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０９０６１ ４月８日 晴 良 （２４阪神２）第６日 第１競走 ��１，８００�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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

８１６ ラルシュドール 牝３鹿 ５４ 内田 博幸 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５００－ ２１：５４．６ ６．６�

２３ フーラブライド 牝３鹿 ５４ 武 豊吉田 和子氏 木原 一良 登別 青藍牧場 ４５６－ ２１：５４．７� ３．８�
４７ ケイティーズハート 牝３鹿 ５４ 池添 謙一 �キャロットファーム 宮本 博 安平 ノーザンファーム ４６２－ ６ 〃 クビ ５．１�
７１３ カチューシャ 牝３栃栗５４ 福永 祐一窪田 芳郎氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 ４５８－１２１：５５．３３� ３．８�
２４ アンコールピース 牝３黒鹿５４ M．デムーロ吉田 照哉氏 松田 博資 千歳 社台ファーム ４８６＋１８１：５５．５１� ９．６�

（伊）

３５ ケリーダノビア 牝３鹿 ５４ 川田 将雅吉田 照哉氏 田中 章博 千歳 社台ファーム ４４２－ ８１：５５．９２� ２７．９�
５１０ コーラルグリッタ 牝３黒鹿５４ 長谷川浩大�ターフ・スポート池添 兼雄 浦河 猿橋 義昭 ４４６－１８１：５６．１１� ２２．２	
１１ ブライトエルフ 牝３栗 ５４ 和田 竜二 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 日高 槇本牧場 ４６６ ―１：５６．６３ ８３．３�
３６ ケープホーン 牝３青鹿５４ 岩田 康誠吉田 勝己氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４７８－ ２１：５６．８１� １４．０�
５９ ヒ ガ ン バ ナ 牝３青鹿５４ 浜中 俊�飛野牧場 田島 良保 新ひだか 飛野牧場 ４３６＋ ４１：５７．０１� ７２．５
４８ ダノンクレア 牝３栗 ５４ 松岡 正海
ダノックス 藤原 英昭 新ひだか 橋本牧場 ４４０－ ６１：５７．５３ １４２．７�
６１２ ム ツ ラ ボ シ 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介吉田 和子氏 松田 博資 日高 北田 剛 ４５０ ― 〃 クビ ２１．１�
１２ ハナズフォーティ 牝３鹿 ５４

５１ ▲水口 優也M．タバート氏 加藤 和宏 平取 協栄組合 ４５６－ ２１：５７．６クビ １９５．１�
６１１ オーミアシュレイ 牝３青鹿５４ 大下 智岩� 僖澄氏 谷 潔 浦河 宮村牧場 ４１４－ ２１：５８．８７ ３１１．６�
７１４ テーオーアパタイト 牝３鹿 ５４ 国分 恭介小笹 公也氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 ４４６－１０１：５９．１２ ８１．０�
８１５ シゲルピスタチオ 牝３栗 ５４ 川須 栄彦森中 蕃氏 小原伊佐美 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム ４７４ ―１：５９．４１� ３６．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，７９４，２００円 複勝： ３６，２５２，８００円 枠連： １２，２１４，２００円

馬連： ４９，１１２，８００円 馬単： ３２，６７０，９００円 ワイド： ２２，６４６，０００円

３連複： ７１，３６７，３００円 ３連単： １０９，６７０，９００円 計： ３５１，７２９，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６６０円 複 勝 � １８０円 � １４０円 � １８０円 枠 連（２－８） ８２０円

馬 連 �� １，２５０円 馬 単 �� ２，６３０円

ワ イ ド �� ４９０円 �� ５３０円 �� ３９０円

３ 連 複 ��� １，７１０円 ３ 連 単 ��� １１，２７０円

票 数

単勝票数 計 １７７９４２ 的中 � ２１３６８（４番人気）
複勝票数 計 ３６２５２８ 的中 � ５２２７９（４番人気）� ７６５１９（１番人気）� ５２５５２（３番人気）
枠連票数 計 １２２１４２ 的中 （２－８） １１０６３（３番人気）
馬連票数 計 ４９１１２８ 的中 �� ２９０４０（５番人気）
馬単票数 計 ３２６７０９ 的中 �� ９１７３（９番人気）
ワイド票数 計 ２２６４６０ 的中 �� １１３９０（５番人気）�� １０２９７（６番人気）�� １５１６２（３番人気）
３連複票数 計 ７１３６７３ 的中 ��� ３０８７３（４番人気）
３連単票数 計１０９６７０９ 的中 ��� ７１８３（２２番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．６―１３．６―１３．０―１２．９―１２．８―１２．７―１２．３―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．４―３８．０―５１．０―１：０３．９―１：１６．７―１：２９．４―１：４１．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．７―３F３７．９
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ラルシュドール �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．１０．１ 阪神４着

２００９．２．１４生 牝３鹿 母 レクレドール 母母 ゴールデンサッシュ ５戦１勝 賞金 １０，７００，０００円
〔制裁〕 ケイティーズハート号の騎手池添謙一は，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。（１０番・３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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 クイーンダンス号・トーブプリンセス号・ピエナガイア号
（非抽選馬） １頭 パッションロード号
※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。

０９０６２ ４月８日 晴 良 （２４阪神２）第６日 第２競走 ��１，２００�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

１：０９．７
１：０８．７

重

重

１１ シューサクオー 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎杉田 周作氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 ４７６－ ６１：１２．７ １９．１�

３５ ヤマニンメンヒル 牡３鹿 ５６ 和田 竜二土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 ４４６± ０１：１２．９１ ８．５�
４７ メイショウムロト 牡３鹿 ５６ 武 豊松本 和子氏 白井 寿昭 浦河 本巣 敦 ４６４± ０１：１３．８５ １６．７�
２４ シゲルアプリコット 牡３栗 ５６ 川須 栄彦森中 蕃氏 木原 一良 浦河 中村 雅明 ５０２－ ６１：１４．０１� ６．５�
５１０ ブラックウィドー 牝３栗 ５４ 岩田 康誠吉澤 克己氏 小崎 憲 浦河トラストスリーファーム ４８０－ ２１：１４．１クビ ３．６�
６１２ ウォータームージカ 牝３鹿 ５４ 石橋 脩山岡 良一氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 ４３４－ ６１：１４．３１� ５０．４�
１２ コウエイリョウマ 牡３黒鹿５６ 幸 英明伊東 政清氏 山内 研二 鹿児島 伊東 政清 ４８６＋１０１：１４．４� ２４．２�
５９ ヤマニンリンクス 牡３青鹿５６ 福永 祐一土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 B４２４± ０ 〃 ハナ ３５．７	
６１１ ステラーケイト 牝３栗 ５４ 田辺 裕信井上 一郎氏 大江原 哲 新冠 パカパカ

ファーム B４３６－２０１：１５．１４ １１７．０

３６ フトゥールム 牝３栗 ５４

５１ ▲菱田 裕二�イクタ 梅内 忍 新冠 越湖ファーム ４３２－ ４１：１５．２� ２４６．７�
２３ クレールドリュヌ 牝３栗 ５４ C．デムーロ H.H．シェイク・ハムダン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４５６－ ２１：１５．５２ ３０．３
（伊）

４８ クレバーウルフ 牡３栗 ５６ 四位 洋文田� 正明氏 崎山 博樹 新ひだか グランド牧場 ４５６± ０１：１５．６クビ ２．６�
８１６ サザンネスト 牡３黒鹿５６ 長谷川浩大五影 慶則氏 西浦 勝一 浦河 本巣 敦 ４４０－１０１：１５．７� ８５．０�
８１５ ナムラシャーフ 牝３鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志奈村 信重氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 ４３８± ０１：１５．８� １００．８�
７１３ テイエムカイウン 牡３鹿 ５６ 芹沢 純一竹園 正繼氏 鹿戸 明 新冠 柏木 一則 ５００－ ４１：１６．４３� ２２７．３�
７１４ タニノチャーチル 牡３鹿 ５６ 川田 将雅谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか カントリー牧場 ５０２＋ ８１：１６．９３ １８．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，３０６，６００円 複勝： ３０，５５０，４００円 枠連： １２，７１３，１００円

