１：０３．４―１：１６．４―１：２９．５―１：４２．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．９―３F３８．９
１
３

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

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

アーサーバローズ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 スリルシヨー デビュー ２０１１．１１．１３ 東京１０着

２００９．３．８生 牡３栗 母 ロイヤルクロス 母母 スタームーン ６戦１勝 賞金 ９，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウシラウメ号・アークライト号・ラシュシュ号は，平成２４年５月７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７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 エスケイタイガー号・サラローサ号・チキリリキオー号
（非抽選馬） ４頭 サンレイホーム号・スナークデュラン号・ナリタウィッシュ号・リーノレオン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

第２回 阪神競馬 第５日



０９０５１ ４月７日 晴 良 （２４阪神２）第５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

３６ タ マ ラ マ 牡３黒鹿５６ M．デムーロ H.R.H．プリンセス・ハヤ 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４９８－ ２１：２５．８ １．４�

（伊）

８１６ フミノメルキオール 牡３栗 ５６ 小林 徹弥谷 二氏 目野 哲也 日高 山際 辰夫 ４８６＋ ６１：２６．３３ ８．１�
７１３ ハルシュタット 牝３鹿 ５４ 幸 英明 �キャロットファーム 清水 出美 安平 ノーザンファーム ４５６－ ８１：２６．４� １０．９�
１１ メイショウユメゴゼ 牝３栃栗５４ 武 豊松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 ４５０ ― 〃 アタマ １５．９�
６１２ ミッキークリスエス 牡３黒鹿５６ 佐藤 哲三野田みづき氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ５２４－ ２１：２７．１４ ３５．５�
５１０� フ ェ ロ ー ズ 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介前田 幸治氏 矢作 芳人 愛 Skymarc

Farm ５２２－ ２ 〃 ハナ １１．６�
２３ ベネフィットユー 牡３黒鹿５６ 国分 恭介宮川 純造氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム ４４０－ ２１：２７．２クビ ４５．６	
８１５ メイショウステージ 牡３青鹿５６ 小牧 太松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 畔高牧場 ４６２－１０ 〃 クビ １９．９

７１４ サンライズガイア 牡３黒鹿５６ 北村 友一松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 ４７０－２０１：２７．３� ４７．２�
１２ サ フ ィ ラ 牝３栗 ５４ 太宰 啓介山田 貞蔵氏 五十嵐忠男 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４４４＋ ８１：２７．６２ ４５．１�
４８ クリビツテンギョ 牡３栗 ５６

５３ ▲中井 裕二�浜本牧場 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 ４６６＋ ２１：２７．８１ １２８．４
４７ キングオブセイント 牡３鹿 ５６ 丸野 勝虎中西 宏彰氏 大根田裕之 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー ４８６± ０１：２７．９� ２４０．５�
（愛知）

２４ � ギ リ ア 牝３鹿 ５４ 川島 信二北畑 忍氏 矢作 芳人 米 Dr. Masa-
take Iida ４４４ ―１：２８．１１� １３５．０�

５９ エナジーブルー 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一深見 富朗氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４４２± ０１：２８．４１� ２５０．２�
６１１ クリスタルシチー 牝３鹿 ５４

５１ ▲菱田 裕二 �友駿ホースクラブ 田所 秀孝 新ひだか 千代田牧場 ４５４－ ４１：２８．９３ ２９７．１�
３５ タガノバルベッタ 牡３青鹿５６ 木村 健八木 良司氏 加用 正 日高 合資会社カ

ネツ牧場 ５１８ ―１：２９．３２� ６３．８�
（兵庫）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，５０５，２００円 複勝： ６３，９５５，６００円 枠連： １２，７３３，８００円

馬連： ４０，６５７，２００円 馬単： ３３，３１４，７００円 ワイド： ２１，３７１，０００円

３連複： ５６，０１０，９００円 ３連単： １０６，２４０，１００円 計： ３５４，７８８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � １９０円 枠 連（３－８） ３２０円

馬 連 �� ４８０円 馬 単 �� ６３０円

ワ イ ド �� ２４０円 �� ２８０円 �� ６６０円

３ 連 複 ��� １，０９０円 ３ 連 単 ��� ２，６７０円

票 数

単勝票数 計 ２０５０５２ 的中 � １１５９４９（１番人気）
複勝票数 計 ６３９５５６ 的中 � ４３１３１９（１番人気）� ５２６０４（２番人気）� ３６６７５（３番人気）
枠連票数 計 １２７３３８ 的中 （３－８） ２９９８１（１番人気）
馬連票数 計 ４０６５７２ 的中 �� ６３０４１（１番人気）
馬単票数 計 ３３３１４７ 的中 �� ３９４５２（１番人気）
ワイド票数 計 ２１３７１０ 的中 �� ２５１８６（１番人気）�� ２０１３１（２番人気）�� ６８６８（８番人気）
３連複票数 計 ５６０１０９ 的中 ��� ３８１９６（２番人気）
３連単票数 計１０６２４０１ 的中 ��� ２９３９３（３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２３．９―３５．７―４８．５―１：０１．４―１：１３．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タ マ ラ マ �
�
父 Red Ransom �

�
母父 Forest Wildcat デビュー ２０１１．９．１７ 札幌５着

２００９．３．６生 牡３黒鹿 母 カトゥーンバ 母母 Elizabeth Bay ９戦１勝 賞金 １１，７００，０００円
〔発走状況〕 サフィラ号は，発進不良〔出遅れ〕。
※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 タカラメジャー号・デンタルボーイ号・メジロガラメキ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

０９０５２ ４月７日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２４阪神２）第５日 第４競走 ��２，９７０�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時３０分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，４歳５９�５歳以上６０�，牝馬２�減
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３：１５．７良・良

６９ テイエムライジン 牡４栗 ５９ 難波 剛健竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 競優牧場 ４４６± ０３：２２．４ ３．６�

３３ ユウターチェイサー 牡４栗 ５９ 金子 光希北前孔一郎氏 加用 正 新冠 中本牧場 ４５６＋ ２３：２２．５� ４．１�
４４ グッドカフェ 牡４青鹿５９ 中村 将之杉立 恭平氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ４８８＋ ４３：２３．０３ ２４．７�
８１２� シシャモフレンド 牝７鹿 ５８ 白浜 雄造阪口 享氏 五十嵐忠男 門別 大沢育成牧場 ４８８± ０ 〃 クビ １０．７�
２２ トレジャーハント 牡６栗 ６０ 西谷 誠 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム ５１２± ０３：２３．３２ １０．０�
７１０ ビービースカット 牡５青鹿６０ 高田 潤�坂東牧場 領家 政蔵 日高 森本牧場 ５２４＋ ２３：２３．７２� ３．３�
７１１ キクノセンヒメ 牝６鹿 ５８ 今村 康成菊池 五郎氏 坪 憲章 新冠 松浦牧場 ４６０－ ２３：２４．７６ ７５．９	
８１３ メジロテンニョ 牝４鹿 ５７ ▲高嶋 活士岩� 伸道氏 菅原 泰夫 洞爺湖 メジロ牧場 ４９２－ ６３：２７．３大差 １５２．９

４５ メイショウヘミング 牝５黒鹿５８ 林 満明松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか 岡田牧場 ４３６－１０３：２８．３６ ９０．０�
５６ トムコウクン 牡４鹿 ５９ 黒岩 悠半田 勉氏 西橋 豊治 新ひだか 福岡 清 ４７６－ ２３：２８．８３ ２０．５�
６８ � クリノマドンナ 牝４鹿 ５７ 小野寺祐太栗本 博晴氏 星野 忍 新ひだか 山野牧場 ４３４－ ８３：３０．２９ ２３８．４
１１ ピンクジャスミン 牝５鹿 ５８ 田村 太雅名古屋友豊� 作田 誠二 日高 白井牧場 ４５８－ ２ （競走中止） １１．２�
５７ フミノキララ 牡４鹿 ５９ 北沢 伸也谷 二氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 ４５０＋ ２ （競走中止） ４６．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １１，２５３，１００円 複勝： １７，２４１，３００円 枠連： ８，０１７，０００円

馬連： ２９，２３１，１００円 馬単： ２１，２２４，３００円 ワイド： １３，４３４，５００円

３連複： ４３，４２５，０００円 ３連単： ７３，７７３，６００円 計： ２１７，５９９，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １７０円 � １６０円 � ６００円 枠 連（３－６） ６７０円

馬 連 �� ６２０円 馬 単 �� １，３５０円

ワ イ ド �� ３００円 �� １，４７０円 �� １，７００円

３ 連 複 ��� ６，３００円 ３ 連 単 ��� ２４，１９０円

票 数

単勝票数 計 １１２５３１ 的中 � ２５１９７（２番人気）
複勝票数 計 １７２４１３ 的中 � ２９７８４（３番人気）� ３５３６１（２番人気）� ５３３８（８番人気）
枠連票数 計 ８０１７０ 的中 （３－６） ８８３３（２番人気）
馬連票数 計 ２９２３１１ 的中 �� ３４９３８（２番人気）
馬単票数 計 ２１２２４３ 的中 �� １１６２６（３番人気）
ワイド票数 計 １３４３４５ 的中 �� １３２４２（２番人気）�� ２０６８（１８番人気）�� １７８３（２０番人気）
３連複票数 計 ４３４２５０ 的中 ��� ５０８９（１９番人気）
３連単票数 計 ７３７７３６ 的中 ��� ２２５１（７５番人気）

上り １マイル １：４８．０ ４F ５２．４－３F ３９．６
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
２（１２，４）（１０，１）９，３，１１－６＝（５，１３）－８
２，４（１２，１，９）３，１０－１１－６－１３＝８－５

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

勝馬の
紹 介

テイエムライジン �
�
父 テイエムオペラオー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１１．４．９ 阪神６着

２００８．５．２９生 牡４栗 母 テイエムコラール 母母 テイエムシンスター 障害：８戦１勝 賞金 １３，５３０，０００円
〔競走中止〕 フミノキララ号は，３号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

ピンクジャスミン号は，９号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。



０９０５３ ４月７日 晴 良 （２４阪神２）第５日 第５競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１２時２０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

４７ マンハッタンミート 牝３黒鹿５４ 武 幸四郎��昭牧場 河内 洋 浦河 高昭牧場 ４８６－ ８１：３７．４ ３．３�

８１５ マイネルアルティマ 牡３芦 ５６ M．デムーロ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 西園 正都 浦河 小島牧場 ４５０＋ ２１：３７．５� ６．２�
（伊）

５１０ チョウリバイバル 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一丸山 隆雄氏 日吉 正和 浦河 草薙 利昭 ４５８ ―１：３７．８２ ３３．３�
２３ スイートブライアー 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント ４１８＋ ４ 〃 クビ ９．６�
７１４ トウカイメリー 牝３青鹿５４ 池添 謙一内村 正則氏 野中 賢二 日高 福満牧場 ４３０ ―１：３７．９� ５７．２�
６１２ タガノリバレンス 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二八木 良司氏 中尾 秀正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４６２－ ４１：３８．１１� ３．４	
６１１ アシュケナージ 牡３栗 ５６ 国分 恭介前田 幸治氏 松元 茂樹 新冠 武田 寛治 ４３６－ ６ 〃 アタマ ８．８

５９ ナリタプリムローズ 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介�オースミ 木原 一良 日高 白井牧場 ４２４ ― 〃 ハナ ９７．５�
１１ � アンコイルド 牡３鹿 ５６ 浜中 俊�大樹ファーム 矢作 芳人 仏 S. F. Blood-

stock LLC ４９２ ―１：３８．２クビ １６．０�
７１３ ガ ラ シ ア 牝３鹿 ５４ 川田 将雅林 正道氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４１２ ―１：３８．３	 ７１．７
８１６ ナムラオーキッド 牝３鹿 ５４ 幸 英明奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム ４２６ ―１：３８．６１	 ８１．５�
４８ カネトシスタチュー 牡３青鹿５６ 丸野 勝虎兼松 昌男氏 田中 章博 浦河 宮内牧場 ４７６ ― 〃 ハナ ２６５．７�

（愛知）

２４ ダ イ モ ス 牡３栗 ５６ 川島 信二山上 和良氏 田島 良保 浦河 カナイシスタッド ４７８ ―１：３８．７	 １４５．４�
３６ メテオーリカ 牝３黒鹿５４ 北村 友一吉田 照哉氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム ４３２ ―１：３８．９１ １３．８�
１２ ドナメジャー 牝３栗 ５４ 小牧 太山田 貢一氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４７４＋１０１：３９．１１� ８５．６�
３５ � タツスティンガー 牡３鹿 ５４ 和田 竜二鈴木 昭作氏 鮫島 一歩 豪 Woodside Park

Stud Pty Ltd ５２０ ―１：３９．３１� ２９．７�
８１７ エーケーベガ 牝３黒鹿５４ 武 英智桂土地� 五十嵐忠男 日高 小西 章 ３９８ ―１：４０．９１０ ２７１．３�

（１７頭）

売 得 金

単勝： １７，７６３，２００円 複勝： ３１，０１０，４００円 枠連： １３，３０８，８００円

馬連： ３８，９１２，５００円 馬単： ２８，１３３，７００円 ワイド： １９，４０４，４００円

３連複： ５３，２９４，１００円 ３連単： ８５，９０４，７００円 計： ２８７，７３１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １６０円 � ２１０円 � ７６０円 枠 連（４－８） １，１７０円

馬 連 �� １，２８０円 馬 単 �� ２，３３０円

ワ イ ド �� ４９０円 �� １，８６０円 �� ２，４６０円

３ 連 複 ��� １７，１１０円 ３ 連 単 ��� ７０，３７０円

票 数

単勝票数 計 １７７６３２ 的中 � ４３２９７（１番人気）
複勝票数 計 ３１０１０４ 的中 � ６７２６３（２番人気）� ４１０９７（３番人気）� ７７３７（９番人気）
枠連票数 計 １３３０８８ 的中 （４－８） ８４３７（５番人気）
馬連票数 計 ３８９１２５ 的中 �� ２２５１５（４番人気）
馬単票数 計 ２８１３３７ 的中 �� ８９３３（７番人気）
ワイド票数 計 １９４０４４ 的中 �� １０７６２（４番人気）�� ２４７５（２２番人気）�� １８４５（２７番人気）
３連複票数 計 ５３２９４１ 的中 ��� ２３００（４９番人気）
３連単票数 計 ８５９０４７ 的中 ��� ９０１（１８８番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．６―１２．４―１２．７―１２．５―１１．７―１１．４―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．９―２４．５―３６．９―４９．６―１：０２．１―１：１３．８―１：２５．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マンハッタンミート �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Broken Vow デビュー ２０１２．３．１８ 阪神２着

２００９．３．１４生 牝３黒鹿 母 ダノンエトランゼル 母母 Legion Etrangere ３戦１勝 賞金 ７，９００，０００円
※出走取消馬 プレザントライフ号（疾病〔右前挫跖〕のため）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

０９０５４ ４月７日 晴 良 （２４阪神２）第５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

５９ ホッコータルマエ 牡３鹿 ５６ 幸 英明矢部 幸一氏 西浦 勝一 浦河 市川フアーム ４７８－ ２１：５３．５ １０．１�

１２ スペシャルザダイヤ 牡３鹿 ５６ M．デムーロ青山 洋一氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４９８＋ ４１：５４．５６ ４８．５�
（伊）

５１０ ケイワイツヨシ 牡３黒鹿５６ 池添 謙一横瀬 兼二氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム ５４２－ ２ 〃 クビ ３３．１�
６１１ マーチャンテイマー 牝３鹿 ５４ 四位 洋文飯田 正剛氏 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 ４６２± ０１：５４．６� １１．４�
３６ カ ナ ロ ア 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 日高 日高大洋牧場 ４４２± ０ 〃 ハナ ４．２�
１１ スペルヴィア 牡３黒鹿５６ 川田 将雅佐々木主浩氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ５２８± ０ 〃 ハナ ３．５�
８１６ ブリスコーラ 牡３鹿 ５６ 武 豊グリーンスウォード 千田 輝彦 日高 長谷川 一男 ５０２± ０１：５４．８� ５．１	
８１５ ハランデール 牡３鹿 ５６ 小牧 太 H.H．シェイク・モハメド 池江 泰寿 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ５３４± ０１：５６．０７ １２．６

４８ シゲルアーモンド 牡３青 ５６ 太宰 啓介森中 蕃氏 目野 哲也 浦河 中村 雅明 ５３８± ０１：５６．３２ ２６４．８�
３５ ハギノクーザ 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三安岡美津子氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ４３８＋ ２１：５６．４クビ １５４．７�
７１４ ハマノヴィグラス 牡３栗 ５６ 丸野 勝虎浜井 弘至氏 服部 利之 日高 モリナガファーム ４９４± ０１：５６．５� ９４．６

（愛知）

２４ エイコーンパス 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介吉田 和子氏 松田 博資 浦河（有）社台コーポレー
ション白老ファーム B４５２－ ８１：５６．６クビ ６．６�

６１２ ステラノヴァ 牝３栗 ５４ 木村 健矢野 秀春氏 加用 正 新ひだか 矢野牧場 ４８２± ０１：５７．０２� １６５．５�
（兵庫）

２３ キンショーキラ 牝３栗 ５４ 北村 友一礒野日出夫氏 中村 均 浦河 鎌田 正嗣 ４８０－１２１：５７．４２� １５７．８�
４７ グランラファル 牡３栗 ５６ 柴山 雄一山田 裕仁氏 伊藤 大士 様似 山本 和彦 ４８８＋ ６１：５７．７２ ６３．３�
７１３� ルンタノチュー 牡３鹿 ５６ 筒井 勇介藤村 伸次氏 南 輝幸 平取 福原 謙吉 ４６０± ０ （競走中止） ５５．１�

（笠松） （笠松）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，２１７，１００円 複勝： ４１，７０６，３００円 枠連： １４，１９３，３００円

馬連： ５２，６６２，３００円 馬単： ３３，８７９，２００円 ワイド： ２３，８７５，５００円

３連複： ７１，５７０，１００円 ３連単： １１３，５６３，６００円 計： ３７４，６６７，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０１０円 複 勝 � ３９０円 � １，２４０円 � ９９０円 枠 連（１－５） １，４００円

