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０９０７３ ４月１４日 曇 重 （２４阪神２）第７日 第１競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走９時５５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

２３ トーブプリンセス 牝３鹿 ５４
５１ ▲菱田 裕二武井 久夫氏 武田 博 新冠 オリエント牧場 ４５４＋ ２１：５４．２ ４４．０�

４８ ウインアルエット 牝３鹿 ５４ 川島 信二�ウイン 荒川 義之 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８０＋ ２１：５４．６２� ７．８�

３５ タマモカフェゼリー 牝３黒鹿５４ 古川 吉洋タマモ� 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４６２± ０１：５４．８１� ３３．０�
８１５ 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 ４５２－ ４１：５４．９クビ １．６�
１１ メモリーシャルマン 牝３鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜橋元 幸次氏 湯窪 幸雄 浦河 谷川牧場 ５０６－ ２１：５５．１１� ２８．９�
４７ サ ン ビ ス タ 牝３黒鹿５４ 川田 将雅 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 ４６４－ ４１：５５．３１� ７．５�
７１４ ブライトポジー 牝３鹿 ５４ 国分 恭介	ターフ・スポート野村 彰彦 浦河 梅田牧場 ４３０± ０１：５５．７２� ２３．６

６１２ シゲルリンゴ 牝３栗 ５４ 岩田 康誠森中 蕃氏 田中 章博 新ひだか 前田 宗将 ４３２＋ ２ 〃 ハナ ２１．０�
６１１ パッションロード 牝３黒鹿５４ 幸 英明	ターフ・スポート田所 秀孝 浦河 成隆牧場 B４３８＋ ２１：５６．３３� ４８．８�
３６ フミノアマゾン 牝３青 ５４ 池添 謙一谷 二氏 西浦 勝一 浦河 谷口牧場 ４６４－ ２１：５７．０４ １３２．８
２４ アリスマイン 牝３栗 ５４ N．ピンナ 	キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４５４＋１０１：５７．３１� １８．５�

（伊）

１２ ピエナガイア 牝３鹿 ５４ 北村 友一本谷 兼三氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 ４１２－１８１：５７．４� ９４．７�
５１０ パトリオット 牝３黒鹿５４ 藤岡 康太ディアレスト 山内 研二 新冠 細川農場 ４６８＋ ２１：５７．６１� １４．０�
７１３ マイアイステラ 牝３青鹿５４ 和田 竜二MYI馬主組合 鈴木 孝志 浦河 バンブー牧場 ４０４＋ ２１：５８．４５ ７１．９�
５９ スリーアメニティー 牝３鹿 ５４ 吉田 稔永井商事� 武 宏平 新ひだか 武 牧場 ４５６ ―１：５９．６７ １６９．３�

（大井）

８１６ レディハードモア 牝３栃栗５４ 太宰 啓介ジャパンフードビジネス� 沖 芳夫 千歳 社台ファーム ４９２－ ６２：０１．７大差 ２４５．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，６５８，８００円 複勝： ４２，５２４，７００円 枠連： １１，７３４，０００円

馬連： ３６，３５７，４００円 馬単： ２９，２３５，０００円 ワイド： １８，９２８，４００円

３連複： ６０，０１７，８００円 ３連単： １００，９５０，７００円 計： ３１３，４０６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，４００円 複 勝 � １，３６０円 � ３１０円 � １，４００円 枠 連（２－４） ２，２４０円

馬 連 �� １１，９５０円 馬 単 �� ３８，３３０円

ワ イ ド �� ２，６１０円 �� ７，９８０円 �� ２，１２０円

３ 連 複 ��� ５８，２９０円 ３ 連 単 ��� ５４３，８１０円

票 数

単勝票数 計 １３６５８８ 的中 � ２４４９（１０番人気）
複勝票数 計 ４２５２４７ 的中 � ７６３３（８番人気）� ４２１８２（２番人気）� ７４１５（９番人気）
枠連票数 計 １１７３４０ 的中 （２－４） ３８７８（９番人気）
馬連票数 計 ３６３５７４ 的中 �� ２２４６（２６番人気）
馬単票数 計 ２９２３５０ 的中 �� ５６３（６９番人気）
ワイド票数 計 １８９２８４ 的中 �� １７９３（２３番人気）�� ５７５（５７番人気）�� ２２２３（２１番人気）
３連複票数 計 ６００１７８ 的中 ��� ７６０（１０７番人気）
３連単票数 計１００９５０７ 的中 ��� １３７（７７８番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．２―１３．２―１３．５―１３．１―１２．５―１２．３―１２．２―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．０―３７．２―５０．７―１：０３．８―１：１６．３―１：２８．６―１：４０．８

コーナー
通過順位

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

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

JRA育成馬

勝馬の
紹 介

トーブプリンセス �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 Devil’s Bag デビュー ２０１１．８．２１ 小倉８着

２００９．１．２４生 牝３鹿 母 シルクファビュラス 母母 Why Go On Dreaming ９戦１勝 賞金 ７，７５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スリーアメニティー号・レディハードモア号は，平成２４年５月１４日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 クイーンキセキ号・サダムクックパイン号・スターファンタジア号
※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。

０９０７４ ４月１４日 曇 重 （２４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２０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

５９ コウユーサクラサク 牡３黒鹿５６ 北村 友一加治屋康雄氏 領家 政蔵 日高 浜本 幸雄 ４４０± ０１：１３．０ ４．６�

１１ トウケイマネキネコ 牝３栗 ５４ 太宰 啓介木村 信彦氏 鹿戸 明 安平 ノーザンファーム ５０４－ ４ 〃 クビ ４１．０�
６１２ サチノタカチホ 牡３鹿 ５６ 石橋 守佐藤 幸彦氏 梅内 忍 熊本 山口 牧人 ５００＋ ２ 〃 ハナ １５．０�
２３ ロードエストレーラ 牡３栗 ５６ 四位 洋文 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 浦河 丸幸小林牧場 ４７２＋ ２１：１３．１クビ ３．８�
７１３ シゲルライム 牝３栗 ５４ 川須 栄彦森中 蕃氏 小原伊佐美 浦河 中村 雅明 ４０６± ０１：１３．７３� ４９．２�
１２ メイショウヨシミツ 牡３栗 ５６ 藤岡 康太松本 好雄氏 高橋 義忠 日高 日西牧場 ４４８ ―１：１３．８� １４．０�
３６ ハリスキャスケード 牡３栗 ５６ 小林 徹弥伊藤 仁氏 南井 克巳 浦河 冨岡 博一 ４６８± ０ 〃 クビ １８．３	
４８ ハクユウリリー 牝３栗 ５４ 浜中 俊 �H.Iコーポレーション 作田 誠二 新冠 川上 悦夫 ４２２－ ４１：１３．９クビ １６．７

３５ メジロガラメキ 牝３栗 ５４ 川田 将雅�野 哲氏 小崎 憲 洞爺湖 メジロ牧場 ４３６＋ ４ 〃 クビ ５．４�
８１５ リアルブラック �３青鹿５６ 国分 優作大迫 基弘氏 藤岡 範士 新冠 村上 欽哉 B４７６－ ２１：１４．３２� １７４．７�
６１１ ミヤジガンバレ 牝３鹿 ５４ 和田 竜二曽我 司氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 ４７２－ ８１：１４．４クビ １６．９
８１６ ケープジャスミン 牝３芦 ５４ 岩田 康誠�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４３４＋ ８ 〃 クビ ４．８�
２４ ツルミコスモス 牝３鹿 ５４