馬連： ４０，５１０，５００円 馬単： ２８，２５４，８００円 ワイド： ２０，７６４，３００円

３連複： ５８，０３３，５００円 ３連単： ９４，１３８，７００円 計： ３０２，２７１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，９１０円 複 勝 � ３８０円 � ３３０円 � ５３０円 枠 連（１－３） ３，９９０円

馬 連 �� ５，５００円 馬 単 �� １４，４７０円

ワ イ ド �� １，５９０円 �� ２，４４０円 �� ２，２８０円

３ 連 複 ��� ２５，５１０円 ３ 連 単 ��� １８４，２９０円

票 数

単勝票数 計 １７３０６６ 的中 � ７１６０（７番人気）
複勝票数 計 ３０５５０４ 的中 � ２１３２９（５番人気）� ２５８２４（４番人気）� １４２７９（６番人気）
枠連票数 計 １２７１３１ 的中 （１－３） ２３５６（１４番人気）
馬連票数 計 ４０５１０５ 的中 �� ５４４４（２０番人気）
馬単票数 計 ２８２５４８ 的中 �� １４４２（５０番人気）
ワイド票数 計 ２０７６４３ 的中 �� ３２５０（１７番人気）�� ２０８５（２９番人気）�� ２２３２（２６番人気）
３連複票数 計 ５８０３３５ 的中 ��� １６７９（７５番人気）
３連単票数 計 ９４１３８７ 的中 ��� ３７７（４９２番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．０―１１．８―１２．４―１２．０―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２３．６―３５．４―４７．８―５９．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シューサクオー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー ２０１１．１１．１３ 京都５着

２００９．１．２７生 牡３鹿 母 フィーユドノワール 母母 レイサッシュ ５戦１勝 賞金 ５，７００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タニノチャーチル号は，平成２４年５月８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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 リバーチケット号
（非抽選馬） ３頭 エリモガスト号・ツバキ号・パープルダイガク号
※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６日



０９０６３ ４月８日 晴 良 （２４阪神２）第６日 第３競走 ��１，８００�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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

７１３ タマモデザイア 牡３鹿 ５６ M．デムーロタマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 ４７４－ ４１：５４．３ ６．９�
（伊）

５１０ エアラーテル 牡３栗 ５６ C．デムーロ �ラッキーフィールド笹田 和秀 むかわ 上水牧場 ４５４－ ８ 〃 クビ ３．０�
（伊）

７１４ ソードブレイカー 牡３鹿 ５６ 福永 祐一伊藤 英明氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム B５０２－ ２１：５４．９３� ４．０�
２４ プリンストロイア 牡３鹿 ５６ 小坂 忠士 �フジワラ・ファーム 佐山 優 新ひだか フジワラフアーム ５２０± ０１：５５．６４ １５６．７�
５９ ハートビートボーイ 牡３黒鹿５６ 幸 英明橋場 勇二氏 清水 出美 新ひだか 坂本牧場 ４８０－ ２１：５６．６６ ３１．５�
８１５ ドリームインプレス 牡３黒鹿５６ 川田 将雅セゾンレースホース� 白井 寿昭 日高 前川ファーム ４３４－ ２１：５６．８１ ３０．８	
４８ テイエムアピール 牝３青鹿 ５４

５１ ▲菱田 裕二竹園 正繼氏 鹿戸 明 浦河 山口 義彦 ４５０＋ ４ 〃 アタマ ４０．１

６１２ ハマノスカーレット 牝３栗 ５４

５１ ▲藤懸 貴志浜井 弘至氏 服部 利之 新ひだか 坂本 春信 ４５０＋ ６１：５６．９� １３１．４�
３５ キタサンカイザー 牡３鹿 ５６ 国分 恭介�大野商事 目野 哲也 新ひだか 木田牧場 ４６８－ ２１：５７．４３ １４０．６�
６１１ ガンバレシャチョウ 牡３芦 ５６ 小林 徹弥池田 實氏 目野 哲也 新ひだか 増本牧場 ４９４－ ２ 〃 ハナ ２３２．５
３６ センシズバイオ 牡３栗 ５６ 浜中 俊バイオ� 梅田 智之 平取 清水牧場 ４８８－ ６１：５７．５クビ ４．５�
８１６ ユキノサムライ 牡３栗 ５６

５３ ▲中井 裕二村上 幸三氏 木原 一良 浦河 岡本 昌市 ４５４－ ２１：５８．３５ ２９９．９�
１１ シゲルホシガキ �３鹿 ５６ 荻野 琢真森中 蕃氏 牧田 和弥 新ひだか 武岡農場 ４５２＋ ２１：５８．５１ １８３．８�
２３ ショウナンカイマ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠国本 哲秀氏 須貝 尚介 日高 中原牧場 ５３８± ０１：５８．８１� ６．４�
４７ サ ル タ ヒ コ 牡３栗 ５６ 川須 栄彦松田 整二氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム ５２０ ―２：０１．７大差 ７１．２�
１２ エ ン ダ レ 牝３鹿 ５４ 和田 竜二浜RC組合 大橋 勇樹 浦河 高岸 順一 ４５８＋ ８２：０２．１２� １３８．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，８５１，４００円 複勝： ３３，３９９，４００円 枠連： １３，４７７，０００円

馬連： ４３，２７４，６００円 馬単： ３１，３６７，９００円 ワイド： １９，９５６，８００円

３連複： ６３，８８１，３００円 ３連単： １０７，１０５，６００円 計： ３３３，３１４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６９０円 複 勝 � １９０円 � １４０円 � １５０円 枠 連（５－７） ３３０円

馬 連 �� １，０７０円 馬 単 �� ２，５３０円

ワ イ ド �� ３８０円 �� ４３０円 �� ３１０円

３ 連 複 ��� １，１７０円 ３ 連 単 ��� ７，５７０円

票 数

単勝票数 計 ２０８５１４ 的中 � ２３８１３（５番人気）
複勝票数 計 ３３３９９４ 的中 � ３９８５８（５番人気）� ６９４８８（１番人気）� ６３１８０（３番人気）
枠連票数 計 １３４７７０ 的中 （５－７） ３０８３０（１番人気）
馬連票数 計 ４３２７４６ 的中 �� ２９９５９（５番人気）
馬単票数 計 ３１３６７９ 的中 �� ９１７８（１５番人気）
ワイド票数 計 １９９５６８ 的中 �� １２９５０（５番人気）�� １１０１０（８番人気）�� １７０９８（１番人気）
３連複票数 計 ６３８８１３ 的中 ��� ４０４６３（２番人気）
３連単票数 計１０７１０５６ 的中 ��� １０４５５（２３番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．９―１３．２―１２．６―１２．９―１３．２―１３．３―１２．６―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．６―３６．８―４９．４―１：０２．３―１：１５．５―１：２８．８―１：４１．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．０―３F３８．８
１
３
３（４，１６）（２，６，１３）１５，１０（１，８）（７，９，１４）１２－（５，１１）・（３，４，１６）－（６，１３）１０（２，１５）（８，１４）（９，１２）－（１，７）－（５，１１）

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

勝馬の
紹 介

タマモデザイア �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 カコイーシーズ デビュー ２０１１．１２．１１ 阪神１０着

２００９．５．８生 牡３鹿 母 ドリーミーアイ 母母 アイシャドー ４戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サルタヒコ号・エンダレ号は，平成２４年５月８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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 サダムオベーション号
（非抽選馬） ３頭 フミノアマゾン号・ユウキタカラオー号・ロナルドバローズ号
※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。

