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０９０８５ ４月１５日 晴 良 （２４阪神２）第８日 第１競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走９時５５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

５８ � 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± ０１：１３．６ １．３�

７１２ ヴァルナビット 牡３栗 ５６ 幸 英明田中 充氏 藤沢 則雄 新ひだか 伊藤 敏明 ４７２＋ ２ 〃 アタマ ８．１�
２３ アラタマユニバース 牡３青鹿５６ 太宰 啓介荒木 謙次氏 新川 恵 日高 槇本牧場 ４５０＋ ４１：１３．９１� ２５２．４�
６１０� シゲルパッション 牡３栗 ５６ 国分 恭介森中 蕃氏 藤岡 範士 米 Northwest

Farms LLC B４６２± ０１：１４．２２ ５４．３�
３５ ストームセンター 牡３栗 ５６ 小坂 忠士岡田 牧雄氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド ４５２± ０１：１４．３� １０３．９�
３４ シアワセノカネ 牡３栗 ５６ 丸野 勝虎キャピタルクラブ 田島 良保 浦河 カナイシスタッド ４８２－１２１：１４．５１� ７８．５�

（愛知）

４６ エリモガスト 牡３黒鹿５６ 浜中 俊山本 慎一氏 安達 昭夫 えりも エクセルマネジメント ４８４－１０１：１４．８１� １５．１�
７１３ リバーリンカーン 牝３栗 ５４

５１ ▲中井 裕二河越 武治氏 作田 誠二 浦河 日向牧場 ４０８＋２０ 〃 クビ １０８．３	
４７ オパールキッド 牡３栗 ５６

５３ ▲水口 優也森 保彦氏 清水 久詞 新ひだか 静内白井牧場 ４４４－ ４ 〃 ハナ ２１８．８

８１４ サカジロキクチャン 牝３鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜ロイヤルパーク 崎山 博樹 平取 赤石牧場 ４２８＋ ６１：１５．０１	 ４８．９�
８１５ メイショウイザヨイ 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 赤田牧場 ４７８± ０１：１５．１クビ ８．６�
１１ サ ラ ロ ー サ 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三ノースヒルズ 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４３８± ０１：１５．３１� ２６．９�
５９ トムエピソード 牡３黒鹿５６ 小林 徹弥半田 勉氏 西橋 豊治 日高 千葉飯田牧場 ５１２－ ６１：１５．４� １５２．８�
６１１ シゲルユスラウメ 牝３鹿 ５４

５１ ▲花田 大昂森中 蕃氏 飯田 明弘 新ひだか 山田牧場 ４８０－ ４１：１６．３５ １００．１�
２２ タカラファンタジー 牡３鹿 ５６

５３ ▲菱田 裕二村山 義男氏 北出 成人 浦河 富菜牧場 ４６６＋ ２１：１７．３６ １７８．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １６，４５８，３００円 複勝： ５８，２２３，９００円 枠連： １１，０６３，４００円

馬連： ３３，４９３，７００円 馬単： ３３，７７３，１００円 ワイド： １５，９２７，５００円

３連複： ６０，１７９，０００円 ３連単： １２０，６１５，９００円 計： ３４９，７３４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １３０円 複 勝 � １００円 � １４０円 � ３，０６０円 枠 連（５－７） ２５０円

馬 連 �� ２８０円 馬 単 �� ３７０円

ワ イ ド �� １７０円 �� ３，９６０円 �� ９，９００円

３ 連 複 ��� １３，２８０円 ３ 連 単 ��� ２９，１６０円

票 数

単勝票数 計 １６４５８３ 的中 � １０６６８８（１番人気）
複勝票数 計 ５８２２３９ 的中 � ４４５２０１（１番人気）� ５００１９（２番人気）� １０３５（１５番人気）
枠連票数 計 １１０６３４ 的中 （５－７） ３３２４５（１番人気）
馬連票数 計 ３３４９３７ 的中 �� ８９８１２（１番人気）
馬単票数 計 ３３７７３１ 的中 �� ６８６２７（１番人気）
ワイド票数 計 １５９２７５ 的中 �� ３３２４９（１番人気）�� ７９２（３３番人気）�� ３１３（５３番人気）
３連複票数 計 ６０１７９０ 的中 ��� ３３４６（３１番人気）
３連単票数 計１２０６１５９ 的中 ��� ３０５３（７２番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１１．６―１２．５―１２．６―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．４―３５．０―４７．５―１：００．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�タツショウワ �
�
父 Sharp Humor �

�
母父 Ballad Rock デビュー ２０１１．１１．５ 京都９着

２００９．４．２０生 牡３栗 母 Inaka 母母 Our Village ７戦１勝 賞金 １１，０００，０００円
※出走取消馬 ハードコンティ号（疾病〔右前挫跖〕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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 シゲルキンカン号・ステップワイズ号・ディアザイン号・デルマアメノウズメ号・ペプチドエメラルド号・

マーベラスルビー号
※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。

０９０８６ ４月１５日 晴 良 （２４阪神２）第８日 第２競走 ��１，８００�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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

５９ メイショウアサアケ 牡３黒鹿５６ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 新ひだか 三石川上牧場 B４７６± ０１：５３．５ １８．６�

３６ シュガーシャック 牡３栗 ５６ 幸 英明吉田 勝己氏 宮本 博 安平 ノーザンファーム ５１２± ０１：５３．７１� ３．７�
７１３ ミッキーエール 牡３栗 ５６ 池添 謙一野田みづき氏 清水 出美 新ひだか 千代田牧場 ４６４± ０ 〃 クビ １．７�
８１６ 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 ４９４－ ４１：５５．２９ １１．０�
７１４ ヒデノリード 牡３鹿 ５６ 高田 潤大石 秀夫氏 昆 貢 日高 合資会社カ

ネツ牧場 B５５２－ ４１：５５．５１� ７５．４�
６１１ タガノボックス �３鹿 ５６ 四位 洋文八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４７６－１０ 〃 ハナ ２９．１�
４７ クレバーペガサス 牡３鹿 ５６

５５ ☆高倉 稜田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム ４６８± ０１：５５．６� ２３５．６	

２３ ケビンバローズ �３鹿 ５６ 川島 信二猪熊 広次氏 中竹 和也 日高 天羽牧場 ４５２－ ６１：５６．０２� １５３．６

２４ ナリタウィッシュ 牡３栗 ５６

５３ ▲花田 大昂�オースミ 藤沢 則雄 浦河 江渡 繁治 ４４２± ０ 〃 クビ １３２．４�
３５ テイエムベンケイ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲中井 裕二竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 大柳ファーム ４９４＋ ４１：５６．６３� ３５．６
５１０ マルサンタイトル 牡３鹿 ５６ 国分 恭介松井三千年氏 目野 哲也 むかわ 桑原牧場 ４９４± ０１：５６．９１� １２１．５�
１２ フェールボー 牡３鹿 ５６

５３ ▲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 ４５８＋ ４１：５７．０クビ １６２．３�

４８ ビップパティエンス 牝３鹿 ５４ 野元 昭嘉鈴木 邦英氏 清水 久詞 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４６２－１２１：５７．３１� ３４０．９�

８１５ パープルダイガク 牡３鹿 ５６ 畑端 省吾中野 銀十氏 境 直行 浦河 一珍棒牧場 ４５４± ０１：５７．６１� ２２３．４�
１１ スナークデュラン 牡３栗 ５６ 秋山真一郎杉本 豊氏 野村 彰彦 浦河 昭和牧場 ４６０± ０１：５９．７大差 ６０．６�
６１２ シゲルキョホウ 牡３鹿 ５６ 川須 栄彦森中 蕃氏 坂口 正則 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 B４８０± ０１：５９．８クビ ８．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，２２９，４００円 複勝： ３６，６４５，８００円 枠連： １０，９４２，９００円

馬連： ３４，８９８，３００円 馬単： ２８，８７９，７００円 ワイド： １５，８１０，４００円

３連複： ５５，５７１，５００円 ３連単： ９５，５４０，２００円 計： ２９２，５１８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，８６０円 複 勝 � ３３０円 � １３０円 � １１０円 枠 連（３－５） ２，８３０円