５１ ▲水口 優也�鶴見ホース 柴田 光陽 日高 田端牧場 ４５２ ―１：１４．７２ １９０．７�
５１０ トレゾアシチー 牡３黒鹿５６ 川島 信二 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 幌村牧場 ４５６ ―１：１４．９１� １４３．０�
４７ カシノチャーム 牝３鹿 ５４ 古川 吉洋柏木 務氏 境 直行 青森 一山育成牧場 ４８０＋ ２１：１５．１１ ２０４．８�
７１４ マルカディフィート 牡３鹿 ５６

５５ ☆高倉 稜河長産業� 羽月 友彦 千歳 社台ファーム ４９４ ―１：１５．４２ ９６．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，９０１，２００円 複勝： ２１，８８９，６００円 枠連： ８，８２１，３００円

馬連： ３２，０５１，７００円 馬単： １９，８６０，０００円 ワイド： １４，６３５，７００円

３連複： ４６，８１２，９００円 ３連単： ６５，３６２，６００円 計： ２２１，３３５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １９０円 � ６００円 � ３００円 枠 連（１－５） ３，１２０円

馬 連 �� ５，８４０円 馬 単 �� １０，５６０円

ワ イ ド �� １，４００円 �� ５１０円 �� ３，７９０円

３ 連 複 ��� １５，７２０円 ３ 連 単 ��� ８８，５１０円

票 数

単勝票数 計 １１９０１２ 的中 � ２０５８４（２番人気）
複勝票数 計 ２１８８９６ 的中 � ３８２２６（２番人気）� ７９９５（１０番人気）� １８４９３（５番人気）
枠連票数 計 ８８２１３ 的中 （１－５） ２０９３（１３番人気）
馬連票数 計 ３２０５１７ 的中 �� ４０５７（２３番人気）
馬単票数 計 １９８６００ 的中 �� １３８８（４８番人気）
ワイド票数 計 １４６３５７ 的中 �� ２５１０（１９番人気）�� ７７８７（２番人気）�� ８９５（４２番人気）
３連複票数 計 ４６８１２９ 的中 ��� ２１９９（５６番人気）
３連単票数 計 ６５３６２６ 的中 ��� ５４５（３０７番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．１―１１．４―１２．０―１２．４―１３．８

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コウユーサクラサク �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 スズカコバン デビュー ２０１１．８．１３ 小倉１０着

２００９．４．１５生 牡３黒鹿 母 ヘイセイエルザ 母母 ハツピートウメイ ６戦１勝 賞金 ７，０５０，０００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） ２頭 スリーベルクイン号・ツバキ号
（非抽選馬） １頭 エトワールセブン号

第２回 阪神競馬 第７日



０９０７５ ４月１４日 曇 重 （２４阪神２）第７日 第３競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１０時５０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 スマートマーズ 牡３栗 ５６ 浜中 俊大川 徹氏 大久保龍志 浦河 大島牧場 ４５６－ ２１：５３．４ １．７�

２３ ショウナンハヤブサ 牡３栗 ５６ 福永 祐一国本 哲秀氏 中村 均 日高 下河辺牧場 ５００± ０１：５３．８２� ５．９�
１１ アプリコーゼ 牡３黒鹿５６ 和田 竜二 �キャロットファーム 西園 正都 日高 待兼牧場 ５００＋ ６１：５４．１２ ８２．５�
５１０ フォルトファーレン 牡３黒鹿５６ 北村 友一 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４４８－ ２１：５４．７３� １３．９�
４７ 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 ４９２－ ２１：５４．９１� ８．６�
７１４ ヤマカツティラノ 牡３鹿 ５６ 川須 栄彦山田 和夫氏 牧田 和弥 新ひだか 岡田牧場 ４７０± ０１：５５．０クビ １５２．３�
４８ シュタインガーデン �３鹿 ５６ 岩田 康誠 �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム ５１８－ ６ 〃 ハナ １４．９	
３５ エリモマッローネ 牡３栗 ５６ 吉田 稔山本 敏晴氏 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント ４４６＋ ４１：５５．１� ２７４．３


（大井）

２４ スペクトルジーン 牡３黒鹿 ５６
５３ ▲菱田 裕二�樽さゆり氏 福島 信晴 浦河 高岸 順一 ４９０－ ２１：５５．２� ２４４．４�

８１５ コパノウェルス 牡３青鹿５６ 藤岡 康太小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 ５０４＋ ８１：５６．０５ ２６．６�
６１２ トゥルーフレンド 牡３鹿 ５６ 国分 恭介武田 茂男氏 野村 彰彦 むかわ ヤマイチ牧場 ４７６± ０１：５６．２１	 １９．０
８１６ シゲルブルーベリー 牡３鹿 ５６ 川島 信二森中 蕃氏 梅内 忍 新ひだか 斉藤 正男 ４５８－ ６１：５６．７３ ２９．１�
３６ アドマイヤクリス 牡３鹿 ５６ 川田 将雅近藤 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 ４５０－ ６ 〃 ハナ １７．９�
６１１ ロナルドバローズ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲水口 優也猪熊 広次氏 藤沢 則雄 新ひだか グランド牧場 B４３２－ ４１：５７．２３ ３２８．１�
７１３ トウカイレックス 牡３鹿 ５６ 池添 謙一内村 正則氏 安田 隆行 浦河 吉田 又治 ４６２－ ２ 〃 ハナ ８４．８�

（１５頭）
５９ ナムラガンリュウ 牡３栗 ５６ 国分 優作奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 漆原 哲雄 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １９，３１８，４００円 複勝： ４５，２００，６００円 枠連： １２，２７３，７００円

馬連： ３８，６１４，２００円 馬単： ３３，２９１，２００円 ワイド： ２０，８８０，７００円

３連複： ５５，５９９，０００円 ３連単： ９６，６７９，７００円 計： ３２１，８５７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � ８９０円 枠 連（１－２） ３９０円

馬 連 �� ３９０円 馬 単 �� ５３０円

ワ イ ド �� ２００円 �� １，５３０円 �� ２，４５０円

３ 連 複 ��� ５，７２０円 ３ 連 単 ��� １５，９４０円

票 数

単勝票数 計 １９３１８４ 的中 � ９４４５１（１番人気）
複勝票数 計 ４５２００６ 的中 � ２３５６２６（１番人気）� ６１３７１（２番人気）� ５４６２（１０番人気）
枠連票数 計 １２２７３７ 的中 （１－２） ２３２６９（１番人気）
馬連票数 計 ３８６１４２ 的中 �� ７３３２９（１番人気）
馬単票数 計 ３３２９１２ 的中 �� ４６４８２（１番人気）
ワイド票数 計 ２０８８０７ 的中 �� ３５４８５（１番人気）�� ２８６７（１７番人気）�� １７４９（２８番人気）
３連複票数 計 ５５５９９０ 的中 ��� ７１８０（１９番人気）
３連単票数 計 ９６６７９７ 的中 ��� ４４７８（４５番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．３―１３．３―１３．０―１２．７―１２．７―１２．４―１１．９―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．２―３７．５―５０．５―１：０３．２―１：１５．９―１：２８．３―１：４０．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．２―３F３７．５
１
３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

スマートマーズ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２０１２．３．１７ 阪神２着

２００９．４．１６生 牡３栗 母 オオシマジョリー 母母 ア ザ ー ル ２戦１勝 賞金 ７，４００，０００円
〔出走取消〕 ナムラガンリュウ号は，疾病〔左肩跛行〕のため出走取消。
※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 サンレイホーム号・スリーロブロイ号・マキハタテノール号
※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。

０９０７６ ４月１４日 曇 重 （２４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２０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