０９０６４ ４月８日 晴 良 （２４阪神２）第６日 第４競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１１時３０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

１：５７．８
１：５６．１

良

良

７１３ ドラゴネッティ 牡３黒鹿５６ M．デムーロ吉田 照哉氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム ４５２＋ ４２：０３．７ １０．５�
（伊）

２３ サンライズメジャー 牡３栗 ５６ 四位 洋文松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 下河辺牧場 ４９２－ ２２：０３．８� ４．０�
６１２ モンテエクリプス 牡３鹿 ５６ 武 豊毛利 喜昭氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 ４３８－ ４２：０４．２２� ４．２�
１１ ユウキソルジャー 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎ちきり組合 服部 利之 新ひだか 高橋フアーム ４３８± ０ 〃 ハナ １３．０�
６１１ マイネルアイザック 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲藤懸 貴志 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム ４４４＋ ２ 〃 ハナ ２５．０�

８１５ タニノシュヴァリエ 牡３青 ５６ 川田 将雅谷水 雄三氏 岡田 稲男 新ひだか カントリー牧場 ４８８－ ２２：０４．３� ５．０�
４８ サンライズロイヤル 牡３鹿 ５６ 和田 竜二松岡 隆雄氏 石坂 正 千歳 社台ファーム ５２６－ ４２：０４．７２� １９．８	
４７ ウィザーズポケット 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二
ターフ・スポート昆 貢 新冠 村田牧場 ４５８－ ４２：０４．８クビ ７．３�
３６ アクシーバンダム 牡３黒鹿５６ 北村 宏司山科 統氏 柴田 政見 浦河 バンダム牧場 ４５４－ ２２：０４．９� ７５．５�
１２ ゼログラヴィティー 牡３黒鹿５６ 池添 謙一吉田 勝己氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４５６＋ ２２：０５．２１� ９．８
８１６ アンジェロフォーグ 牡３黒鹿５６ 国分 恭介北所 直人氏 目野 哲也 新ひだか ニシケンフアーム ４６０＋ ２２：０５．７３ １２６．９�
７１４ スプリングアレン 牡３黒鹿５６ 丸山 元気加藤 春夫氏 村山 明 白老 習志野牧場 ４３８－ ２２：０６．０１� ２５３．２�
５１０ ネオシアリーズ 牝３栗 ５４ 浜中 俊小林 仁幸氏 野中 賢二 千歳 社台ファーム ４３６－ ８２：０６．１� ９１．９�
５９ アクトフォー 牡３青鹿５６ N．ピンナ 青山 洋一氏 池江 泰寿 安平 追分ファーム ５１０ ―２：０６．９５ ７２．５�

（伊）

２４ ナリタマクリス 牡３栗 ５６ 岩田 康誠�オースミ 松元 茂樹 千歳 社台ファーム ４２０－ ８２：０７．１１� ７０．０�
３５ ナガラクラウン 牡３鹿 ５６ 荻野 琢真長良レーシングクラブ 田中 章博 浦河 向別牧場 ４２８＋ ２２：０９．８大差 ２４５．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，１０３，９００円 複勝： ３５，８０３，７００円 枠連： １３，８９０，０００円

馬連： ５１，３３７，３００円 馬単： ３３，２０１，２００円 ワイド： ２４，１４８，３００円

３連複： ７０，８５９，７００円 ３連単： １０７，６５３，５００円 計： ３５７，９９７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０５０円 複 勝 � ３１０円 � １７０円 � １９０円 枠 連（２－７） ３，１００円

馬 連 �� ２，７４０円 馬 単 �� ７，６１０円

ワ イ ド �� １，０３０円 �� ８７０円 �� ５３０円

３ 連 複 ��� ４，５８０円 ３ 連 単 ��� ３７，９６０円

票 数

単勝票数 計 ２１１０３９ 的中 � １５９１７（６番人気）
複勝票数 計 ３５８０３７ 的中 � ２５６３３（７番人気）� ６３９０４（１番人気）� ５４１８５（３番人気）
枠連票数 計 １３８９００ 的中 （２－７） ３３１１（１４番人気）
馬連票数 計 ５１３３７３ 的中 �� １３８７７（１４番人気）
馬単票数 計 ３３２０１２ 的中 �� ３２２２（３３番人気）
ワイド票数 計 ２４１４８３ 的中 �� ５６４５（１５番人気）�� ６７２６（１３番人気）�� １１７２６（３番人気）
３連複票数 計 ７０８５９７ 的中 ��� １１４３２（１６番人気）
３連単票数 計１０７６５３５ 的中 ��� ２０９３（１２７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．９―２４．４―３７．４―５０．３―１：０３．０―１：１５．８―１：２８．３―１：４０．５―１：５１．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．９―３F３５．４
１
３

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

勝馬の
紹 介

ドラゴネッティ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Be My Chief デビュー ２０１１．１０．１６ 京都２着

２００９．５．６生 牡３黒鹿 母 ドナヴィオラ 母母 Countess Olivia ５戦１勝 賞金 ９，０５０，０００円
〔制裁〕 タニノシュヴァリエ号の騎手川田将雅は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（７番への進路影響）

マイネルアイザック号の騎手藤懸貴志は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（７番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナガラクラウン号は，平成２４年５月８日まで平地競走に出走できない。
※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。



０９０６５ ４月８日 晴 良 （２４阪神２）第６日 第５競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１２時２０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

５８ ヒカルマイソング 牡３栗 ５６ M．デムーロ高橋 光氏 岡田 稲男 登別 青藍牧場 ５００－ ６１：１２．３ １．６�
（伊）

８１５ ケージーハヤブサ 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎川井 五郎氏 飯田 雄三 新冠 岩見牧場 ４８４＋ ８ 〃 ハナ １８．２�
８１４� セ イ ラ 牝３栗 ５４ 小坂 忠士萩 英男氏 田島 良保 日高 中川 哲也 ４２８－１２ 〃 ハナ １７２．３�
３４ スランジバール 牡３鹿 ５６ 福永 祐一�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 ４７０＋ ４１：１２．７２� ４６．０�
５９ ビナスイート 牝３栗 ５４ 岩田 康誠井之口二三雄氏 作田 誠二 浦河 伏木田牧場 ４６６－１２１：１２．８クビ ４１．２�
７１２ ゼロワンシンジロー 牡３鹿 ５６ 武 豊国田 正忠氏 飯田 雄三 新冠 長浜牧場 ４６８－ ２１：１３．０１� ４６．８�
７１３� シンワウォッカ 牝３鹿 ５４ 小牧 太若尾 昭一氏 武 宏平 むかわ 安田 幸子 ４４４－１０１：１３．２１� ４３．３	
２３ � ラブミークリーム 牝３芦 ５４ 芹沢 純一小林 祥晃氏 沖 芳夫 新冠 山岡ファーム ４５０＋ ８１：１３．４１� ３３１．５

４６ 	 アンディタード 牝３黒鹿５４ 北村 宏司�大樹ファーム 古賀 慎明 米 Mr. & Mrs. C.