馬 連 �� ３，３３０円 馬 単 �� ９，５３０円

ワ イ ド �� ８００円 �� ５１０円 �� １７０円

３ 連 複 ��� １，９９０円 ３ 連 単 ��� ２２，８１０円

票 数

単勝票数 計 １４２２９４ 的中 � ６０３７（５番人気）
複勝票数 計 ３６６４５８ 的中 � １０２６２（５番人気）� ４７８８３（２番人気）� ２２８５０３（１番人気）
枠連票数 計 １０９４２９ 的中 （３－５） ２８６０（７番人気）
馬連票数 計 ３４８９８３ 的中 �� ７７５７（１０番人気）
馬単票数 計 ２８８７９７ 的中 �� ２２３７（２４番人気）
ワイド票数 計 １５８１０４ 的中 �� ４０１２（１０番人気）�� ６６３３（５番人気）�� ３００５３（１番人気）
３連複票数 計 ５５５７１５ 的中 ��� ２０６２９（６番人気）
３連単票数 計 ９５５４０２ 的中 ��� ３０９２（５９番人気）

ハロンタイム １２．９―１０．７―１２．５―１２．４―１２．９―１３．５―１３．５―１２．３―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２３．６―３６．１―４８．５―１：０１．４―１：１４．９―１：２８．４―１：４０．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．１―３F３８．６
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウアサアケ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１１．８．１４ 新潟１０着

２００９．３．２７生 牡３黒鹿 母 カワカミパウダー 母母 パウダースノー ７戦１勝 賞金 ５，７５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スナークデュラン号・シゲルキョホウ号は，平成２４年５月１５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） ４頭 ブラッドサクセサー号・マイネルボンド号・ユウキタカラオー号・リーノレオン号

第２回 阪神競馬 第８日



０９０８７ ４月１５日 晴 良 （２４阪神２）第８日 第３競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１０時５０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

１：２１．５
１：２１．５

不良

不良

１１ ジャスティシア 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎�ターフ・スポート平田 修 日高 ナカノファーム ４２８－ ６１：２５．９ ２．７�

８１５ パールブロッサム 牝３鹿 ５４ 川須 栄彦中野芳太郎氏 中尾 秀正 日高 福満牧場 ４１２－１４１：２６．１１� １２．５�
６１１ プ レ リ ア ル 牝３鹿 ５４ 和田 竜二 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４３４＋ ４１：２６．６３ ３．３�
４８ ワキノネクサス 牝３鹿 ５４ 小牧 太脇山 良之氏 村山 明 新ひだか 広田牧場 ４３２± ０１：２６．８１� ８．４�
８１６ ファーマプリンセス 牝３黒鹿５４ 丸野 勝虎中西 功氏 柴田 光陽 浦河 オンワード牧場 ４３０ ―１：２７．２２� １２６．９�

（ミューオンワード） （愛知）

６１２ ローザロッチェ 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介�川美枝子氏 宮 徹 浦河 市川フアーム ５００＋ ６１：２７．８３� １１．８�
２３ メイショウアレーナ 牝３栗 ５４ 鮫島 良太松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 ４１２－ ４１：２７．９� ４２．６	
７１４ ゴールデンドロップ 牝３鹿 ５４

５１ ▲中井 裕二�大北牧場 高野 友和 浦河 大北牧場 ３９０－１０１：２８．１１� ２２８．４

５１０ シゲルマスカット 牝３鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜森中 蕃氏 加藤 敬二 浦河 中村 雅明 ４６２± ０１：２８．２� ２１．２�
２４ シゲルマンゴスチン 牝３鹿 ５４ 長谷川浩大森中 蕃氏 松永 昌博 新冠 川島牧場 ４７２＋２４１：２８．８３� １３９．５�
１２ タカノベンチャー 牝３栃栗 ５４