馬 連 �� ２０，１２０円 馬 単 �� ３６，５１０円

ワ イ ド �� ４，１７０円 �� ２，２４０円 �� ６，７７０円

３ 連 複 ��� １０５，６４０円 ３ 連 単 ��� ４７３，５１０円

票 数

単勝票数 計 ２３２１７１ 的中 � １８２０６（５番人気）
複勝票数 計 ４１７０６３ 的中 � ３１０５２（６番人気）� ８３６９（９番人気）� １０６４７（８番人気）
枠連票数 計 １４１９３３ 的中 （１－５） ７５０８（７番人気）
馬連票数 計 ５２６６２３ 的中 �� １９３２（４０番人気）
馬単票数 計 ３３８７９２ 的中 �� ６８５（７９番人気）
ワイド票数 計 ２３８７５５ 的中 �� １４０７（３４番人気）�� ２６５８（２３番人気）�� ８６０（５０番人気）
３連複票数 計 ７１５７０１ 的中 ��� ５００（１６９番人気）
３連単票数 計１１３５６３６ 的中 ��� １７７（８１４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．２―３７．５―５０．９―１：０３．８―１：１６．４―１：２８．７―１：４０．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．７―３F３７．１
１
３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ホッコータルマエ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Cherokee Run デビュー ２０１２．１．１４ 京都１１着

２００９．５．２６生 牡３鹿 母 マダムチェロキー 母母 アンフォイルド ５戦２勝 賞金 １３，１００，０００円
〔競走中止〕 ルンタノチュー号は，競走中に疾病〔左第１指関節脱臼〕を発症したため４コーナー手前で競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 オースミイチバン号・コウエイチャンス号・サントスシチー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０９０５５ ４月７日 晴 良 （２４阪神２）第５日 第７競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１３時２０分 （芝・右・外）

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

１：３２．０
１：３１．４

良

良

８１４� サンレイレーザー 牡３鹿 ５６ M．デムーロ永井 啓弍氏 高橋 義忠 新ひだか 岡野牧場 ５１２＋１３１：３５．０ １５．４�
（伊）

５９ ガ ン ジ ス 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介林 正道氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ５００± ０１：３５．１� ５．９�
８１５ トーホウアマポーラ 牝３栗 ５４ 柴山 雄一東豊物産� 田島 良保 日高 竹島 幸治 ４８２＋ ４１：３５．５２� １７．８�
１１ アドマイヤレイ 牡３鹿 ５６ 川田 将雅近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ５２８＋ ４１：３５．６� １．９�
４６ ヴァンガード 牡３鹿 ５６ 四位 洋文 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ５００－ ８１：３５．７クビ ２４．３�
６１０ ケイアイユニコーン 牡３栗 ５６ 岩田 康誠 �啓愛義肢材料販売所 山内 研二 新ひだか 松田牧場 ４７２＋ ２１：３５．９１	 ６．６�
２３ ブルーハーツクライ 牡３栗 ５６ 小牧 太 �ブルーマネジメント服部 利之 新ひだか 加野牧場 ４８２＋ ８ 〃 アタマ １６．６	
７１３ ニーレンベルギア 牝３黒鹿５４ 佐藤 哲三吉田 照哉氏 西園 正都 千歳 社台ファーム ４３６＋ ６１：３６．１１	 ２８．３

４７ バハドゥール 牡３鹿 ５６ 浜中 俊田所 英子氏 笹田 和秀 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０６± ０１：３６．２クビ ８．７�
６１１ エーシンスナイパー 牡３鹿 ５６ 池添 謙一�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 ４４８＋１２１：３６．７３ ９５．４�
７１２� ゴールドフレンド 牡３鹿 ５６ 幸 英明加藤 充彦氏 清水 出美 浦河 浦河土肥牧場 ４７６＋ ６１：３７．３３� ３１２．６
３４ トミーバローズ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲菱田 裕二猪熊 広次氏 武田 博 新ひだか タイヘイ牧場 ４８２± ０ 〃 クビ ２９１．３�
２２ スズカジョンブル 牡３鹿 ５６ 長谷川浩大永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 ４３４－ ２１：３７．５１ １９１．５�
５８ 
 セントウイナー 牝３栗 ５４ 東川 公則�ホースケア 南 輝幸 日高 今井牧場 ４３０＋ ２１：３８．１３� ４３８．９�

（笠松） （笠松）

３５ 
 ハンドスター 牝３鹿 ５４ 丸野 勝虎手嶋 芳夫氏 角田 輝也 日高 船越牧場 ４５２＋ ６１：３８．７３� ６０３．５�
（愛知） （愛知）

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２８，７９５，６００円 複勝： ４４，４９６，０００円 枠連： １６，０３０，９００円

馬連： ５４，７２６，４００円 馬単： ３９，５１１，３００円 ワイド： ２５，３５８，９００円

３連複： ７０，６７２，５００円 ３連単： １２９，３３６，５００円 計： ４０８，９２８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５４０円 複 勝 � ４２０円 � ２６０円 � ４４０円 枠 連（５－８） ２，０５０円

馬 連 �� ４，２６０円 馬 単 �� ９，７５０円

ワ イ ド �� １，４５０円 �� １，７３０円 �� １，８２０円

３ 連 複 ��� １６，７５０円 ３ 連 単 ��� １０８，２３０円

票 数

単勝票数 計 ２８７９５６ 的中 � １４７５１（５番人気）
複勝票数 計 ４４４９６０ 的中 � ２６５１５（５番人気）� ５０２６３（４番人気）� ２５２１２（７番人気）
枠連票数 計 １６０３０９ 的中 （５－８） ５７８８（８番人気）
馬連票数 計 ５４７２６４ 的中 �� ９４９１（１５番人気）
馬単票数 計 ３９５１１３ 的中 �� ２９９１（３１番人気）
ワイド票数 計 ２５３５８９ 的中 �� ４３３８（１６番人気）�� ３６０６（２３番人気）�� ３４２６（２５番人気）
３連複票数 計 ７０６７２５ 的中 ��� ３１１４（４８番人気）
３連単票数 計１２９３３６５ 的中 ��� ８８２（２８０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．９―２４．８―３６．５―４８．０―１：００．２―１：１１．６―１：２２．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３４．８
３ ９（３，４，１４）１（８，１３，１５）（７，１１）１２，１０，６，２，５ ４ １４（９，３）（１，１５）（７，４，１３）（８，１１）６，１０（２，１２）－５