W. McNeely III ４７０－１０１：１３．５� ６．３�
４７ メイショウフォロー 牡３鹿 ５６ 池添 謙一松本 好雄氏 本田 優 日高 原田牧場 ４６２＋ ２１：１３．８１
 ７６．５�
６１１ テイエムチャンス 牡３黒鹿５６ 浜中 俊竹園 正繼氏 木原 一良 平取 北島牧場 ４５８－ ８ 〃 クビ ２８．０
６１０ ナガラオリオン 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己長良レーシングクラブ 大根田裕之 浦河 大島牧場 ４５２－ ８１：１４．１１
 ４．１�
３５ メイショウジビュス 牝３鹿 ５４

５１ ▲中井 裕二松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 ４４６＋ ２１：１４．４２ ２９１．９�
１１ キセキノハナ 牝３芦 ５４ 野元 昭嘉華山 龍一氏 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 ４４４＋ ２１：１４．６１ １５２．０�
２２ ファンデルワールス 牡３鹿 ５６ C．デムーロ �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ４９０＋ ２１：１４．９１
 ５３．０�

（伊）

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３２，２５９，４００円 複勝： ６７，８６９，０００円 枠連： １４，９４３，１００円

馬連： ５４，９００，４００円 馬単： ４６，６５７，７００円 ワイド： ２７，８６０，７００円

３連複： ８０，５４９，９００円 ３連単： １６２，６３９，４００円 計： ４８７，６７９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ３６０円 � ３，１５０円 枠 連（５－８） １，７９０円

馬 連 �� １，７５０円 馬 単 �� ２，５７０円

ワ イ ド �� ６５０円 �� ６，８６０円 �� ２２，０３０円

３ 連 複 ��� ９５，８９０円 ３ 連 単 ��� ２８１，７６０円

票 数

単勝票数 計 ３２２５９４ 的中 � １５９３９５（１番人気）
複勝票数 計 ６７８６９０ 的中 � ４１４８２４（１番人気）� ２５０９２（４番人気）� ２２６０（１４番人気）
枠連票数 計 １４９４３１ 的中 （５－８） ６１８４（６番人気）
馬連票数 計 ５４９００４ 的中 �� ２３２７５（４番人気）
馬単票数 計 ４６６５７７ 的中 �� １３４１６（８番人気）
ワイド票数 計 ２７８６０７ 的中 �� １１４３８（４番人気）�� ９６５（４８番人気）�� ２９８（６７番人気）
３連複票数 計 ８０５４９９ 的中 ��� ６２０（１１９番人気）
３連単票数 計１６２６３９４ 的中 ��� ４２６（４３７番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．１―１１．７―１２．３―１２．１―１２．９

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．０―３F３７．３
３ ７（９，１１，１５）－（２，１４）４（５，１３，８）１，６，１２－３－１０ ４ ・（７，９）１５（１１，１４）（２，８）（４，１３）（５，６，１２）－（３，１０）＝１

勝馬の
紹 介

ヒカルマイソング �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー ２０１２．２．２６ 阪神１着

２００９．１．２７生 牡３栗 母 ヒカルリクエスト 母母 グレースランド ３戦２勝 賞金 １５，８００，０００円
〔制裁〕 ファンデルワールス号の騎手C．デムーロは，最後の直線コースでの御法について過怠金１００，０００円。
※出走取消馬 カップナイト号（疾病〔右寛跛行〕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１１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１１頭 エーシンクルゼ号・カシノチョッパー号・キクノストーム号・サハラブレイヴ号・シゲルドリアン号・

シルクティソナ号・ストリートハンター号・ツヨシノブルーム号・パトロネージュ号・ミチシルベ号・
メイショウマサシゲ号

※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。

０９０６６ ４月８日 晴 良 （２４阪神２）第６日 第６競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１２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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

１１ スプリングシーズン 牡４鹿 ５７ 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 ５０６－ ６１：５４．０ ３．５�

７１１ アサクサショパン 牡４黒鹿５７ 北村 友一田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４８８－ ２１：５４．４２� ２．４�
８１４ オーヴァージョイド 牡４鹿 ５７ 川田 将雅 �サンデーレーシング 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム ５１４－ ２ 〃 ハナ ４．９�
６９ � テイエムサウスダン 牡４栗 ５７ 田辺 裕信竹園 正繼氏 新川 恵 日高 テイエム牧場日高支場 ４７０－２１１：５４．５� ７９．５�
７１２� サンライズアポロン 牡４栗 ５７ 藤田 伸二松岡 隆雄氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ４８６± ０ 〃 クビ １３．２�
４６ メイショウシャイン 牡５鹿 ５７ 藤岡 佑介松本 好雄氏 佐山 優 浦河 林 孝輝 ４７８＋ ２１：５４．６� ９．２�
４５ チャームドライフ 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲水口 優也 	ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 日高 槇本牧場 ４８０± ０１：５５．４５ ５０．７


５８ ナリタデリゲート 牡４黒鹿５７ 福永 祐一	オースミ 木原 一良 日高 千葉飯田牧場 ５１４＋１０１：５５．６１� １９．７�
３４ ヤマニンフリスキー 牡５青 ５７

５４ ▲菱田 裕二土井 肇氏 野村 彰彦 新冠 錦岡牧場 ４６６＋ ４ 〃 クビ ６１．８�
２２ シャインストーン 牡４鹿 ５７ 幸 英明石川 達絵氏 武田 博 新ひだか 三石川上牧場 ４５４＋ ６１：５５．７� ９６．０
３３ メイショウギリシャ 牡５青鹿 ５７

５４ ▲中井 裕二松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 ４６２－ ２１：５６．１２� ２４０．６�
６１０ メイショウコブシ 牝５鹿 ５５

５２ ▲藤懸 貴志松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 ４９０＋ ４ 〃 ハナ ５２．２�
８１３� ピエナセレブ 牡４黒鹿５７ 武 豊本谷 兼三氏 谷 潔 千歳 社台ファーム ４４０± ０１：５６．２� ２８．８�
５７ � オグリシュンコー 牡４芦 ５７ 芹沢 純一小栗 孝一氏 鹿戸 明 新冠 中村農場 ４７２± ０１：５６．３クビ ２７３．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２２，４９７，８００円 複勝： ３３，１９４，４００円 枠連： １４，６９２，０００円

馬連： ４９，３８８，５００円 馬単： ３５，７３２，７００円 ワイド： ２１，７９７，０００円

３連複： ６５，４３４，１００円 ３連単： １２５，６６７，２００円 計： ３６８，４０３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １４０円 � １２０円 � １５０円 枠 連（１－７） ３８０円

馬 連 �� ３８０円 馬 単 �� ８１０円

ワ イ ド �� １９０円 �� ３２０円 �� ２２０円

３ 連 複 ��� ５４０円 ３ 連 単 ��� ２，３９０円

票 数

単勝票数 計 ２２４９７８ 的中 � ５０９６１（２番人気）
複勝票数 計 ３３１９４４ 的中 � ６２４３７（２番人気）� ９１９６６（１番人気）� ５２８２８（３番人気）
枠連票数 計 １４６９２０ 的中 （１－７） ２９２８８（１番人気）
馬連票数 計 ４９３８８５ 的中 �� ９７８１５（１番人気）
馬単票数 計 ３５７３２７ 的中 �� ３２８９５（２番人気）
ワイド票数 計 ２１７９７０ 的中 �� ３３２２６（１番人気）�� １４７１５（４番人気）�� ２５８１０（２番人気）
３連複票数 計 ６５４３４１ 的中 ��� ９０５７５（１番人気）
３連単票数 計１２５６６７２ 的中 ��� ３８８５４（２番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．０―１３．１―１３．３―１３．５―１３．０―１２．８―１２．０―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２３．８―３６．９―５０．２―１：０３．７―１：１６．７―１：２９．５―１：４１．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．３―３F３７．３
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

スプリングシーズン �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Dubai Millennium デビュー ２０１１．３．２６ 小倉５着

２００８．４．２８生 牡４鹿 母 スプリングレイン 母母 ストームソング ６戦２勝 賞金 １８，１００，０００円



０９０６７ ４月８日 晴 良 （２４阪神２）第６日 第７競走 ��
��２，０００�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