５１ ▲菱田 裕二山口多賀司氏 昆 貢 新ひだか 上村 清志 ４７６＋２０１：２９．２２� １７．９
５９ プラチナエンジェル 牝３鹿 ５４ 幸 英明西浦 和男氏 音無 秀孝 新冠 隆栄牧場 ４３２ ―１：２９．７３ ３２．５�
３５ マサノジョバンナ 牝３青鹿５４ 佐藤 哲三中村 時子氏 高野 友和 新ひだか 中田 英樹 ４９０ ―１：２９．９１� ４２．７�
３６ マラカイトグリーン 牝３黒鹿５４ 国分 恭介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 章博 新ひだか 静内白井牧場 ４４２－１４ 〃 クビ ２９５．８�
７１３ メイショウカワカゼ 牝３栗 ５４ 小坂 忠士松本 好雄氏 佐山 優 浦河 磯野牧場 ４３０＋ ４１：３０．６４ １８４．５�
４７ エイティディオネ 牝３黒鹿５４ 浜中 俊前田 篤久氏 武 宏平 新冠 高瀬牧場 ４８０－１６１：４１．４大差 １０．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，０４１，７００円 複勝： ２４，３０５，０００円 枠連： １６，４２５，９００円

馬連： ４６，３３９，７００円 馬単： ３０，４４３，５００円 ワイド： １９，３４２，４００円

３連複： ５８，０５９，１００円 ３連単： ９１，３６０，２００円 計： ３０３，３１７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １３０円 � ３００円 � １５０円 枠 連（１－８） １，２８０円

馬 連 �� １，７６０円 馬 単 �� ２，２００円

ワ イ ド �� ５９０円 �� ２４０円 �� ６９０円

３ 連 複 ��� １，９１０円 ３ 連 単 ��� ９，４４０円

票 数

単勝票数 計 １７０４１７ 的中 � ５０２１６（１番人気）
複勝票数 計 ２４３０５０ 的中 � ６４９２６（１番人気）� １５１９３（５番人気）� ４４４８０（２番人気）
枠連票数 計 １６４２５９ 的中 （１－８） ９５２６（５番人気）
馬連票数 計 ４６３３９７ 的中 �� １９４５３（４番人気）
馬単票数 計 ３０４４３５ 的中 �� １０２４７（５番人気）
ワイド票数 計 １９３４２４ 的中 �� ７４２２（５番人気）�� ２４１３７（１番人気）�� ６２６０（８番人気）
３連複票数 計 ５８０５９１ 的中 ��� ２２５３０（３番人気）
３連単票数 計 ９１３６０２ 的中 ��� ７１４６（１５番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１１．９―１２．５―１２．７―１２．１―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．３―３５．２―４７．７―１：００．４―１：１２．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジャスティシア �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２０１２．１．１４ 京都２着

２００９．２．２７生 牝３鹿 母 クロッサンドラ 母母 シクレノンビオス ４戦１勝 賞金 ８，１５０，０００円
〔調教再審査〕 エイティディオネ号は，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。
〔その他〕 エイティディオネ号は，競走中に異常歩様となったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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 クイーンダンス号
※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。

０９０８８ ４月１５日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２４阪神２）第８日 第４競走 ��２，９７０�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時２０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

３４ � トウショウデザイア 牡６鹿 ６０ 白浜 雄造トウショウ産業� 今野 貞一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４６０－１２３：２２．３ ６．１�

８１３ スーサンストリーム 牡５芦 ６０ 横山 義行林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４５６－１４３：２２．６１� ７．５�
７１２ ノボリデューク 牡７青 ６０

５７ ▲森 一馬原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 ４９２± ０３：２２．７� ２９．９�
７１１� ニホンピロキリバス �７栃栗６０ 田村 太雅小林百太郎氏 作田 誠二 浦河 杵臼牧場 ４５６－ ２３：２２．８� １．８�
４５ タイキデイブレイク �５鹿 ６０ 江田 勇亮�大樹ファーム 高橋 文雅 新冠 パカパカ

ファーム ４６８－ ２３：２３．８６ １３．５�
２２ オープンセサミ 牡９鹿 ６０ 今村 康成松岡 隆雄氏 崎山 博樹 早来 ノーザンファーム ４７８± ０３：２４．４３� ７．８	
６１０ ノーブルエース 牝５鹿 ５８