勝馬の
紹 介

�サンレイレーザー �
�
父 ラスカルスズカ �

�
母父 Cozzene （３戦０勝 賞金 ５，９００，０００円）

２００９．４．２３生 牡３鹿 母 サンレイククイン 母母 レイクワース １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
地方デビュー ２０１１．５．４ 門別

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

０９０５６ ４月７日 晴 良 （２４阪神２）第５日 第８競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時５０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，２００，０００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

１：０９．７
１：０８．７

重

重

２２ カンファーネオ 牡５鹿 ５７ 川田 将雅楠本 陸雄氏 大根田裕之 日高 中川 哲也 ４８２± ０１：１２．４ ３．５�

３３ ラインオブナイト 牡６鹿 ５７ 岩田 康誠 �社台レースホース庄野 靖志 千歳 社台ファーム ５３６＋３８ 〃 アタマ １０．９�
６８ サマーソング 牝５鹿 ５５ 太宰 啓介セゾンレースホース� 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム ４６４＋ ２ 〃 ハナ ５．６�
７１０ フェブムービング 牡５鹿 ５７ 和田 竜二釘田 義広氏 川村 禎彦 新ひだか 森 政巳 B４８０－ ４１：１２．６１� ２１．９�
５６ � シゲルハンベイ 牡５栗 ５７ 武 幸四郎森中 蕃氏 梅内 忍 新ひだか 及川 ミツ子 ４９４＋ ２１：１２．７� ８．２�
４５ ジャマイカジョー 牡４黒鹿５７ 幸 英明薪浦 英稔氏 梅田 康雄 新ひだか 秋田育成牧場 ４５８± ０１：１２．８クビ ６．６	
４４ � アイファーマーチス 牡５黒鹿５７ 国分 恭介中島 稔氏 坪 憲章 新ひだか 畠山牧場 ５４６－ ２ 〃 クビ ７９．３

５７ キクノフレヴァン 牡６鹿 ５７ 藤岡 佑介菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム ４７６－ ２１：１２．９クビ ６．７�
８１２ レ ー ガ ン 牡４青鹿５７ 石橋 守重松 國建氏 鹿戸 明 日高 横井 哲 ４９２－ ２ 〃 クビ ３２．７�
７１１ ハイライトリール 牝４栗 ５５ 浜中 俊 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム ４４４＋ ６１：１３．２１� １１．７
１１ � ゼニスパワー 牡４栗 ５７ 木村 健中西 功氏 新川 恵 新冠 村上 欽哉 ４６０－ ２１：１３．４� １１３．５�

（兵庫）

８１３ ネオエピック 牡５青鹿５７ 小牧 太小林 仁幸氏 田所 秀孝 新ひだか 元道牧場 B４３０± ０１：１４．１４ １４．２�
６９ アグネスジャスパー 牝５黒鹿 ５５

５２ ▲中井 裕二渡辺 孝男氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ４９８－１４１：１４．７３� ３９．６�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２０，４７８，３００円 複勝： ３７，２７８，０００円 枠連： １６，２１９，０００円

馬連： ５２，１３７，９００円 馬単： ３６，６７７，６００円 ワイド： ２３，７２５，７００円

３連複： ７０，２７２，８００円 ３連単： １１４，１２９，８００円 計： ３７０，９１９，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １４０円 � ３００円 � ２００円 枠 連（２－３） １，７８０円

馬 連 �� １，７１０円 馬 単 �� ２，２１０円

ワ イ ド �� ７４０円 �� ３９０円 �� １，０８０円

３ 連 複 ��� ３，２９０円 ３ 連 単 ��� １７，３８０円

票 数

単勝票数 計 ２０４７８３ 的中 � ４７０９０（１番人気）
複勝票数 計 ３７２７８０ 的中 � ９２９６５（１番人気）� ２５８９８（６番人気）� ４８５１６（３番人気）
枠連票数 計 １６２１９０ 的中 （２－３） ６７３３（１０番人気）
馬連票数 計 ５２１３７９ 的中 �� ２２５２０（６番人気）
馬単票数 計 ３６６７７６ 的中 �� １２２８９（６番人気）
ワイド票数 計 ２３７２５７ 的中 �� ７７２９（７番人気）�� １６４９５（１番人気）�� ５０８９（１４番人気）
３連複票数 計 ７０２７２８ 的中 ��� １５７８２（９番人気）
３連単票数 計１１４１２９８ 的中 ��� ４８４７（２８番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．０―１１．４―１１．８―１２．２―１３．９

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カンファーネオ �
�
父 イーグルカフェ �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２００９．１２．５ 阪神１３着

２００７．４．２６生 牡５鹿 母 ロッチマリーン 母母 ロ ツ チ ア イ １７戦２勝 賞金 １９，４００，０００円
［他本会外：４戦１勝］

※アイファーマーチス号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０９０５７ ４月７日 晴 良 （２４阪神２）第５日 第９競走 ��
��２，２００�

し ら さ ぎ

白 鷺 特 別
発走１４時２５分 （芝・右）
４歳以上，１，０００万円以下，２３．４．９以降２４．４．１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 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ２３１，０００円 ６６，０００円 ３３，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：１０．１
２：１０．１

良

良

４４ ヤマカツゴールド 牡６栗 ５５ 池添 謙一山田 博康氏 池添 兼雄 三石 猪野毛牧場 ４６４＋ ２２：１９．６ １１．６�

５５ エアポートメサ 牡４栗 ５４ 川島 信二新木 鈴子氏 小原伊佐美 日高 ナカノファーム ４６０＋ ６２：１９．８１� ４．０�
６６ ミッキーマスカット 牡４鹿 ５５ 小牧 太野田みづき氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ５３０－ ２ 〃 クビ ３．１�
１１ シャイニーブレーヴ 牡５栗 ５４ 北村 友一小林 昌志氏 湯窪 幸雄 平取 コアレススタッド ４６８＋ ６２：１９．９クビ １５．４�
７７ キングウェールズ 牡６鹿 ５２ 和田 竜二杉山 美惠氏 浅見 秀一 新冠 パカパカ