１：５７．８
１：５６．１

良

良

６１０ サクラアルディート 牡４鹿 ５７ 川田 将雅�さくらコマース岡田 稲男 新ひだか 谷岡牧場 ４７６＋ ２２：０１．５ ３．６�

５８ ウインルキア 牝４青鹿５５ C．デムーロ�ウイン 角居 勝彦 日高 オリオンファーム ３９４－１２２：０１．７１� ２８．６�
（伊）

４５ ヒットメーカー 牡５青鹿５７ 四位 洋文深見 富朗氏 五十嵐忠男 浦河 福岡 光夫 ４６０＋２４ 〃 ハナ １１．０�
３４ マコトヴォイジャー 牡５鹿 ５７ 安藤 勝己尾田左知子氏 鮫島 一歩 様似 出口 繁夫 ５３２＋１４２：０２．１２� ３．８�
６９ コウエイキング 	４鹿 ５７ 国分 恭介西岡 静男氏 川村 禎彦 新ひだか 岡田スタツド ４４２＋ ２２：０２．４１
 ２３５．１�
１１ ボストンリョウマ 牡４青鹿５７ 和田 竜二ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４８０＋ ２２：０２．６１� ９９．７�
２２ オークヒルパーク 牝４黒鹿５５ 岩田 康誠宇田 豊氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム ４９６＋ ２２：０２．７� ７．２	
５７ スターコレクション 牝４青 ５５ 福永 祐一 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム ４４８± ０２：０３．６５ ４．５

７１１ ニシノメルモ 牝５青鹿５５ 幸 英明西山 茂行氏 宮本 博 むかわ 西山牧場 ４７６＋ ４２：０４．１３ １１．７�
８１３� ロ ッ セ 牡４芦 ５７

５４ ▲中井 裕二小村アセットM� 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４６０＋ ２２：０４．３１� ５０．５�
４６ メイショウヨウドウ 牡４黒鹿５７ 秋山真一郎松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 ４８４＋ ４２：０４．４� ２２．８
３３ � コンシエンス 牡５鹿 ５７ 内田 博幸田所 英子氏 庄野 靖志 日高 天羽牧場 ４７６＋ ６２：０４．５
 ４９．８�
７１２ クレバーキング 牡４鹿 ５７ 田辺 裕信田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 ４５８－ ２２：０４．６クビ ４４．７�
８１４ ベストブルーム 牡５鹿 ５７ 小牧 太横瀬 兼二氏 森 秀行 千歳 社台ファーム B４５４－ ４ 〃 クビ ５４．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２３，２９８，７００円 複勝： ３８，６０１，０００円 枠連： １５，１０６，９００円

馬連： ６０，４３０，０００円 馬単： ４１，４１７，６００円 ワイド： ２６，１２３，３００円

３連複： ７８，０６８，２００円 ３連単： １３０，９４９，１００円 計： ４１３，９９４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １９０円 � ９８０円 � ３８０円 枠 連（５－６） ８３０円

馬 連 �� ５，９８０円 馬 単 �� ８，７１０円

ワ イ ド �� ２，１１０円 �� １，０２０円 �� ４，５８０円

３ 連 複 ��� ２３，３８０円 ３ 連 単 ��� １１４，７８０円

票 数

単勝票数 計 ２３２９８７ 的中 � ５２１５４（１番人気）
複勝票数 計 ３８６０１０ 的中 � ７０２８０（２番人気）� ８４１８（１０番人気）� ２５０５６（６番人気）
枠連票数 計 １５１０６９ 的中 （５－６） １３４７２（３番人気）
馬連票数 計 ６０４３００ 的中 �� ７４６５（１９番人気）
馬単票数 計 ４１４１７６ 的中 �� ３５１２（３１番人気）
ワイド票数 計 ２６１２３３ 的中 �� ３０３７（２２番人気）�� ６５６７（１１番人気）�� １３６９（４６番人気）
３連複票数 計 ７８０６８２ 的中 ��� ２４６５（６９番人気）
３連単票数 計１３０９４９１ 的中 ��� ８４２（３３９番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１２．２―１１．８―１２．２―１２．５―１２．６―１２．４―１２．０―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２３．１―３５．３―４７．１―５９．３―１：１１．８―１：２４．４―１：３６．８―１：４８．８

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

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

勝馬の
紹 介

サクラアルディート �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２０１１．３．５ 阪神２着

２００８．３．２９生 牡４鹿 母 セダンフオーエバー 母母 サクラセダン ７戦２勝 賞金 ２０，３００，０００円
〔制裁〕 ウインルキア号の騎手C．デムーロは，４コーナー手前で外側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（１０番への進路影響）

ヒットメーカー号の騎手四位洋文は，決勝線手前での御法について過怠金１００，０００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。

０９０６８ ４月８日 晴 良 （２４阪神２）第６日 第８競走 ��１，４００�
は り ま

播 磨 特 別
発走１３時５０分 （ダート・右）

牝，４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５５�
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 ３９２，０００円 １１２，０００円 ５６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．５
１：２１．５

不良

不良

４７ スティールパス 牝５黒鹿５５ 福永 祐一飯田 正剛氏 松田 国英 新ひだか 千代田牧場 ４５８＋ ４１：２３．５ ２．１�

６１２ ホクセツダンス 牝４栗 ５５ 浜中 俊平島 尚武氏 宮本 博 日高 日高大洋牧場 ４３０－ ４１：２４．３５ ５．６�
１１ トップオブザヘヴン 牝５黒鹿５５ 幸 英明�グランド牧場 本田 優 新ひだか グランド牧場 ４６２－ ６１：２４．４� ４９．３�
６１１ リープオブフェイス 牝５芦 ５５ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 新開 幸一 安平 追分ファーム ４７０－ ２１：２４．６１� ９．４�
５１０� アートオブビーン 牝５鹿 ５５ 国分 恭介小山 豊氏 小原伊佐美 日高 日高大洋牧場 ４６２＋ ４１：２４．７クビ １７．４�
２３ � シャイニイチカ 牝５鹿 ５５ 津村 明秀冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 浦河小林牧場 ４２４－ ４１：２４．８� ２６６．８�
４８ ラガーリンリン 牝５芦 ５５ 池添 謙一奥村 啓二氏 池添 兼雄 新ひだか 前川 正美 ４８２＋ ２ 〃 ハナ ５．５	
３５ メメビーナス 牝５青鹿５５ 武 豊本谷 惠氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 ４９２＋ ８ 〃 クビ １２．１

８１５ ラフアウェイ 牝４青 ５５ 吉田 隼人�ノースヒルズ 鮫島 一歩 新冠 ノースヒルズマネジメント ５５０＋ ２１：２５．１１� ３６．６�
５９ � ピシーズクイーン 牝５鹿 ５５ 藤岡 佑介三宅 勝俊氏 庄野 靖志 新ひだか 石川 新一 ４８８－ ４ 〃 アタマ ２２１．７
３６ ホワイトアルバム 牝４芦 ５５ 秋山真一郎薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 ５０２＋ ２１：２５．５２� １８２．２�
２４ クローバーリーフ 牝４鹿 ５５ 川須 栄彦吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４６６＋ ６１：２５．７１ １９．６�
７１３ ミヤジメーテル 牝４黒鹿５５ 和田 竜二曽我 司氏 川村 禎彦 浦河 笹島 政信 ４７０－ ８１：２５．８� １２４．９�
７１４ テーオールネサンス 牝５鹿 ５５ C．デムーロ 小笹 公也氏 笹田 和秀 日高 ヤナガワ牧場 ４７６－ ５１：２６．０１� ２４．９�

（伊）

１２ スナークチェリー 牝５栗 ５５ 石橋 脩杉本 豊氏 野中 賢二 日高 賀張中川牧場 ４５６± ０１：２６．５３ ２３１．６�
８１６ プリンセスキナウ 牝４鹿 ５５ 田辺 裕信井上 一郎氏 大江原 哲 新ひだか 佐竹 学 ４６２－ ６１：２７．４５ ８０．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３０，４６７，８００円 複勝： ５３，７１９，４００円 枠連： ２７，６４７，３００円

馬連： ８４，４５１，５００円 馬単： ５２，７２５，４００円 ワイド： ３５，３６９，３００円

３連複： １０８，００９，４００円 ３連単： １９１，１８３，８００円 計： ５８３，５７３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １３０円 � １９０円 � ８１０円 枠 連（４－６） ２６０円