５１０ キーブランド 牡３鹿 ５６
５３ ▲花田 大昂北前孔一郎氏 宮 徹 日高 田中 元寿 ４９２± ０１：２５．１ ５．５�

３６ エーシンフルパワー 牡３栗 ５６ 和田 竜二�栄進堂 川村 禎彦 新ひだか 木田牧場 ４７２－ ６１：２５．２� １４．０�
６１２ サカジロスイセイ 牡３鹿 ５６ 国分 優作ロイヤルパーク 武 宏平 日高 長谷部牧場 ４５８± ０１：２５．５１� ２２．４�
６１１ マーティンバローズ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠猪熊 広次氏 藤沢 則雄 新冠 石郷岡 雅樹 ４７２＋ ２１：２６．０３ ３．６�
８１６ ゴ リ ラ 牡３栗 ５６ 福永 祐一小田切 光氏 須貝 尚介 日高 山本 通則 ４７４ ―１：２６．２１� ３．７�
２４ ギルドマスター 牡３栗 ５６

５３ ▲中井 裕二香川 憲次氏 長浜 博之 日高 広富牧場 ４７２± ０１：２６．４１� ２１．８�
１２ 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 ４８０－ ４１：２６．５� １３．３	
２３ アークペガサス 牡３鹿 ５６ 北村 友一
ヤナガワ牧場 宮本 博 日高 ヤナガワ牧場 ５０４＋ ４１：２６．６� １２５．０�
４８ ショウナンバッカス 牡３栗 ５６ M．デムーロ国本 哲秀氏 岡田 稲男 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１２± ０１：２６．７クビ １２．４�
（伊）

５９ レムチャバン 牡３栗 ５６ 太宰 啓介本間 茂氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 ４８８± ０１：２６．９１� ３８８．０
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 ４８８－ ４１：２７．０� ２６．９�
７１４ サ ナ シ オ ン 牡３鹿 ５６ N．ピンナ 
サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム ４６４± ０１：２７．２１ ８．４�

（伊）

１１ ヤマニンブリス 牡３黒鹿５６ 四位 洋文土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４６４＋ ２１：２７．７３ ３７．３�
３５ リバーチケット 牡３栗 ５６

５３ ▲菱田 裕二河越 武治氏 作田 誠二 浦河 日向牧場 ４１８＋１２１：２８．７６ ３２０．４�
７１３ メイショウザンベジ 牝３栗 ５４ 武 幸四郎松本 好雄氏 笹田 和秀 様似 中脇 一幸 ４２８± ０１：２９．０２ １１５．６�
８１５ タカラメジャー 牡３栗 ５６ 幸 英明村山 義男氏 西園 正都 新ひだか へいはた牧場 ４４６＋ ６１：２９．５３ １６９．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，０８５，９００円 複勝： ３７，３０６，１００円 枠連： １１，７１３，０００円

馬連： ４５，１８６，２００円 馬単： ３０，２６１，８００円 ワイド： ２３，８８２，８００円

３連複： ６４，３６８，７００円 ３連単： ９６，８７１，０００円 計： ３２９，６７５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５５０円 複 勝 � ２１０円 � ４９０円 � ７７０円 枠 連（３－５） ３，５００円

馬 連 �� ４，１２０円 馬 単 �� ８，１３０円

ワ イ ド �� １，６３０円 �� １，９８０円 �� ５，１４０円

３ 連 複 ��� ３４，８１０円 ３ 連 単 ��� １８０，０８０円

票 数

単勝票数 計 ２００８５９ 的中 � ２９２１７（３番人気）
複勝票数 計 ３７３０６１ 的中 � ５８０３３（２番人気）� １８６００（７番人気）� １０９８９（１０番人気）
枠連票数 計 １１７１３０ 的中 （３－５） ２４７５（２２番人気）
馬連票数 計 ４５１８６２ 的中 �� ８１１０（１８番人気）
馬単票数 計 ３０２６１８ 的中 �� ２７４８（３２番人気）
ワイド票数 計 ２３８８２８ 的中 �� ３６７３（１９番人気）�� ２９９１（２６番人気）�� １１２３（４７番人気）
３連複票数 計 ６４３６８７ 的中 ��� １３６５（１００番人気）
３連単票数 計 ９６８７１０ 的中 ��� ３９７（５３３番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．７―１１．８―１２．５―１２．６―１２．１―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．１―３４．９―４７．４―１：００．０―１：１２．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キーブランド �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 ブ ロ ッ コ デビュー ２０１２．３．２５ 阪神２着

２００９．５．４生 牡３鹿 母 キーアマリリス 母母 キーフラワー ２戦１勝 賞金 ７，０００，０００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 エスケイタイガー号・デンタルボーイ号
（非抽選馬） ２頭 パシュート号・ペガサスピッコロ号
※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。



０９０７７ ４月１４日 曇 稍重 （２４阪神２）第７日 第５競走 ��２，２００�サラブレッド系３歳
発走１２時１０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

２：１０．１
２：１０．１

良

良

２３ テイエムオペラドン 牡３鹿 ５６ 小牧 太竹園 正繼氏 新川 恵 浦河 川越ファーム ４５０－ ６２：１８．４ ６．７�

１２ ブランクヴァース 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４９８－ ２２：１８．７１� １．９�
３６ サチノコイノボリ 牡３鹿 ５６ 国分 優作佐藤 幸彦氏 服部 利之 新冠 競優牧場 B４５８± ０２：１９．４４ １７．６�
６１１ マイネルイグアス 牡３青鹿５６ 川島 信二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 日高 日高大洋牧場 ４６０＋ ４２：１９．７１� １３．１�
１１ サンライズクラウド 牡３鹿 ５６ 北村 友一松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 ５２６－ ４２：１９．８� ９．３�
６１２ カリブストーリー 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二松岡 隆雄氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ５００± ０２：１９．９� ６．２	
７１５ ヒデノビクトリア 牝３芦 ５４

５１ ▲中井 裕二大石 秀夫氏 福島 信晴 浦河 グラストレーニ
ングセンター ４１０－ ２ 〃 クビ １２３．０


７１３ ガ リ ュ ウ 牡３黒鹿５６ 幸 英明佐々木孝之氏 境 直行 様似 猿倉牧場 ４６８± ０２：２０．０� １８５．６�
８１８ セイウンホウガ 牡３栗 ５６ 川田 将雅西山 茂行氏 橋口弘次郎 日高 メイプルファーム ４６０－ ８２：２０．１クビ １２１．５�
７１４ ブラックレイン 牡３黒鹿５６ 藤岡 康太木浪 巖氏 鮫島 一歩 新ひだか 西川富岡牧場 ４９２－１０ 〃 ハナ １６２．１
２４ ワイルドローズ 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介宮本 貞雄氏 羽月 友彦 新ひだか 小倉 光博 ４７０＋ ２ 〃 ハナ ２５７．１�
４８ オ マ モ リ 牡３黒鹿５６ 浜中 俊小田切有一氏 谷 潔 浦河 吉田 又治 ４３６－ ２２：２０．９５ ３１．７�
８１７ シゲルプラム 牡３栗 ５６ 川須 栄彦森中 蕃氏 鈴木 孝志 新冠 渕瀬フアーム ４４２± ０２：２１．０� ２０９．７�
５９ マヤノカデンツァ 牡３栗 ５６ N．ピンナ 田所 英子氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 ４６０－ ４２：２１．１� ３５．２�

（伊）

４７ メイショウジプシー 牡３栗 ５６
５３ ▲水口 優也松本 好雄氏 湯窪 幸雄 平取 赤石牧場 B４４０± ０ 〃 クビ ３５８．８�

８１６ コパノシーズン 牡３栗 ５６
５５ ☆高倉 稜小林 祥晃氏 松永 幹夫 新ひだか 谷岡牧場 ４５６－ ２２：２１．３１� ３８３．５�

５１０ プ レ レ フ ア 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介 �キャロットファーム 松田 博資 安平 ノーザンファーム ５０４－ ４２：２１．５１� １９．６�
３５ ヒカリサーベル 牡３青 ５６