ファーム ４５４＋ ２ 〃 クビ ２９．８�
３３ タマモグランプリ �５鹿 ５６ 国分 恭介タマモ� 川村 禎彦 新冠 村田牧場 ４１８± ０２：２０．０クビ ６．６�
８１０ キンショーオトヒメ 牝７栗 ５１ 丸野 勝虎礒野日出夫氏 中村 均 浦河 昭和牧場 ４５４＋ ２２：２０．１� ６４．０	

（愛知）

８９ カネトシパサージュ 牡５黒鹿５７ 浜中 俊兼松 利男氏 荒川 義之 浦河 鎌田 正嗣 ４７２－ ６ 〃 ハナ ５．２

２２ マッキーバッハ 牡７鹿 ５４ 幸 英明薪浦 亨氏 牧田 和弥 門別 浜本牧場 ４７６－ ２ 〃 アタマ ２６．８�
７８ スマッシュスマイル 牡４栃栗５２ 中井 裕二 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム ４８４－ ４２：２０．６３ １０．６

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２４，７２６，４００円 複勝： ４３，７８８，９００円 枠連： １５，０５０，７００円

馬連： ７３，８２９，３００円 馬単： ５０，３２５，０００円 ワイド： ２８，０３９，６００円

３連複： ９３，３０２，６００円 ３連単： １９６，９５９，３００円 計： ５２６，０２１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１６０円 複 勝 � ３３０円 � １８０円 � １５０円 枠 連（４－５） ２，１４０円

馬 連 �� １，９６０円 馬 単 �� ５，０３０円

ワ イ ド �� ７５０円 �� ８８０円 �� ３６０円

３ 連 複 ��� ２，２３０円 ３ 連 単 ��� ２１，６９０円

票 数

単勝票数 計 ２４７２６４ 的中 � １６８６９（６番人気）
複勝票数 計 ４３７８８９ 的中 � ２７３０５（７番人気）� ６８８９９（４番人気）� ９４１１７（１番人気）
枠連票数 計 １５０５０７ 的中 （４－５） ５２０９（１２番人気）
馬連票数 計 ７３８２９３ 的中 �� ２７９２９（８番人気）
馬単票数 計 ５０３２５０ 的中 �� ７３９８（２１番人気）
ワイド票数 計 ２８０３９６ 的中 �� ８９２４（７番人気）�� ７４４１（１１番人気）�� ２１４３９（３番人気）
３連複票数 計 ９３３０２６ 的中 ��� ３０９８５（５番人気）
３連単票数 計１９６９５９３ 的中 ��� ６７０４（６２番人気）

ハロンタイム １３．２―１２．６―１２．８―１４．６―１３．３―１２．６―１３．０―１２．３―１１．７―１１．５―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１３．２―２５．８―３８．６―５３．２―１：０６．５―１：１９．１―１：３２．１―１：４４．４―１：５６．１―２：０７．６

コーナー
通過順位

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

ヤマカツゴールド �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００８．９．２７ 阪神４着

２００６．３．２生 牡６栗 母 バルミーウインド 母母 シングルホーク ４３戦４勝 賞金 ８３，０６２，０００円
〔発走状況〕 スマッシュスマイル号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 スマッシュスマイル号は，発走調教再審査。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

０９０５８ ４月７日 晴 良 （２４阪神２）第５日 第１０競走 ��
��２，０００�

わす ぐさ

忘 れ な 草 賞
発走１５時００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 ２８７，０００円 ８２，０００円 ４１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．８
１：５６．１

良

良

８１１ キャトルフィーユ 牝３鹿 ５４ M．デムーロ �ロードホースクラブ 角居 勝彦 新ひだか ケイアイファーム ４４２－ ４２：０５．１ ２．６�
（伊）

６８ タガノミュルザンヌ 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠八木 良司氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４１６－ ６２：０５．３１� ２０．３�

５５ クッカーニャ 牝３青鹿５４ 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム ４４６－ ２２：０５．４クビ ３．９�
５６ アロマティコ 牝３栗 ５４ 佐藤 哲三 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム ４４６－ ２ 〃 クビ １５．９�
７９ マイネアルナイル 牝３青鹿５４ 幸 英明 �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 ４６０－ ４２：０５．５� １１６．２�
４４ ガーネットチャーム 牝３鹿 ５４ 武 豊 �社台レースホース鹿戸 雄一 安平 追分ファーム ４１６－ ４２：０５．７１� ８．７	
８１２ ハッピーウィーク 牝３栗 ５４ 池添 謙一小川 勲氏 宮 徹 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８４－ ２２：０５．８� １２．８

７１０ デルマイザナミ 牝３鹿 ５４ 小牧 太浅沼 廣幸氏 高野 友和 日高 ファニーヒルファーム ４３４－ ４２：０５．９クビ ２２．１�
３３ セ シ リ ア 牝３栗 ５４ 浜中 俊田所 英子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 ４３６＋ ２２：０６．４３ ６．２�
１１ マ シ ュ マ ロ 牝３白 ５４ 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４６６－１２２：０６．７１� １５．４
６７ タガノルミナーレ 牝３黒鹿５４ 太宰 啓介八木 良司氏 池添 兼雄 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４７８－ ２ 〃 アタマ １８９．９�
２２ セイカフォルトゥナ 牝３栗 ５４ 北村 友一久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 ４６２－１０２：０８．１９ ５３．８�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３７，４３５，７００円 複勝： ５４，２５６，７００円 枠連： ２４，００２，０００円

馬連： １１２，８８９，２００円 馬単： ６７，７１５，３００円 ワイド： ３６，７３０，６００円

３連複： １２３，７０６，１００円 ３連単： ２５３，９７２，４００円 計： ７１０，７０８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １３０円 � ４４０円 � １５０円 枠 連（６－８） １，６９０円