馬 連 �� ５９０円 馬 単 �� ９９０円

ワ イ ド �� ３２０円 �� １，７４０円 �� ３，６５０円

３ 連 複 ��� ９，０９０円 ３ 連 単 ��� ２６，２９０円

票 数

単勝票数 計 ３０４６７８ 的中 � １１４９０５（１番人気）
複勝票数 計 ５３７１９４ 的中 � １４９１９８（１番人気）� ７５５５１（３番人気）� １１２８７（１０番人気）
枠連票数 計 ２７６４７３ 的中 （４－６） ７９５８４（１番人気）
馬連票数 計 ８４４５１５ 的中 �� １０６５９０（２番人気）
馬単票数 計 ５２７２５４ 的中 �� ３９５４４（２番人気）
ワイド票数 計 ３５３６９３ 的中 �� ３１７３６（２番人気）�� ４６５３（１９番人気）�� ２１７３（３３番人気）
３連複票数 計１０８００９４ 的中 ��� ８７７０（２７番人気）
３連単票数 計１９１１８３８ 的中 ��� ５３６７（７４番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．４―１２．１―１２．４―１２．３―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２２．９―３４．３―４６．４―５８．８―１：１１．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スティールパス �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００９．１２．５ 阪神１着

２００７．５．７生 牝５黒鹿 母 ロイヤルペルラ 母母 スターマイライフ １５戦４勝 賞金 ６０，７５６，０００円
※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。
（非当選馬） １頭 ステラリード号
（非抽選馬） ７頭 キュート号・タガノエベンヌ号・チャーミーハヅキ号・ナリタシルエット号・ピュアマリーン号・ベネラ号・

リッカコウユウ号
※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。



０９０６９ ４月８日 晴 良 （２４阪神２）第６日 第９競走 ��
��１，６００�

さ ん よ う

山 陽 特 別
発走１４時２５分 （芝・右・外）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ４５５，０００円 １３０，０００円 ６５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．４

良

良

２４ ベストクルーズ 牝５芦 ５５ 川田 将雅飯田 正剛氏 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 ４４２＋ ２１：３５．２ ４．３�

７１３ タイキエイワン 牝５黒鹿５５ 浜中 俊�大樹ファーム 田中 章博 浦河 有限会社 ビ
クトリーファーム ４６０－ ４１：３５．４１� ８９．０�

４８ ナリタスレンダー �７鹿 ５７ 藤田 伸二�オースミ 木原 一良 浦河 田中スタッド ４９６－ ２ 〃 クビ ２５．２�
８１７ タガノザイオン 牡５鹿 ５７ 川須 栄彦八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B４８６－ ２ 〃 ハナ ５．１�
３６ モンテアルベルト 牡６栗 ５７ 北村 宏司毛利 喜昭氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ４８２－ ６ 〃 ハナ １５．２�
２３ テ キ ー ラ 牡７鹿 ５７ 国分 恭介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 西橋 豊治 静内 岡野牧場 ４７８＋ ２１：３５．５クビ ２０．０	
１１ ワキノブライアン �６栗 ５７ 北村 友一脇山 良之氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 ４９６－ ３１：３５．６	 １４０．８

６１１ フェイズシフト 牝６黒鹿５５ 藤岡 佑介吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム ４７６± ０１：３５．７
 ９７．５�
７１４ フルアクセル 牡４栗 ５７ 福永 祐一山田 和正氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４７０－１２ 〃 クビ ２．７�
８１６� シルヴァーノ �５鹿 ５７ N．ピンナ �サンデーレーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム ４９０－ ４１：３５．８
 ３６．５

（伊）

１２ ネオファンタジア 牡５鹿 ５７ 四位 洋文 �サンデーレーシング 大久保龍志 安平 ノーザンファーム ５１６＋ ６１：３６．２２
 ２０．２�
８１５ サンライズマルス 牡４栗 ５７ 小牧 太松岡 隆雄氏 羽月 友彦 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６０－１４１：３６．３
 １０．７�
５１０� グリッターテイル 牡４鹿 ５７ 津村 明秀 �社台レースホース鮫島 一歩 米 Shadai Cor-

poration ４６４－ ２ 〃 ハナ ７３．３�
６１２ ノーブルディード 牡４黒鹿５７ 和田 竜二 �サンデーレーシング 清水 出美 安平 ノーザンファーム ４９２＋１４ 〃 クビ ３９．８�
５９ ユメノキラメキ 牝５栗 ５５ 石橋 脩諸江 幸祐氏 加用 正 千歳 社台ファーム ４８６＋ ４１：３６．４
 １０３．９�
３５ メイショウカルロ 牡４鹿 ５７ 武 豊松本 好�氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 ４５０± ０１：３６．５
 ２３．９�
４７ シ ャ イ ン 牡５鹿 ５７ 幸 英明呂 朝子氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 ４５２－ ４ 〃 アタマ ５３．３�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ３４，２５１，３００円 複勝： ５５，７３３，５００円 枠連： ３１，５２９，３００円

馬連： １１０，０４２，９００円 馬単： ６５，５２５，４００円 ワイド： ４０，９８１，９００円

３連複： １３７，８９０，３００円 ３連単： ２３２，７４４，９００円 計： ７０８，６９９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １７０円 � ２，４７０円 � ５４０円 枠 連（２－７） ５４０円

馬 連 �� ２３，４７０円 馬 単 �� ３７，４３０円

ワ イ ド �� ６，５００円 �� １，３８０円 �� １９，５７０円

３ 連 複 ��� １３５，１５０円 ３ 連 単 ��� ７９１，５５０円

票 数

単勝票数 計 ３４２５１３ 的中 � ６３０１０（２番人気）
複勝票数 計 ５５７３３５ 的中 � １１５３９６（２番人気）� ４６４３（１５番人気）� ２４００３（７番人気）
枠連票数 計 ３１５２９３ 的中 （２－７） ４３２９５（３番人気）
馬連票数 計１１００４２９ 的中 �� ３４６１（５４番人気）
馬単票数 計 ６５５２５４ 的中 �� １２９２（９１番人気）
ワイド票数 計 ４０９８１９ 的中 �� １５３３（５５番人気）�� ７５７６（１２番人気）�� ５０５（１０４番人気）
３連複票数 計１３７８９０３ 的中 ��� ７５３（２５６番人気）
３連単票数 計２３２７４４９ 的中 ��� ２１７（１３９０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２４．２―３５．９―４８．２―１：００．２―１：１１．８―１：２２．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベストクルーズ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．９．１２ 阪神２着

２００７．２．１３生 牝５芦 母 マサコチャン 母母 チヨダマサコ ２３戦３勝 賞金 １０５，６４５，０００円
〔発走状況〕 フルアクセル号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
※出走取消馬 セイルラージ号（疾病〔右前踏創〕のため）
※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。

０９０７０ ４月８日 晴 良 （２４阪神２）第６日 第１０競走 ��
��２，４００�大阪―ハンブルクカップ

発走１５時００分 （芝・右・外）

４歳以上，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
ハンブルク競馬場賞（１着）

賞 品
本 賞 ２２，０００，０００円 ８，８００，０００円 ５，５００，０００円 ３，３００，０００円 ２，２００，０００円
付 加 賞 ３０８，０００円 ８８，０００円 ４４，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２４．２
２：２２．１

良

良

７１２ ユニバーサルバンク 牡４黒鹿５６ 田辺 裕信 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４７２＋ ８２：２６．３ １６．３�

６９ メイショウウズシオ 牡５黒鹿５５ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４７４－ ２２：２６．５１� ８．１�
８１４ クレスコグランド 牡４栗 ５７ 浜中 俊堀川 三郎氏 石坂 正 千歳 社台ファーム ５０２＋ ６ 〃 クビ ６．４�
４６ スマートロビン 牡４鹿 ５６ 安藤 勝己大川 徹氏 松田 国英 新ひだか 飛野牧場 ５４０± ０２：２６．９２� ２．５�
５７ モンテクリスエス 牡７鹿 ５６ 福永 祐一毛利 喜昭氏 松田 国英 門別 下河辺牧場 ５４８－１４２：２７．０クビ ３５．６�
６１０ ト パ ン ガ 牡６青鹿５４ C．デムーロ 金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ４８２± ０２：２７．１� １５．３	
（伊）

５８ エーシンミラージュ 牡４鹿 ５５ 岩田 康誠�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ５１８－ ４２：２７．３１� ３．８

７１１ ゴールデンハインド 牡６鹿 ５６ 荻野 琢真吉田 和子氏 大竹 正博 早来 ノーザンファーム ５４２－ ６２：２７．４� ３３．２�
４５ セイカアレグロ 牡７鹿 ４８ 藤懸 貴志久米 大氏 黒岩 陽一 新冠 シンユウフアーム ５０６－１２２：２７．９３ １４５．９�
３４ レジェンドブルー 牝６鹿 ５２ 国分 恭介平川 浩之氏 宮 徹 静内 小倉 光博 ４６８± ０２：２８．３２� ３２．０
１１ フミノヤマビコ 牡５鹿 ５３ 長谷川浩大谷 二氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 B４７０－ ４２：２８．４クビ ５７．３�
８１３ キングトップガン 牡９鹿 ５６ 池添 謙一池田 豊治氏 鮫島 一歩 新冠 北星村田牧場 ５０４－ ３２：２９．４６ ４２．３�
２２ スーサングレート 牡４栗 ５２ 和田 竜二林 進氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 B５０６＋ ２２：３０．１４ ２４．９�
３３ ヒカルカザブエ 牡７黒鹿５５ 四位 洋文�橋 京子氏 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム ４９０＋１６ （競走中止） １２８．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ５２，６８４，６００円 複勝： ７４，２７０，４００円 枠連： ３１，５７５，２００円

馬連： １５８，１４０，３００円 馬単： ８９，９５２，９００円 ワイド： ５５，７７９，２００円

３連複： １９２，５６０，１００円 ３連単： ３５７，１１１，２００円 計： １，０１２，０７３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６３０円 複 勝 � ３６０円 � ２７０円 � ２８０円 枠 連（６－７） ２，２４０円

馬 連 �� ４，８２０円 馬 単 �� １２，０３０円

ワ イ ド �� １，７６０円 �� １，８４０円 �� １，１９０円

３ 連 複 ��� １３，３２０円 ３ 連 単 ��� １０５，０５０円

票 数

単勝票数 計 ５２６８４６ 的中 � ２５６２５（６番人気）
複勝票数 計 ７４２７０４ 的中 � ５２５７４（５番人気）� ７５１９４（３番人気）� ７１０７４（４番人気）
枠連票数 計 ３１５７５２ 的中 （６－７） １０４２６（９番人気）
馬連票数 計１５８１４０３ 的中 �� ２４２１９（１９番人気）
馬単票数 計 ８９９５２９ 的中 �� ５５２１（３９番人気）
ワイド票数 計 ５５７７９２ 的中 �� ７７７０（１９番人気）�� ７３９８（２１番人気）�� １１７０４（１１番人気）
３連複票数 計１９２５６０１ 的中 ��� １０６７４（４１番人気）
３連単票数 計３５７１１１２ 的中 ��� ２５０９（２８６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．８―２４．２―３６．４―４８．４―１：００．１―１：１２．３―１：２４．３―１：３６．５―１：４８．９―２：０１．４―２：１３．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ユニバーサルバンク �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ドクターデヴィアス デビュー ２０１０．１０．３０ 京都２着

２００８．４．１６生 牡４黒鹿 母 ヴィクトリーバンク 母母 ライトバンク １５戦３勝 賞金 １０６，５２８，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
〔競走中止〕 ヒカルカザブエ号は，競走中に異常歩様となったため最後の直線コースで競走中止。
〔調教再審査〕 ヒカルカザブエ号は，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。
※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



０９０７１ ４月８日 晴 良 （２４阪神２）第６日 第１１競走 ��
��１，６００�第７２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 ２７，３００，０００円 ７，８００，０００円 ３，９００，０００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

５１０ ジェンティルドンナ 牝３鹿 ５５ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４５６－ ４１：３４．６ ４．９�

７１５ ヴィルシーナ 牝３青 ５５ 内田 博幸佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４３４－ ４１：３４．７� １０．２�
６１１ アイムユアーズ 牝３栗 ５５ N．ピンナ ユアストーリー 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４５０± ０１：３４．８� ９．７�

（伊）

７１３ サウンドオブハート 牝３栗 ５５ 松岡 正海�ターフ・スポート松山 康久 新ひだか タイヘイ牧場 ４４８－ ４１：３５．１１� １１．３�
４７ メイショウスザンナ 牝３鹿 ５５ 武 豊松本 好�氏 高橋 義忠 新冠 北星村田牧場 ４４８＋ ８ 〃 クビ ４３．８�
８１７ ジョワドヴィーヴル 牝３鹿 ５５ 福永 祐一 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４１６－ ４１：３５．２クビ ２．３	
８１６ ファインチョイス 牝３鹿 ５５ 池添 謙一宮川 純造氏 領家 政蔵 浦河 富田牧場 ４４４－ ２ 〃 アタマ １５２．４

７１４ トーセンベニザクラ 牝３黒鹿５５ 津村 明秀島川 �哉氏 柴崎 勇 日高 有限会社 エ

スティファーム ４２８－１０ 〃 ハナ ５５．２�
３５ パララサルー 牝３鹿 ５５ 北村 宏司�G１レーシング 国枝 栄 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３４－１０ 〃 クビ １８．５
２４ サンシャイン 牝３黒鹿５５ M．デムーロ青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム ４１４－ ２１：３５．３� ２２．０�

（伊）

５９ イチオクノホシ 牝３芦 ５５ 田辺 裕信小林けい子氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム ４３２± ０ 〃 ハナ ３２．８�
２３ オメガハートランド 牝３鹿 ５５ 石橋 脩原 	子氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４０８－１０ 〃 ハナ ５７．２�
４８ マイネエポナ 牝３鹿 ５５ 吉田 隼人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 日高 シンコーファーム ４３２－ ２１：３５．４� ６４．９�
６１２ プレノタート 牝３鹿 ５５ 安藤 勝己有限会社シルク牧浦 充徳 新ひだか 松田牧場 ４５０± ０１：３５．５クビ ３３．２�
１２ エピセアローム 牝３栃栗５５ 浜中 俊吉田 勝己氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４６０± ０１：３５．７１� １３．０�
８１８ ア ラ フ ネ 牝３栗 ５５ 丸山 元気�アラキファーム高橋 裕 新冠 アラキフアーム ４２４－ ２１：３６．５５ ２７８．４�
３６ エイシンキンチェム 牝３鹿 ５５ 川田 将雅平井 豊光氏 高野 友和 浦河 梅田牧場 ４６４± ０１：３６．６� ２４７．６�
１１ ダームドゥラック 牝３鹿 ５５ 小牧 太�原源一郎氏 領家 政蔵 新ひだか 下屋敷牧場 ４４４－ ２１：３６．７� ３２５．０�

（１８頭）

売 得 金
単勝： ５０２，５０１，４００円 複勝： ５３９，６２４，０００円 枠連： ５２５，７３７，７００円 馬連： ２，２４９，５０６，２００円 馬単： １，２４０，１５９，８００円

ワイド： ５８７，２７５，２００円 ３連複： ２，８１６，５６８，３００円 ３連単： ６，２２５，６０４，８００円 ５重勝： ９４９，１３７，９００円 計： １５，６３６，１１５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � １８０円 � ３００円 � ２７０円 枠 連（５－７） ９７０円