５３ ▲森 一馬�ヒカリクラブ 松永 昌博 日高 中川牧場 B４９６＋ ２２：２２．７７ １２５．３�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２０，４８８，５００円 複勝： ４１，０９０，８００円 枠連： １８，６０２，５００円

馬連： ４２，３７２，２００円 馬単： ３７，４０９，４００円 ワイド： ２５，０７９，０００円

３連複： ６６，００２，１００円 ３連単： １２５，７５０，５００円 計： ３７６，７９５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６７０円 複 勝 � １７０円 � １１０円 � ３００円 枠 連（１－２） ４６０円

馬 連 �� ５７０円 馬 単 �� １，９１０円

ワ イ ド �� ２４０円 �� ９３０円 �� ５７０円

３ 連 複 ��� ２，１５０円 ３ 連 単 ��� １３，６４０円

票 数

単勝票数 計 ２０４８８５ 的中 � ２４１３８（３番人気）
複勝票数 計 ４１０９０８ 的中 � ５１７０９（２番人気）� １８１６１３（１番人気）� ２０８３４（６番人気）
枠連票数 計 １８６０２５ 的中 （１－２） ３０４０１（２番人気）
馬連票数 計 ４２３７２２ 的中 �� ５５３７９（１番人気）
馬単票数 計 ３７４０９４ 的中 �� １４４９９（７番人気）
ワイド票数 計 ２５０７９０ 的中 �� ３０４８５（１番人気）�� ５９０７（１０番人気）�� １０２７７（５番人気）
３連複票数 計 ６６００２１ 的中 ��� ２２６６１（６番人気）
３連単票数 計１２５７５０５ 的中 ��� ６８０６（３６番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．２―１１．７―１３．４―１３．５―１３．０―１３．１―１２．５―１２．３―１２．６―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．８―２４．０―３５．７―４９．１―１：０２．６―１：１５．６―１：２８．７―１：４１．２―１：５３．５―２：０６．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．７―３F３７．２
１
３
５（１，１０）（８，１２）（６，１１，９）（２，４，１８）（３，７，１６）１７，１４，１５，１３・（５，１０）１（６，８，１２）（１１，９）１３（４，１８）（２，１６）（３，１４，７，１７）１５

２
４

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

勝馬の
紹 介

テイエムオペラドン �
�
父 テイエムオペラオー �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２０１１．１０．８ 京都１０着

２００９．３．１３生 牡３鹿 母 テイエムオーシャン 母母 リヴァーガール ８戦１勝 賞金 ９，４００，０００円
※ブラックレイン号・メイショウジプシー号は，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，主として騎乗中の国名を表示している。

０９０７８ ４月１４日 曇 稍重 （２４阪神２）第７日 第６競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１２時４０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

５１０� アンビホールドゥン 牝３芦 ５４ 藤岡 康太�大樹ファーム 藤岡 健一 米 Mr. & Mrs. Samuel
H. Rogers Jr. ４５４－ ２１：２３．７ ４．２�

８１７ フェータルローズ 牝３栗 ５４ 幸 英明兼松 利男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム ４４０ ―１：２３．９１� ８０．６�
４８ スリーネイチャー 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲水口 優也永井商事� 湯窪 幸雄 新ひだか 岡野牧場 ４４０－ ６ 〃 クビ ４．８�
６１１ ウインスラッガー 牡３栗 ５６ 浜中 俊�ウイン 石坂 正 浦河 バンダム牧場 ４９４－ ２１：２４．１１� ２．９�
３５ エリモフェアリー 牝３黒鹿５４ 小牧 太山本 慎一氏 橋口弘次郎 えりも エクセルマネジメント ４５８± ０１：２４．４２ １４．７�
７１３ デイジーバローズ 牝３栗 ５４ 北村 友一猪熊 広次氏 武田 博 浦河 有限会社

吉田ファーム ４４０± ０１：２４．６１� ３０．５	
１２ サクラグロリアス 牡３青鹿５６ 川須 栄彦�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 山田牧場 ４７４－ ４ 〃 ハナ ８．５

８１５� レッドグルーヴァー 牡３芦 ５６ M．デムーロ �東京ホースレーシング 角居 勝彦 米 Edition Farm ４５６－ ６１：２４．７クビ ７．５�

（伊）

２４ クロコサイレンス 牝３栗 ５４ 古川 吉洋武井 久夫氏 武田 博 新ひだか 出羽牧場 ４１６＋ ４１：２５．１２� ４３．９�
８１６ アグネスプリキュア 牝３栗 ５４

５１ ▲中井 裕二渡辺 孝男氏 宮本 博 千歳 社台ファーム ４４０ ―１：２５．７３� ４８．９
２３ エーシンスピニング 牝３鹿 ５４ 池添 謙一�栄進堂 松永 昌博 浦河 本巣 敦 ４３２ ― 〃 アタマ ６６．５�
１１ シゲルザクロ 	３鹿 ５６ 藤岡 佑介森中 蕃氏 五十嵐忠男 新冠 長浜 秀昭 ４０２－ ８１：２５．８� １２２．７�
５９ ク ー デ タ ー 牡３黒鹿５６ 川島 信二杉立 恭平氏 川村 禎彦 平取 二風谷ファーム ４５０ ―１：２６．０１ １７３．１�
６１２ メイショウルーメン 牡３青鹿５６ 田中 健松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 ４７４± ０１：２６．３２ ２５７．４�
４７ エクストラトーン 牡３芦 ５６ 小林 徹弥 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 ４９６ ―１：２７．１５ １２２．０�
３６ � シゲルカカオ 牝３栗 ５４ N．ピンナ �ブルアンドベア 大橋 勇樹 米 Cloverleaf

Farms II ４６４－１０１：２７．６３ ５５．０�
（伊）

７１４ サンマルミニスター 牡３鹿 ５６ 国分 優作相馬 勇氏 日吉 正和 新冠 太陽ジョイフ
ル牧場 ５２４ ―１：２９．４大差 ３３０．４�

（１７頭）

売 得 金

単勝： １９，７８８，５００円 複勝： ３２，０４７，８００円 枠連： １３，６１１，１００円

馬連： ４５，１３７，０００円 馬単： ３０，７９９，８００円 ワイド： ２０，０２８，６００円

３連複： ５７，２７６，７００円 ３連単： ９１，００４，９００円 計： ３０９，６９４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １８０円 � １，７２０円 � １８０円 枠 連（５－８） １，１２０円

馬 連 �� １９，８６０円 馬 単 �� ２４，１９０円

ワ イ ド �� ５，３９０円 �� ４００円 �� ５，１５０円

３ 連 複 ��� ２２，９５０円 ３ 連 単 ��� １８２，５１０円

票 数

単勝票数 計 １９７８８５ 的中 � ３７９１９（２番人気）
複勝票数 計 ３２０４７８ 的中 � ５６１０６（２番人気）� ３４２２（１２番人気）� ５４３１６（３番人気）
枠連票数 計 １３６１１１ 的中 （５－８） ８９８６（５番人気）
馬連票数 計 ４５１３７０ 的中 �� １６７８（４２番人気）
馬単票数 計 ３０７９９８ 的中 �� ９４０（５９番人気）
ワイド票数 計 ２００２８６ 的中 �� ８５５（４４番人気）�� １３９６７（３番人気）�� ８９６（４３番人気）
３連複票数 計 ５７２７６７ 的中 ��� １８４２（６２番人気）
３連単票数 計 ９１００４９ 的中 ��� ３６８（４２３番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．９―１１．４―１１．７―１２．２―１１．９―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２３．６―３５．０―４６．７―５８．９―１：１０．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．７―３F３７．０
３ ・（１０，１３）（８，１７）－（６，１２）（１１，１６）－１５，７（２，５）（９，４）３－１，１４ ４ ・（１０，１３）１７，８－（６，１２）（１１，１６，１５）－５－（２，４）７（９，３）－１＝１４