馬 連 �� ２，２００円 馬 単 �� ３，３９０円

ワ イ ド �� ９４０円 �� ２３０円 �� １，２００円

３ 連 複 ��� ２，７００円 ３ 連 単 ��� １３，８８０円

票 数

単勝票数 計 ３７４３５７ 的中 � １１７６４７（１番人気）
複勝票数 計 ５４２５６７ 的中 � １５３９４０（１番人気）� ２００８６（９番人気）� １０８６５９（２番人気）
枠連票数 計 ２４００２０ 的中 （６－８） １０５２４（８番人気）
馬連票数 計１１２８８９２ 的中 �� ３７８８４（９番人気）
馬単票数 計 ６７７１５３ 的中 �� １４７４２（１４番人気）
ワイド票数 計 ３６７３０６ 的中 �� ８６４７（１２番人気）�� ４９８５７（１番人気）�� ６６５３（１６番人気）
３連複票数 計１２３７０６１ 的中 ��� ３３９１２（７番人気）
３連単票数 計２５３９７２４ 的中 ��� １３５０９（３８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．３―２５．６―３８．９―５２．２―１：０４．８―１：１７．３―１：２９．３―１：４１．２―１：５２．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キャトルフィーユ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Tejano Run デビュー ２０１１．１０．９ 京都９着

２００９．３．３生 牝３鹿 母 ワンフォーローズ 母母 Saucyladygaylord ６戦２勝 賞金 ３１，５７９，０００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。



０９０５９ ４月７日 晴 良 （２４阪神２）第５日 第１１競走 ��
��１，４００�第５５回サンケイスポーツ杯阪神牝馬ステークス（ＧⅡ）

発走１５時３５分 （芝・右）
牝，４歳以上；負担重量は，５４�，２３．４．９以降GⅠ競走１着馬２�増，GⅡ競走１着馬１�
増，２３．４．８以前のGⅠ競走１着馬１�増（ただし２歳時の成績を除く）

サンケイスポーツ賞（１着）
賞 品

本 賞 ５１，０００，０００円 ２０，０００，０００円 １３，０００，０００円 ７，７００，０００円 ５，１００，０００円
付 加 賞 １，２３２，０００円 ３５２，０００円 １７６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．９
１：１９．０

良

良

８１５ クィーンズバーン 牝４黒鹿５４ 藤岡 佑介林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム ４４８± ０１：２１．９ ５５．１�

５１０ マルセリーナ 牝４鹿 ５６ M．デムーロ �社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム ４４６－１２ 〃 クビ ４．６�
（伊）

４７ フミノイマージン 牝６鹿 ５４ 太宰 啓介谷 二氏 本田 優 日高 シンコーファーム ４８２＋ ２１：２２．０クビ ６．６�
７１４ エーシンリターンズ 牝５栗 ５４ 川田 将雅�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ４４８－１０１：２２．１� ２０．４�
１２ スプリングサンダー 牝５鹿 ５４ 四位 洋文�グランド牧場 昆 貢 新ひだか グランド牧場 ４４２－ ６１：２２．２� ３．４�
３６ チャームポット 牝６栗 ５４ 柴山 雄一タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 ４６０± ０ 〃 クビ ９５．８	
８１６ ア パ パ ネ 牝５鹿 ５６ 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ５０４＋ ８１：２２．３クビ ６．４

２３ 	 エーシンハーバー 牝４芦 ５４ 武 豊�栄進堂 藤岡 健一 米

Hopewell Invest-
ments LLC &
Nick Bentley

４６０－１０ 〃 クビ １８．９�
７１３ サワヤカラスカル 牝７鹿 ５４ 幸 英明永井 啓弍氏 西橋 豊治 鵡川 新井牧場 ４４８＋ ２１：２２．４� １８１．７�
５９ レディアルバローザ 牝５鹿 ５４ 浜中 俊 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム ４９０＋ ８１：２２．５クビ ９．２
４８ アンシェルブルー 牝５黒鹿５４ 池添 謙一矢野 秀春氏 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 ４６２－ ２ 〃 クビ １２．４�
２４ キョウワジャンヌ 牝４栗 ５４ 飯田 祐史�協和牧場 飯田 明弘 新冠 協和牧場 ４６２－１０１：２２．６クビ １７．６�
１１ オウケンサクラ 牝５鹿 ５４ 北村 友一福井 明氏 音無 秀孝 新冠 高瀬牧場 ４９２－ ８１：２２．７� ８２．８�
６１１ カトルズリップス 牝４黒鹿５４ 藤田 伸二山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム B４８８＋１２ 〃 ハナ ３０．３�
６１２ セブンシークィーン 牝６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 ４９０＋ ２１：２２．８� ３２８．８�
３５ フォーエバーマーク 牝４鹿 ５４ 佐藤 哲三青山 洋一氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム ５０８＋１４１：２３．４３� １００．３�
８１７
 ゴールドピアース 牝６栗 ５４ 木村 健山口 正行氏 荒山 義則 新ひだか 神垣 道弘 ４４２－ １１：２４．５７ ２８０．７�

（兵庫） （兵庫）

（１７頭）

売 得 金

単勝： １００，７０８，８００円 複勝： １６０，８７４，８００円 枠連： ７９，１３５，３００円

馬連： ４３２，５５８，９００円 馬単： ２２１，５７０，０００円 ワイド： １４３，９４２，６００円

３連複： ６０４，６２２，５００円 ３連単： １，０９１，１０８，９００円 計： ２，８３４，５２１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５，５１０円 複 勝 � １，０８０円 � ２００円 � ２４０円 枠 連（５－８） ９４０円

馬 連 �� ２２，１８０円 馬 単 �� ６０，３２０円

ワ イ ド �� ５，９００円 �� ５，２４０円 �� ７４０円

３ 連 複 ��� ４４，４７０円 ３ 連 単 ��� ４４１，４７０円

票 数

単勝票数 計１００７０８８ 的中 � １４４１５（１１番人気）
複勝票数 計１６０８７４８ 的中 � ３０４３５（１１番人気）� ２５９０３１（２番人気）� １８６０７７（３番人気）
枠連票数 計 ７９１３５３ 的中 （５－８） ６２３８２（４番人気）
馬連票数 計４３２５５８９ 的中 �� １４３９７（４９番人気）
馬単票数 計２２１５７００ 的中 �� ２７１１（１１５番人気）
ワイド票数 計１４３９４２６ 的中 �� ５８１７（５０番人気）�� ６５５７（４８番人気）�� ５１１９０（７番人気）
３連複票数 計６０４６２２５ 的中 ��� １００３６（１１８番人気）
３連単票数 計１０９１１０８９ 的中 ��� １８２４（８９３番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１１．５―１１．５―１１．４―１１．６―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．４―３４．９―４６．４―５７．８―１：０９．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３５．５
３ １５，１１－（５，６）－（２，９）（１，１０）３（４，１６）７（８，１３）（１２，１４）－１７ ４ ・（１５，１１）－（５，６）（２，９）１０（１，３）（４，１６）（７，１３）８，１４，１２－１７
市場取引馬