５７ ▲高嶋 活士
原 秀雄氏 菅原 泰夫 日高 合資会社カ
ネツ牧場 ４２０－ ４３：２５．８９ １４６．６�

１１ � セフティファンキー 牡６栗 ６０ 林 満明池田 實氏 服部 利之 浦河 梅田牧場 ４７０－ ４３：２６．７５ １１７．１�
３３ メトロシュタイン 牡８青鹿６０ 中村 将之太田 廣子氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ５２６＋２２３：２７．７６ １９．１
４６ ヒカリゴールド 牡４黒鹿５９ 北沢 伸也�ヒカリクラブ 西浦 勝一 日高 中川牧場 ４６４－ ２３：２９．０８ ２７．９�
８１４� メイショウダイクン 牡６鹿 ６０ 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 ５００－１４３：２９．２１ ８１．７�
５８ ムライチンタ 牝４栗 ５７ 大江原 圭坂田 行夫氏 土田 稔 日高 有限会社

ケイズ ４６０－２０３：３１．３大差 １５３．５�
６９ ロンズデーライト 牡４鹿 ５９ 穂苅 寿彦青山 洋一氏 小笠 倫弘 新冠 パカパカ

ファーム ４８２＋ ２ （競走中止） ６８．２�
５７ ホクトスワン 牝６黒鹿５８ 草野 太郎布施 光章氏 田中 剛 新冠 ビッグレッドファーム ４５８－１２ （競走中止） ６８．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １２，４２０，９００円 複勝： ２３，３７９，４００円 枠連： １１，０３１，５００円

馬連： ２９，７９９，６００円 馬単： ２６，９０１，０００円 ワイド： １３，６６７，２００円

３連複： ４７，６５６，３００円 ３連単： ８５，２８６，３００円 計： ２５０，１４２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６１０円 複 勝 � ３８０円 � ３８０円 � １，１７０円 枠 連（３－８） １，９８０円

馬 連 �� ３，２７０円 馬 単 �� ６，４１０円

ワ イ ド �� １，２３０円 �� ２，４５０円 �� ２，５８０円

３ 連 複 ��� ２４，２１０円 ３ 連 単 ��� １０７，４１０円

票 数

単勝票数 計 １２４２０９ 的中 � １６２２０（２番人気）
複勝票数 計 ２３３７９４ 的中 � １７４５０（３番人気）� １７２３２（４番人気）� ４７２８（７番人気）
枠連票数 計 １１０３１５ 的中 （３－８） ４１１４（８番人気）
馬連票数 計 ２９７９９６ 的中 �� ６７２７（１１番人気）
馬単票数 計 ２６９０１０ 的中 �� ３０９９（２０番人気）
ワイド票数 計 １３６６７２ 的中 �� ２８０７（１３番人気）�� １３６４（２１番人気）�� １２９０（２４番人気）
３連複票数 計 ４７６５６３ 的中 ��� １４５３（５７番人気）
３連単票数 計 ８５２８６３ 的中 ��� ５８６（２４０番人気）

上り １マイル １：４６．８ ４F ５１．０－３F ３８．６
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→	」
�
�
１２－４（２，５）（１１，１３）（３，１）＝（８，１０）＝（６，１４）－９
４（１２，１３）（２，１１，５）＝３，１＝１０＝（８，６，１４）

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

勝馬の
紹 介

�トウショウデザイア �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ダンシングブレーヴ

２００６．４．２９生 牡６鹿 母 タバサトウショウ 母母 サマンサトウショウ 障害：１戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
初出走 JRA

〔競走中止〕 ホクトスワン号は，１周目７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。
ロンズデーライト号は，２周目７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。

※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。
（非抽選馬） ５頭 シャコームサシ号・タビニデヨウ号・ティーケイラビット号・ユキオー号・ワンダーキング号



０９０８９ ４月１５日 晴 良 （２４阪神２）第８日 第５競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１２時１０分 （芝・右・外）

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

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

４７ ヴァンセンヌ 牡３鹿 ５６
５５ ☆高倉 稜 �社台レースホース松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８８ ―１：４９．１ ３．１�

３６ マ ル ケ サ ス 牡３青鹿５６ 幸 英明 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４６０－ ６１：４９．３１� ５．１�
２３ マウンツエンジェル 牝３栗 ５４ 川須 栄彦白井 岳氏 笹田 和秀 日高 山際 辰夫 ４９４± ０１：４９．４� １３．６�
６１１ バーニングジール 牡３黒鹿５６ 和田 竜二 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム ４４４± ０１：４９．７２ １０．９�
６１２ マイネルクルタナ 牡３鹿 ５６ 小牧 太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新ひだか 高橋 修 ４６０－ ８１：４９．８� １１．５�
７１３ スマートラファエル 牡３黒鹿５６ 浜中 俊大川 徹氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４５４－ ４１：４９．９� ７．８	
７１４ リュウシンアクシス 牡３栗 ５６ 四位 洋文桑畑 
信氏 橋口弘次郎 浦河 ダイヤモンドファーム ４８２＋ ２ 〃 クビ ５．８�
８１６ ラムドレーヌ 牝３鹿 ５４ 鮫島 良太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 新川 恵 浦河 辻 牧場 ４２０± ０ 〃 アタマ ２０．７�
１１ キョウワエレガント 牡３鹿 ５６ 田中 健�協和牧場 木原 一良 新冠 協和牧場 ４４２－１２１：５０．１１� ７０．９
３５ ドーントレス 牡３黒鹿５６ 大下 智岩� 僖澄氏 野村 彰彦 日高 千葉飯田牧場 ４４４－ ６１：５０．２クビ ４８．４�
８１７ アプフェルヴァイン 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三下河辺隆行氏 村山 明 日高 下河辺牧場 ４１２－ ４１：５０．５１� ２９．３�
７１５	 アートオブキング 牡３栗 ５６ 丸野 勝虎岡田 隆寛氏 佐藤 正雄 米 Okada Farm ４４８－ ６１：５０．６� ２９．８�

（愛知）

２４ リバーマンサーナ 牝３栗 ５４
５１ ▲森 一馬河越 武治氏 作田 誠二 青森 諏訪牧場 ４１４－ ４１：５０．７クビ ２６４．７�

１２ スズカブルーリボン 牝３鹿 ５４
５１ ▲中井 裕二永井 啓弍氏 大橋 勇樹 平取 稲原牧場 ４５８－ ８１：５０．９１� ２４８．１�

８１８ ラブリーリタ 牝３鹿 ５４ 野元 昭嘉薪浦 亨氏 小原伊佐美 浦河 昭和牧場 ４５８＋ ４１：５１．７５ ６７．７�
５１０ ナムラビクター 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介奈村 信重氏 野村 彰彦 日高 いとう牧場 ４９８ ―１：５１．８� ２１１．４�
４８ シーノヴァリス 牡３鹿 ５６ 川島 信二藤田 宗平氏 梅内 忍 日高 日西牧場 ４５６－１２ 〃 ハナ ２８４．３�
５９ アグネスフレキソ 牡３鹿 ５６

５３ ▲水口 優也渡辺 孝男氏 河内 洋 新冠 高瀬牧場 ４７８ ―１：５８．５大差 １０３．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １７，５６６，９００円 複勝： ２８，３９９，９００円 枠連： １９，５３９，１００円

馬連： ４６，６８２，１００円 馬単： ３０，７７２，０００円 ワイド： ２３，６１７，２００円

３連複： ６８，３８９，８００円 ３連単： ９８，１３６，５００円 計： ３３３，１０３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １６０円 � １７０円 � ３２０円 枠 連（３－４） ７２０円