勝馬の
紹 介

�アンビホールドゥン �
�
父 Bluegrass Cat �

�
母父 On to Glory デビュー ２０１１．１２．１０ 阪神３着

２００９．２．２３生 牝３芦 母 Romantic Summer 母母 Summer Romance ４戦１勝 賞金 ８，８００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンマルミニスター号は，平成２４年５月１４日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 オレンジブルーム号（疾病〔右肘部挫創〕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 マイネヴォヤージ号
※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。



０９０７９ ４月１４日 曇 稍重 （２４阪神２）第７日 第７競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１３時１０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

３３ オースミイチバン 牡３栗 ５６ 川島 信二�オースミ 荒川 義之 浦河 鮫川 啓一 ５０２＋ ２１：５２．８ １．８�

４４ サントスシチー 牡３黒鹿 ５６
５３ ▲菱田 裕二 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 新ひだか 幌村牧場 ４８４＋ ４１：５３．５４ １０．４�

５５ コウエイチャンス 牡３鹿 ５６ 浜中 俊伊東 政清氏 山内 研二 浦河 市川牧場 ４６８± ０１：５４．０３ １２．３�
２２ スズカルパン 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 ４４２－ ６１：５４．１クビ ３３．０�
８８ ハッピーストーリー 牡３黒鹿５６ 藤岡 康太小川 勲氏 宮 徹 新ひだか へいはた牧場 ５２０－ ６１：５４．３１� ８．９�
１１ スタンドバイミー 牡３鹿 ５６ 小牧 太石川 達絵氏 中竹 和也 新ひだか 藤原牧場 ４５２＋ ６ 〃 ハナ ３．１�
７７ タガノジョイナー 牝３鹿 ５４ 国分 恭介八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４５０＋ ８１：５４．９３� ８２．２	
８９ シゲルサクランボ 牝３黒鹿５４ 北村 友一森中 蕃氏 加藤 敬二 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４３０－ ４１：５５．０� ４３．７

６６ アムールクエスト 牡３鹿 ５６ 幸 英明村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 ４５０± ０１：５５．９５ ７６．８�

（９頭）

売 得 金

単勝： ２２，７１４，７００円 複勝： ３６，８６３，４００円 枠連： １０，９７９，１００円

馬連： ４３，０４３，８００円 馬単： ４０，５０４，７００円 ワイド： ２０，１４２，７００円

３連複： ５７，７４２，９００円 ３連単： １５８，６５１，３００円 計： ３９０，６４２，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � ２１０円 � ２００円 枠 連（３－４） ８８０円

馬 連 �� ７６０円 馬 単 �� １，０４０円

ワ イ ド �� ３１０円 �� ３６０円 �� ７７０円

３ 連 複 ��� １，４３０円 ３ 連 単 ��� ４，０６０円

票 数

単勝票数 計 ２２７１４７ 的中 � １０１８５３（１番人気）
複勝票数 計 ３６８６３４ 的中 � １６７１２０（１番人気）� ３１０６３（４番人気）� ３３０３９（３番人気）
枠連票数 計 １０９７９１ 的中 （３－４） ９２６８（３番人気）
馬連票数 計 ４３０４３８ 的中 �� ４２０７２（２番人気）
馬単票数 計 ４０５０４７ 的中 �� ２８８６２（３番人気）
ワイド票数 計 ２０１４２７ 的中 �� １７３２９（２番人気）�� １４２２３（６番人気）�� ５８３６（１１番人気）
３連複票数 計 ５７７４２９ 的中 ��� ２９９５８（４番人気）
３連単票数 計１５８６５１３ 的中 ��� ２８８７０（１１番人気）

ハロンタイム １３．０―１２．１―１４．１―１３．４―１２．０―１１．８―１２．３―１１．６―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２５．１―３９．２―５２．６―１：０４．６―１：１６．４―１：２８．７―１：４０．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オースミイチバン �

父 アグネスタキオン �


母父 フサイチコンコルド デビュー ２０１１．１０．２２ 京都１０着

２００９．２．２８生 牡３栗 母 オースミハルカ 母母 ホッコーオウカ ５戦２勝 賞金 １２，０００，０００円
［他本会外：１戦０勝］

０９０８０ ４月１４日 曇 稍重 （２４阪神２）第７日 第８競走 ��
��１，４００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時４０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

１：２１．５
１：２１．５

不良

不良

５９ � エーシンバサラ 牡４青鹿５７ 川田 将雅�栄進堂 中尾 秀正 米 Cloyce
Clark Jr. ５５２± ０１：２４．２ １．８�

６１１� メモリーパーミット 牡５栗 ５７ 古川 吉洋�シンザンクラブ 大久保龍志 浦河 谷川牧場 ５１４＋１０１：２４．４１	 ３９．３�
８１５ トーアシシイ 牝４栗 ５５ 岩田 康誠高山ランド� 村山 明 豊浦トーア牧場 ４６８－ ２ 〃 クビ １７．６�
１２ � ダンスインザスカイ 牝４鹿 ５５

５２ ▲菱田 裕二薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 ４５８＋ ２１：２４．８２
 ３３．８�
８１６ トーホウジャパン 牡４栗 ５７ 幸 英明東豊物産� 本田 優 日高 竹島 幸治 ４９２－ ２ 〃 ハナ １３．３�
７１３ マストバイアイテム 牝５黒鹿５５ 川島 信二�下河辺牧場 宮本 博 日高 下河辺牧場 ４６０＋ ４ 〃 クビ ６．５	
４７ リズミックビート 牡５栗 ５７ 太宰 啓介名古屋友豊� 小野 幸治 日高 白井牧場 ５２０± ０１：２５．０１ ７．４

２３ セイカフォルテ 牡４鹿 ５７ 和田 竜二久米 大氏 相沢 郁 新ひだか タイヘイ牧場 ４４２－ ４ 〃 ハナ １１．９�
３６ � メイショウテッサイ 牡４鹿 ５７

５６ ☆高倉 稜松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 富田牧場 ４７０＋ ２１：２５．２１
 １３７．９�
５１０� ネオファッショ 牡４鹿 ５７ 国分 優作西浦 和男氏 目野 哲也 新冠 隆栄牧場 ４６８－２７１：２５．３クビ １２３．９
２４ ジョウノルビー 牝５栗 ５５ 小牧 太小川 義勝氏 牧浦 充徳 日高 三城牧場 ４４２－ ８１：２５．５１ ５６．１�
４８ ガッチリガッチリ 牡６黒鹿５７ 浜中 俊小田切有一氏 谷 潔 日高 浦新牧場 ４８４－ ４１：２５．８２ １４．６�
７１４� ナイスジャパン 牡４青 ５７ 武 英智菅藤 宗一氏 境 直行 浦河 小池 博幸 ５１０＋ ２１：２６．２２
 １６４．０�
１１ メイショウヴァルナ 牡５青鹿５７ 武 幸四郎松本 好�氏 本田 優 浦河 赤田牧場 ４５０－ ８１：２６．８３
 ５９．４�
３５ �� エーシンセントラル 牡４青鹿５７ N．ピンナ �栄進堂 沖 芳夫 米 Forging

Oaks LLC ５１０－ ５１：２８．９大差 ９０．３�
（伊）

６１２ タマモコメット 牝４芦 ５５ 川須 栄彦タマモ� 小原伊佐美 新ひだか 前田牧場 ４５０＋ ２１：２９．１１	 １８０．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，２６７，８００円 複勝： ４０，５３１，５００円 枠連： １９，３１４，８００円