勝馬の
紹 介

クィーンズバーン �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Ogygian デビュー ２０１０．１１．６ 京都１着

２００８．２．１４生 牝４黒鹿 母 シンコウエンジェル 母母 A Kiss for Luck １１戦４勝 賞金 １０１，９５０，０００円
〔制裁〕 クィーンズバーン号の騎手藤岡佑介は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（１１番・１０番への進

路影響）
マルセリーナ号の騎手M．デムーロは，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。（７番への進路
影響）

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

０９０６０ ４月７日 晴 良 （２４阪神２）第５日 第１２競走 ��
��１，８００�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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

４６ キ ラ ウ エ ア 牡５黒鹿５７ 小牧 太金子真人ホール
ディングス� 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４７０－ ２１：５３．６ ３．４�

６１０� イノセントリーサム 牡５栗 ５７ 浜中 俊平田 修氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム ５２６－１０１：５３．７� １３．７�
３３ タマモブラウン 牡４鹿 ５７ 太宰 啓介タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 ５０２± ０ 〃 アタマ ３８．１�
５７ エーシンリボルバー 牡４栗 ５７ 川田 将雅�栄進堂 松永 昌博 浦河 有限会社

吉田ファーム ５２０± ０１：５３．８クビ ２．６�
３４ フォルクスオーパー 牝６栗 ５５ 幸 英明 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 木原 一良 浦河 宮内牧場 ４８４－ ４１：５４．２２� １０４．２�
５８ エクセルフラッグ 牡５鹿 ５７ 北村 友一橋場 勇二氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント ５０４＋ ２ 〃 ハナ ８９．１�
１１ ビーチパレード 牝４黒鹿５５ 木村 健 	社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ４８８＋ ６１：５４．４１� ２５．２


（兵庫）

４５ ウインベルカント 牡５黒鹿５７ 佐藤 哲三�ウイン 佐々木晶三 新ひだか 原口牧場 ４８６＋ ８ 〃 ハナ ２３．７�
７１１ アドマイヤツバサ 牡５青鹿５７ 岩田 康誠近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４５０－ ２１：５４．５� ２４．５�
６９ セイプロスペリティ 牡４鹿 ５７ 丸野 勝虎金田 成基氏 服部 利之 新ひだか マークリ牧場 ４６４＋ ２１：５４．６� １００．１

（愛知）

２２ トウカイファミリー 牝６黒鹿５５ 川島 信二内村 正則氏 野中 賢二 日高 福満牧場 ４５８＋１０ 〃 アタマ １３．７�
７１２ マイネルプリマス 牡６芦 ５７ M．デムーロ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム ５２０＋ ４ 〃 ハナ ５．６�

（伊）

８１４ オースミマリオン 牡５栗 ５７ 四位 洋文�オースミ 昆 貢 新冠 若林牧場 ４７８－ ４ 〃 ハナ １３．０�
８１３ ファンタズミック 牡４鹿 ５７ 柴山 雄一大塚 亮一氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム ５０２－ ２１：５５．４５ １８３．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３６，６５１，７００円 複勝： ６０，２０５，３００円 枠連： ２７，９８７，７００円

馬連： １１６，３４４，２００円 馬単： ７２，７８０，３００円 ワイド： ４６，６５１，６００円

３連複： １５２，４４８，２００円 ３連単： ２９１，７９７，２００円 計： ８０４，８６６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １６０円 � ３４０円 � ７７０円 枠 連（４－６） １，９５０円

馬 連 �� ２，７８０円 馬 単 �� ４，７７０円

ワ イ ド �� ８７０円 �� １，９６０円 �� ４，０７０円

３ 連 複 ��� ２１，６６０円 ３ 連 単 ��� ９０，５６０円

票 数

単勝票数 計 ３６６５１７ 的中 � ８５２７７（２番人気）
複勝票数 計 ６０２０５３ 的中 � １３０１４２（２番人気）� ４２４１０（４番人気）� １６１０６（１０番人気）
枠連票数 計 ２７９８７７ 的中 （４－６） １０６３１（７番人気）
馬連票数 計１１６３４４２ 的中 �� ３０９４１（８番人気）
馬単票数 計 ７２７８０３ 的中 �� １１２７０（１５番人気）
ワイド票数 計 ４６６５１６ 的中 �� １３７７６（６番人気）�� ５８０４（２１番人気）�� ２７４０（３５番人気）
３連複票数 計１５２４４８２ 的中 ��� ５１９５（６８番人気）
３連単票数 計２９１７９７２ 的中 ��� ２３７８（２６５番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．６―１４．２―１２．７―１２．７―１２．６―１２．２―１１．６―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．５―３８．７―５１．４―１：０４．１―１：１６．７―１：２８．９―１：４０．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キ ラ ウ エ ア �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー ２００９．７．１９ 新潟８着

２００７．２．２０生 牡５黒鹿 母 クロウキャニオン 母母 ク ロ カ ミ ２９戦４勝 賞金 ９０，３０８，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



（２４阪神２）第５日 ４月７日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７５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

２７０，１９０，０００円
２，０８０，０００円
５，６６０，０００円
２，５００，０００円
２４，７３０，０００円
６０，３９２，５００円
５，４６５，６００円
１，６８０，０００円

勝馬投票券売得金
３５２，３３０，４００円
６１７，５２４，４００円
２５０，５７０，５００円
１，０７８，６７０，７００円
６５７，６９３，３００円
４２０，１０２，８００円
１，４５４，１８１，２００円
２，６２９，６２４，９００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 ７，４６０，６９８，２００円

総入場人員 ２０，６３６名 （有料入場人員 １９，５２９名）