馬 連 �� １，８５０円 馬 単 �� ３，１５０円

ワ イ ド �� ７２０円 �� ７４０円 �� １，１８０円

３ 連 複 ��� ５，１１０円 ３ 連 単 ��� ２４，０２０円

５ 重 勝
対象競走：中山１０R／阪神１０R／福島１１R／中山１１R／阪神１１R

キャリーオーバー なし����� ２，１２２，６２０円

票 数

単勝票数 計５０２５０１４ 的中 � ８２３４２２（２番人気）
複勝票数 計５３９６２４０ 的中 � ９２７３３０（２番人気）� ４３４４１９（４番人気）� ５０８５３３（３番人気）
枠連票数 計５２５７３７７ 的中 （５－７） ４０２６７３（３番人気）
馬連票数 計２２４９５０６２ 的中 �� ９０２１３５（６番人気）
馬単票数 計１２４０１５９８ 的中 �� ２９０７４４（８番人気）
ワイド票数 計５８７２７５２ 的中 �� ２０６５６７（５番人気）�� １９８２９３（６番人気）�� １１９５３１（１１番人気）
３連複票数 計２８１６５６８３ 的中 ��� ４０７２７６（１２番人気）
３連単票数 計６２２５６０４８ 的中 ��� １９１３０６（５５番人気）
５重勝票数 計９４９１３７９ 的中 ����� ３３０

ハロンタイム １２．７―１０．９―１１．３―１２．２―１２．２―１２．１―１１．０―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．６―３４．９―４７．１―５９．３―１：１１．４―１：２２．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジェンティルドンナ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Bertolini デビュー ２０１１．１１．１９ 京都２着

２００９．２．２０生 牝３鹿 母 ドナブリーニ 母母 Cal Norma’s Lady ５戦３勝 賞金 １６６，８０２，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１０頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１０頭 アンチュラス号・ガーネットチャーム号・セシリア号・テイエムコウノトリ号・ハイリリー号・マコトナワラタナ号・

マシュマロ号・マスイデア号・ミッドサマーフェア号・ラフレーズカフェ号
※一般事項Ⅴ－２の（４）によりジェンティルドンナ号・ヴィルシーナ号・アイムユアーズ号・サウンドオブハート号は，
優駿牝馬（GⅠ）競走に優先出走できる。

※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。

０９０７２ ４月８日 晴 良 （２４阪神２）第６日 第１２競走 ��
��２，０００�

う め だ

梅田ステークス
発走１６時２５分 （ダート・右）

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 ３３６，０００円 ９６，０００円 ４８，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：０１．０
２：０１．０

不良

不良

６１０ スマートタイタン 牡６栗 ５７ 福永 祐一大川 徹氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム ５２６－ ４２：０４．１ ２．２�

７１３ エーシンバリントン 牡４鹿 ５７ 川田 将雅�栄進堂 中尾 秀正 浦河 三嶋牧場 ４７２＋ ２２：０４．８４ １０．８�
５８ マ ス ト ハ ブ 牡５鹿 ５７ 四位 洋文青山 洋一氏 笹田 和秀 日高 三城牧場 ５２０－１２２：０５．０１� ４．７�
４７ サクラブライアンス 牡５黒鹿５７ 幸 英明�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 谷岡牧場 ４８２－ ６ 〃 クビ ７５．４�
８１４ グラッツィア 牡４鹿 ５７ M．デムーロ山本 英俊氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４８２－１０２：０５．１クビ ４．３�

（伊）

２２ ラ タ ー シ ュ 牡６栗 ５７ 浜中 俊 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム ５１６－ ８２：０５．５２� １２．０	
８１５ エ ン リ ル 牡４栃栗５７ 小牧 太前田 葉子氏 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８０－ ６ 〃 クビ １６．７

５９ カネトシコウショウ 牡６青鹿５７ 内田 博幸兼松 利男氏 村山 明 浦河 高昭牧場 ４８２－ ６２：０５．８１� ５８．６�
４６ サンライズクォリア 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 ４７６＋ ２２：０６．５４ ２５．１�
２３ セトノシャンクス 牡４栗 ５７ 武 豊難波 澄子氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４７２± ０ 〃 クビ １５４．０
３５ ブルースターキング 牡６黒鹿５７ 丸山 元気 �ブルーマネジメント山内 研二 新ひだか ダイイチ牧場 ４７０－ ６２：０６．６クビ １２１．６�
６１１ ハードシーキング 牡８鹿 ５７ 国分 恭介津田 一男氏 西橋 豊治 静内 前田牧場 B４９８± ０２：０６．８１ ３８３．６�
３４ ポーカーフェイス 牡８栗 ５７ 北村 友一前田 晋二氏 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント ５０６＋ ２２：０７．０１� ２７１．６�
１１ 	 タツパーシヴ 牡５芦 ５７ 吉田 隼人鈴木 昭作氏 鮫島 一歩 米 Hokuyou

Farm ４８２－ ６ 〃 アタマ ４０．７�
７１２ スーサンライダー 牡８栗 ５７ 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４６８－ ４２：０９．２大差 １５７．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ８５，５２４，６００円 複勝： １０６，６６５，９００円 枠連： ５５，５５０，３００円

馬連： ２２５，５５２，３００円 馬単： １５０，７５３，３００円 ワイド： ８６，７４５，７００円

３連複： ２８４，８３３，４００円 ３連単： ６３９，２６２，３００円 計： １，６３４，８８７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １３０円 � ２２０円 � １５０円 枠 連（６－７） １，２９０円

馬 連 �� １，２７０円 馬 単 �� １，７２０円

ワ イ ド �� ４５０円 �� ２７０円 �� ５８０円

３ 連 複 ��� １，７２０円 ３ 連 単 ��� ７，３１０円

票 数

単勝票数 計 ８５５２４６ 的中 � ３１０２８５（１番人気）
複勝票数 計１０６６６５９ 的中 � ２７６７４０（１番人気）� ９９８２９（４番人気）� １８７９８６（３番人気）
枠連票数 計 ５５５５０３ 的中 （６－７） ３１８８６（５番人気）
馬連票数 計２２５５５２３ 的中 �� １３１４４２（４番人気）
馬単票数 計１５０７５３３ 的中 �� ６５０１０（５番人気）
ワイド票数 計 ８６７４５７ 的中 �� ４６３６９（４番人気）�� ８８６１２（２番人気）�� ３４０３８（７番人気）
３連複票数 計２８４８３３４ 的中 ��� １２２５８４（３番人気）
３連単票数 計６３９２６２３ 的中 ��� ６４６０７（１４番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．７―１１．８―１３．６―１３．０―１２．８―１２．５―１２．３―１１．４―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２４．０―３５．８―４９．４―１：０２．４―１：１５．２―１：２７．７―１：４０．０―１：５１．４

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

スマートタイタン �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 Silver Deputy デビュー ２００９．２．２１ 京都１着

２００６．３．３１生 牡６栗 母 サーモンタイム 母母 Icelette １１戦５勝 賞金 ６１，６１４，０００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。

５レース目



（２４阪神２）第６日 ４月８日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８７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

３７５，３４０，０００円
５，３６０，０００円
４１，１３０，０００円
３４，９２０，０００円
６５，３６１，５００円
５，５２８，０００円
１，７９５，２００円

勝馬投票券売得金
８６０，５４１，７００円
１，１０５，６８３，９００円
７６９，０７６，１００円
３，１７６，６４７，３００円
１，８４８，４１９，６００円
９６９，４４７，７００円
４，０２８，０５５，５００円
８，４８３，７３１，４００円
９４９，１３７，９００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
５ 重 勝
計 ２２，１９０，７４１，１００円

総入場人員 ５６，９１１名 （有料入場人員 ５４，５８２名）