馬連： ５６，１９８，８００円 馬単： ４３，６０３，４００円 ワイド： ２５，８４８，３００円

３連複： ７５，９３１，３００円 ３連単： １３６，１１４，１００円 計： ４１９，８１０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １２０円 � ８３０円 � ４００円 枠 連（５－６） ２，９５０円

馬 連 �� ３，０６０円 馬 単 �� ４，２９０円

ワ イ ド �� １，２７０円 �� ５４０円 �� ６，２１０円

３ 連 複 ��� １１，６７０円 ３ 連 単 ��� ４６，１５０円

票 数

単勝票数 計 ２２２６７８ 的中 � ９８９６０（１番人気）
複勝票数 計 ４０５３１５ 的中 � １４３３６５（１番人気）� ８５２７（９番人気）� １９７５１（７番人気）
枠連票数 計 １９３１４８ 的中 （５－６） ４８４７（１０番人気）
馬連票数 計 ５６１９８８ 的中 �� １３５８０（８番人気）
馬単票数 計 ４３６０３４ 的中 �� ７５１１（１４番人気）
ワイド票数 計 ２５８４８３ 的中 �� ４９５３（１３番人気）�� １２８７７（５番人気）�� ９６１（４５番人気）
３連複票数 計 ７５９３１３ 的中 ��� ４８０４（３１番人気）
３連単票数 計１３６１１４１ 的中 ��� ２１７７（１２４番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．６―１１．３―１１．７―１２．２―１２．４―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．０―３４．３―４６．０―５８．２―１：１０．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エーシンバサラ �
�
父 Silver Train �

�
母父 Dehere デビュー ２０１１．２．１３ 京都５着

２００８．２．２２生 牡４青鹿 母 Annacious 母母 Bold Lady Anne １１戦２勝 賞金 １９，１５０，０００円
〔その他〕 タマモコメット号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 タマモコメット号は，平成２４年５月１４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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 ゴールドサムソン号・ミラグロッサ号・メルシーサイレンス号
（非抽選馬） ２頭 コパノハリケーン号・ネオエピック号
※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。



０９０８１ ４月１４日 晴 稍重 （２４阪神２）第７日 第９競走 ��
��１，８００�は な み ず き 賞

発走１４時１５分 （芝・右・外）

３歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 ９，５００，０００円 ３，８００，０００円 ２，４００，０００円 １，４００，０００円 ９５０，０００円
付 加 賞 ２８０，０００円 ８０，０００円 ４０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

２２ ショウナンカンムリ 牡３鹿 ５６ 浜中 俊国本 哲秀氏 梅田 智之 日高 天羽牧場 ４８６＋ ８１：４８．２ ８．８�

５５ シンゼンレンジャー 牡３黒鹿５６ 飯田 祐史原 司郎氏 飯田 明弘 日高 インターナショ
ナル牧場 ４７２± ０ 〃 クビ １９．４�

６７ シルクキングリー 牡３鹿 ５６ M．デムーロ 有限会社シルク岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 ４６６± ０１：４８．３クビ ８．２�
（伊）

８１１ カ ロ ッ サ ル 牡３鹿 ５６ 幸 英明岡田 牧雄氏 松永 昌博 平取 びらとり牧場 ４８０± ０１：４８．５１� ３２．３�
８１２ アナスタシアブルー 牝３鹿 ５４ N．ピンナ �サンデーレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４７８± ０ 〃 ハナ １３．５�

（伊）

７９ ロードアクレイム 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠 �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－ ４ 〃 クビ ７．２	
３３ オ ソ レ イ ユ 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二松岡 隆雄氏 河内 洋 新冠 高瀬牧場 ４９４－ ８１：４８．７１� ７５．２

６８ エックスマーク 牡３鹿 ５６ 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４５８－１０１：４８．９１� ３．３�
７１０ ダークナイサー 牡３黒鹿５６ 武 豊加藤 守氏 松元 茂樹 新ひだか タイヘイ牧場 ４６６＋ ４１：４９．０� ５．１�
５６ ショウナンラムジ 牡３鹿 ５６ 吉田 稔国本 哲秀氏 矢作 芳人 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム ４９０－ ２ 〃 ハナ ２０．０

（大井）

４４ マ カ ハ 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介広尾レース� 小崎 憲 大樹 大樹ファーム B４５０＋ ２１：４９．４２� ６．２�
１１ マイネルブラームス 牡３栗 ５６ 和田 竜二 �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 ４７６＋ ６１：５０．８９ １５１．８�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３８，１１４，２００円 複勝： ６６，３４７，７００円 枠連： ２５，９４１，９００円

馬連： １０３，２５１，３００円 馬単： ６０，７３８，０００円 ワイド： ３９，６８６，４００円

３連複： １２６，００１，２００円 ３連単： ２２４，３１３，６００円 計： ６８４，３９４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８８０円 複 勝 � ２８０円 � ５２０円 � ３００円 枠 連（２－５） ３，８１０円

馬 連 �� ６，７２０円 馬 単 �� １２，４００円

ワ イ ド �� １，９８０円 �� ８３０円 �� ２，６７０円

３ 連 複 ��� １６，５４０円 ３ 連 単 ��� １１０，０００円

票 数

単勝票数 計 ３８１１４２ 的中 � ３４２６２（６番人気）
複勝票数 計 ６６３４７７ 的中 � ６５８３６（５番人気）� ３０９３２（８番人気）� ６１５２２（６番人気）
枠連票数 計 ２５９４１９ 的中 （２－５） ５０３４（１６番人気）
馬連票数 計１０３２５１３ 的中 �� １１３５１（３０番人気）
馬単票数 計 ６０７３８０ 的中 �� ３６１５（５５番人気）
ワイド票数 計 ３９６８６４ 的中 �� ４８７１（２９番人気）�� １２２９３（１２番人気）�� ３５６７（３７番人気）
３連複票数 計１２６００１２ 的中 ��� ５６２５（６４番人気）
３連単票数 計２２４３１３６ 的中 ��� １５０５（４１４番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．５―１２．１―１２．２―１２．３―１２．１―１１．６―１１．２―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．３―３６．４―４８．６―１：００．９―１：１３．０―１：２４．６―１：３５．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショウナンカンムリ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１１．９．４ 新潟２着

２００９．４．１８生 牡３鹿 母 ナリタグレース 母母 ナリタレッドバード ８戦２勝 賞金 ２１，６３０，０００円
〔その他〕 アナスタシアブルー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 アナスタシアブルー号は，平成２４年５月１４日まで出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

０９０８２ ４月１４日 晴 稍重 （２４阪神２）第７日 第１０競走 ��
��１，４００�

ち ぐ さ が わ

千 種 川 特 別
発走１４時５０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 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００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

５１０ ラトルスネーク 牡４黒鹿５７ 福永 祐一吉田 和美氏 須貝 尚介 新ひだか タイヘイ牧場 ５１４＋２８１：２２．３ ３．８�

４８ アルマリンピア 牝４鹿 ５５ 佐藤 哲三飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 ４７４＋ ６ 〃 ハナ ９．７�
１２ ネオザウイナー 牡４青鹿５７ 浜中 俊小林 仁幸氏 小崎 憲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８２± ０１：２２．５１� ３．５�
２４ シゲルモトナリ 牡５黒鹿５７ 北村 友一森中 蕃氏 藤岡 範士 新冠 松本 信行 ５１４＋ ４１：２２．７１� ６．２�
６１２ フィールマイハート 牝５鹿 ５５ 藤岡 康太�日進牧場 矢野 英一 浦河 日進牧場 ４８６＋ ４１：２２．８� １８０．６�
７１３ パワフルキリシマ 牡４鹿 ５７ 川須 栄彦西村新一郎氏 湯窪 幸雄 新ひだか 城地 清満 ４４２－ ４１：２２．９クビ ２０．９�
３６ ツルマルワンピース 牝４鹿 ５５ 小牧 太鶴田 鈴子氏 橋口弘次郎 浦河 市川牧場 ４９０＋ ４１：２３．１１	 ２２．１	
２３ メイショウジェイ 牝７鹿 ５５ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 門別 浦新 徳司 ４６６＋ ２１：２３．４１� ６８．７

４７ フレイムヘイロー 牡４栗 ５７ 岩田 康誠�ターフ・スポート白井 寿昭 浦河 荻伏服部牧場 ４８０－ ６ 〃 クビ ６３．８�
７１４ メイショウゴモン 牡４鹿 ５７ 池添 謙一松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 三嶋牧場 ４９６＋ ２１：２３．５クビ １３８．２�
８１６ スズカイルマン 
５栗 ５７ 安藤 勝己永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 ４７４－１４１：２３．６	 ７．７
５９ クロワラモー 牝５黒鹿５５ 藤田 伸二�ターフ・スポート本田 優 新冠 村田牧場 B４６４＋ ６１：２３．７	 １４．１�
８１５ リアルハヤテ 牡７鹿 ５７ 吉田 稔伊藤 誠吉氏 大和田 成 静内 井高牧場 ４２４± ０ 〃 クビ ４７．５�

（大井）

３５ ブルーモーリシャス 牡６青鹿５７ 国分 優作 �社台レースホース橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４６２± ０１：２４．１２	 １１３．６�
６１１ ラディアーレ 牡４鹿 ５７ 和田 竜二吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム ４６６－ ４１：２４．２クビ １３．９�
１１ ショウナンカッサイ 牝６鹿 ５５ 幸 英明国本 哲秀氏 北出 成人 静内 静内フアーム ４５０＋ ６１：２４．４１� １０１．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３５，６６５，４００円 複勝： ５９，９３４，２００円 枠連： ２５，８５３，３００円

馬連： １１４，３３５，７００円 馬単： ６５，６６３，９００円 ワイド： ４２，７１２，６００円

３連複： １４３，８６３，３００円 ３連単： ２５３，４６５，５００円 計： ７４１，４９３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １９０円 � ２３０円 � １５０円 枠 連（４－５） １，２５０円

馬 連 �� ２，１２０円 馬 単 �� ３，１７０円

ワ イ ド �� ８８０円 �� ４７０円 �� ５９０円

３ 連 複 ��� ２，６２０円 ３ 連 単 ��� １２，０２０円

票 数

単勝票数 計 ３５６６５４ 的中 � ７４７８４（２番人気）
複勝票数 計 ５９９３４２ 的中 � ８２７１９（３番人気）� ５９１７６（４番人気）� １２４０８５（１番人気）
枠連票数 計 ２５８５３３ 的中 （４－５） １５３０８（５番人気）
馬連票数 計１１４３３５７ 的中 �� ３９９６１（９番人気）
馬単票数 計 ６５６６３９ 的中 �� １５２９４（１０番人気）
ワイド票数 計 ４２７１２６ 的中 �� １１５０４（８番人気）�� ２３７２７（２番人気）�� １８０９６（５番人気）
３連複票数 計１４３８６３３ 的中 ��� ４０６１５（４番人気）
３連単票数 計２５３４６５５ 的中 ��� １５５７４（１５番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．４―１１．２―１１．７―１１．９―１２．１―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２２．７―３３．９―４５．６―５７．５―１：０９．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラトルスネーク �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 Wagon Master デビュー ２０１０．１１．１３ 京都１着

２００８．３．１８生 牡４黒鹿 母 ワシントンシティ 母母 Tallahassee ９戦３勝 賞金 ４２，９１３，０００円
〔発走状況〕 ショウナンカッサイ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ショウナンカッサイ号は，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。



０９０８３ ４月１４日 晴 稍重 （２４阪神２）第７日 第１１競走 ��
��１，８００�第１７回アンタレスステークス（ＧⅢ）

発走１５時３０分 （ダート・右）
４歳以上；負担重量は，５６�，牝馬２�減，２３．４．１６以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除
く）１着馬３�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２�増，
牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�増，２３．４．１５以前の
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（ただし２歳時の成績を除く）

地方競馬全国協会理事長賞（１着）
賞 品

本 賞 ３５，０００，０００円 １４，０００，０００円 ８，８００，０００円 ５，３００，０００円 ３，５００，０００円
付 加 賞 ５８８，０００円 １６８，０００円 ８４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

６１１� ゴルトブリッツ 牡５栗 ５７ 川田 将雅 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ５１４－ ６１：４９．９ １．７�

６１２ アイファーソング 牡４青鹿５６ 川須 栄彦中島 稔氏 坪 憲章 新ひだか 静内山田牧場 ４８６＋ ６１：５０．２２ １２７．０�
４７ シルクシュナイダー 牡４黒鹿５６ 福永 祐一有限会社シルク須貝 尚介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０６± ０１：５０．３� ７．５�
２４ クリールパッション 牡７鹿 ５６ 津村 明秀横山 修二氏 相沢 郁 静内 千代田牧場 B４７８－ ２１：５０．５� １２９．０�
２３ ニホンピロアワーズ 牡５青鹿５８ 幸 英明小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 片岡牧場 ５２６＋ ２ 〃 ハナ ４．９�
８１５ グリッターウイング 牡５栗 ５６ 四位 洋文吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ５１８＋ ２ 〃 クビ １８．９�
５９ デスペラード 牡４鹿 ５６ 武 豊市川 義美氏 安達 昭夫 新ひだか 田中 裕之 ４９０＋ ６１：５０．６	 １６．８	
４８ 
 メダリアビート 牡６黒鹿５６ 藤田 伸二門野 重雄氏 岡田 稲男 米 Hobby Horse

Farm, Inc. ４６２－ ８１：５０．７クビ ８２．０

３５ ダイシンオレンジ 牡７鹿 ５６ M．デムーロ大八木信行氏 庄野 靖志 門別 戸川牧場 ４９６－ ５ 〃 ハナ ２４．６�

（伊）

５１０ ブ ル ロ ッ ク 牡５鹿 ５６ 佐藤 哲三小林 秀樹氏 田島 良保 新ひだか 有限会社 レキ
シントンファーム B４８４＋ ８１：５１．０１� １６５．４�

１２ トーセンアドミラル 牡５鹿 ５６ 高倉 稜島川 哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５０６± ０１：５１．５３ １９．５�
８１６ マイネルオベリスク 牡５鹿 ５６ 太宰 啓介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥平 雅士 新冠 赤石 久夫 ４８４± ０１：５１．６クビ １３７．６�
１１ エイシンダッシュ 牡６鹿 ５６ 池添 謙一平井 豊光氏 松永 昌博 静内 岡田牧場 ４８４－ ８１：５１．８１� ２７０．６�
７１４� シ ャ ア 牡６栗 ５６ 吉田 稔萩 英男氏 山藤 統宏 日高 中川 哲也 ４６８－１０１：５２．０１� １２８．１�

（大井） （大井）

７１３
 イ ン バ ル コ 牡６鹿 ５６ N．ピンナ 藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 Takeshi
Fujita ５２８＋ ２ 〃 クビ ２９．６�

（伊）

３６ 
 ライブコンサート ８黒鹿５６ 和田 竜二グリーンフィールズ� 白井 寿昭 愛 Mrs J.
Chandris ４７４± ０１：５３．０６ ５７．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ９７，４５０，１００円 複勝： １４６，２８６，６００円 枠連： ６２，６８４，８００円

馬連： ３４９，７８１，９００円 馬単： ２１５，５３２，８００円 ワイド： １２３，２９８，６００円

３連複： ４８１，４３５，８００円 ３連単： １，０１９，３５９，４００円 計： ２，４９５，８３０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １，６７０円 � ２００円 枠 連（６－６） ７，２１０円

馬 連 �� ９，２１０円 馬 単 �� １１，４９０円

ワ イ ド �� ３，３６０円 �� ３１０円 �� ７，９５０円

３ 連 複 ��� ２０，６４０円 ３ 連 単 ��� １０８，６５０円

票 数

単勝票数 計 ９７４５０１ 的中 � ４７７１７１（１番人気）
複勝票数 計１４６２８６６ 的中 � ５６９９２５（１番人気）� １２４６７（１４番人気）� １７０６６５（３番人気）
枠連票数 計 ６２６８４８ 的中 （６－６） ６４２１（２４番人気）
馬連票数 計３４９７８１９ 的中 �� ２８０４９（２３番人気）
馬単票数 計２１５５３２８ 的中 �� １３８５３（３３番人気）
ワイド票数 計１２３２９８６ 的中 �� ８３０１（３４番人気）�� １１５６６０（２番人気）�� ３４５４（５３番人気）
３連複票数 計４８１４３５８ 的中 ��� １７２１６（５２番人気）
３連単票数 計１０１９３５９４ 的中 ��� ６９２４（２５９番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．４―１２．４―１２．６―１２．６―１２．１―１２．２―１２．１―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２２．９―３５．３―４７．９―１：００．５―１：１２．６―１：２４．８―１：３６．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．４―３F３７．３
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

�ゴルトブリッツ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Seeking the Gold

２００７．４．１１生 牡５栗 母 レディブロンド 母母 Wind In Her Hair １４戦６勝 賞金 １４０，０４０，０００円
初出走 JRA ［他本会外：２戦１勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１５頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１５頭 アドマイヤスワット号・アンノルーチェ号・エーシンウェズン号・オースミイレブン号・ゴールデンチケット号・

スタッドジェルラン号・ソリタリーキング号・タマモクリエイト号・ナニハトモアレ号・バーディバーディ号・
ファリダット号・ベルシャザール号・メンデル号・モンテエン号・レジェトウショウ号

※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。

０９０８４ ４月１４日 晴 稍重 （２４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

１：２１．５
１：２１．５

不良

不良

１２ スマイルタイム 牡５黒鹿５７ 福永 祐一青山 洋一氏 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 ４９４＋ ４１：２３．８ ５．６�

８１５ エーシンポルックス 牡５芦 ５７ 岩田 康誠�栄進堂 西園 正都 浦河 栄進牧場 B５０６－ ２ 〃 クビ ３．０�
７１４ トイボックス 牡５黒鹿５７ 北村 友一名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 久井牧場 ４７０－ ２１：２４．３３ ２０．５�
５９ サーランスロット 牡４鹿 ５７ 藤田 伸二山本 英俊氏 松永 幹夫 日高 シンボリ牧場 ４７６± ０ 〃 クビ ８２．４�
１１ スガノメダリスト 牡６栗 ５７ 四位 洋文菅原 光博氏 粕谷 昌央 三石 田上 稔 ４８０± ０１：２４．４� ２１．２�
６１２ ステラリード 牝５栗 ５５ 川田 将雅広尾レース� 森 秀行 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム ４４０－１０１：２４．５� ９９．２�
８１６ バンドゥロンシャン 牡６栗 ５７ M．デムーロ 	社台レースホース角田 晃一 千歳 社台ファーム ４６０－ ６１：２４．６� １１．３


（伊）

２４ � ジャパンプライド 牡４鹿 ５７ 武 豊星野 壽市氏 手塚 貴久 新ひだか 桜井牧場 ４６０－１０１：２４．７	 ３．１�
４８ スイングエンジン 牡６栗 ５７

５４ ▲中井 裕二平井 裕氏 森 秀行 浦河 岡部牧場 ４６６＋２０ 〃 アタマ ３３．９�
３６ メイショウモネ 牡６芦 ５７ 古川 吉洋松本 好雄氏 武田 博 浦河 日の出牧場 ４６０－ ８１：２４．８� ７３．０
２３ シルクドミニオン 牡６栗 ５７ 浜中 俊有限会社シルク粕谷 昌央 新ひだか 千代田牧場 ４７６－１０１：２４．９クビ ９６．５�
７１３ マジックアロー 牡６鹿 ５７ 幸 英明	杵臼牧場 新川 恵 浦河 杵臼牧場 B４６４＋ ２ 〃 ハナ ２６．９�
６１１� サンライズサルーテ 牡４鹿 ５７

５４ ▲水口 優也松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 ４４２＋ ２ 〃 クビ １９３．０�
３５ フィールドドリーム 牡５栗 ５７ 和田 竜二吉田 照哉氏 石坂 正 千歳 社台ファーム ５１２－ ２１：２５．０クビ ４０．５�
５１０ メロウメロディ 牝４鹿 ５５ 池添 謙一吉田 和子氏 鈴木 孝志 日高 小西ファーム ４９２± ０１：２５．２１
 ４９．０�
４７ � ヒラボクソング 牡５芦 ５７ 藤岡 佑介�平田牧場 角居 勝彦 米 Dr. Masa-

take Iida ５２０± ０１：２６．３７ １４．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４４，７３０，５００円 複勝： ６８，４７３，６００円 枠連： ３９，７４１，３００円

馬連： １３６，４８３，５００円 馬単： ７８，１７９，７００円 ワイド： ５２，１５８，８００円

３連複： １７５，８８２，８００円 ３連単： ３２５，４７０，６００円 計： ９２１，１２０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５６０円 複 勝 � １９０円 � １５０円 � ３５０円 枠 連（１－８） ６１０円

馬 連 �� １，０９０円 馬 単 �� １，７６０円

ワ イ ド �� ３８０円 �� １，４３０円 �� ７９０円

３ 連 複 ��� ４，６７０円 ３ 連 単 ��� ２１，５４０円

票 数

単勝票数 計 ４４７３０５ 的中 � ６３５２７（３番人気）
複勝票数 計 ６８４７３６ 的中 � １００４１２（３番人気）� １５８３７６（１番人気）� ３８８０３（７番人気）
枠連票数 計 ３９７４１３ 的中 （１－８） ４８２２８（２番人気）
馬連票数 計１３６４８３５ 的中 �� ９２７８２（３番人気）
馬単票数 計 ７８１７９７ 的中 �� ３２９１５（４番人気）
ワイド票数 計 ５２１５８８ 的中 �� ３７３０６（２番人気）�� ８３７２（１６番人気）�� １５９５７（５番人気）
３連複票数 計１７５８８２８ 的中 ��� ２７８３６（１２番人気）
３連単票数 計３２５４７０６ 的中 ��� １１１５６（４３番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．６―１１．６―１２．０―１２．１―１２．０―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．０―３４．６―４６．６―５８．７―１：１０．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマイルタイム �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 ホワイトマズル デビュー ２０１０．１．３１ 京都２着

２００７．２．２２生 牡５黒鹿 母 スマイルトゥモロー 母母 コクトビューティー １０戦４勝 賞金 ４１，９９４，０００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 ゴーアップドラゴン号
（非抽選馬） ３頭 キングコーリンオー号・タイキルネサンス号・ノルマンディー号
※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。



（２４阪神２）第７日 ４月１４日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重
重後稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １８３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

２１４，１４０，０００円
７，３４０，０００円
１，７３０，０００円
１９，３４０，０００円
６２，９４６，５００円
５，０３０，０００円
１，７５６，８００円

勝馬投票券売得金
３６６，１８４，０００円
６３８，４９６，６００円
２６１，２７０，８００円
１，０４２，８１３，７００円
６８５，０７９，７００円
４２７，２８２，６００円
１，４１０，９３４，５００円
２，６９３，９９３，９００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 ７，５２６，０５５，８００円

総入場人員 １５，１３８名 （有料入場人員 １４，３４２名）