馬 連 �� ９７０円 馬 単 �� １，４９０円

ワ イ ド �� ３９０円 �� １，０４０円 �� １，０００円

３ 連 複 ��� ３，４３０円 ３ 連 単 ��� １２，９５０円

票 数

単勝票数 計 １７５６６９ 的中 � ４４９９１（１番人気）
複勝票数 計 ２８３９９９ 的中 � ５４４１５（１番人気）� ４７３７０（２番人気）� １８３２８（６番人気）
枠連票数 計 １９５３９１ 的中 （３－４） ２０１５７（３番人気）
馬連票数 計 ４６６８２１ 的中 �� ３５５２５（１番人気）
馬単票数 計 ３０７７２０ 的中 �� １５２６５（１番人気）
ワイド票数 計 ２３６１７２ 的中 �� １６５６６（１番人気）�� ５３４５（１３番人気）�� ５６０２（１０番人気）
３連複票数 計 ６８３８９８ 的中 ��� １４７４８（５番人気）
３連単票数 計 ９８１３６５ 的中 ��� ５５９５（１２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．６―３６．９―４９．０―１：０１．３―１：１３．４―１：２５．１―１：３６．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴァンセンヌ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ニホンピロウイナー 初出走

２００９．４．１１生 牡３鹿 母 フラワーパーク 母母 ノーザンフラワー １戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アグネスフレキソ号は，平成２４年５月１５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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 コールミーシュガー号・シゲルハッサク号・ダノンルーチェ号・マヤノポルカ号・メイショウタービン号
（非抽選馬） １頭 ナムラマリー号
※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。

０９０９０ ４月１５日 晴 良 （２４阪神２）第８日 第６競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１２時４０分 （芝・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

１：１９．９
１：１９．０

良

良

８１８ ゴールデンムーン 牝３栗 ５４ 池添 謙一�G１レーシング 須貝 尚介 厚真 大川牧場 ４５０± ０１：２３．１ ５．３�

４７ シ ェ ル ビ ー 牡３栗 ５６ 浜中 俊杉岡 時治氏 笹田 和秀 平取 二風谷ファーム ４８８± ０ 〃 アタマ ３．７�
７１４ マイネボヌール 牝３青鹿５４ 太宰 啓介 �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 ４４６＋ ８ 〃 クビ ４．３�
５９ ピサノベッテル 牝３黒鹿５４ 四位 洋文市川 義美氏 安達 昭夫 新ひだか フジワラフアーム ４３２± ０１：２３．２クビ ２０．０�
８１７ ジークジオン 牡３栗 ５６ 川須 栄彦幅田 昌伸氏 加用 正 新ひだか 猪野毛牧場 ４７４－ ４１：２３．３� ５８．３�
１２ タツストロング 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三鈴木 昭作氏 鮫島 一歩 日高 坂戸 節子 ４８２± ０１：２３．４� ８．６�
４８ ニシノカチヅクシ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲中井 裕二西山 茂行氏 田所 秀孝 新冠 川上牧場 ４７２± ０１：２３．５クビ １５６．６	
５１０ テ ム ジ ン 牡３鹿 ５６

５５ ☆高倉 稜熊谷 貴之氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム ４６６－ ４１：２３．７１� ５．７

６１２ カシノエルフ 牡３栗 ５６

５３ ▲水口 優也柏木 務氏 日吉 正和 鹿児島 柏木 務 ４６２± ０ 〃 ハナ ９７．９�
３５ シゲルドリアン 牡３鹿 ５６ 国分 恭介森中 蕃氏 藤岡 範士 日高 中前牧場 ４５４＋ ２１：２４．０２ １８２．３�
１１ ボストンサクラ 牝３黒鹿５４ 和田 竜二ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４４２－ ４ 〃 アタマ １１．１
２３ 	 パトロネージュ 牡３栗 ５６ 幸 英明前田 幸治氏 角田 晃一 米 Siena

Farms LLC B５１４－ ６１：２４．１クビ ３４．８�
３６ コ ー ダ リ ー 牡３黒鹿５６ 小牧 太�ノースヒルズ 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４０－ ２１：２４．３１ ２３．３�
２４ コウユーサムライ 牡３栗 ５６ 鮫島 良太加治屋康雄氏 森 秀行 宮崎 戸田 ゆり子 ４７２± ０１：２４．４� １６３．１�
７１３ カシノラピス 牝３栗 ５４ 野元 昭嘉柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 ４２０± ０１：２４．８２� ３３６．１�
８１６ アブシンベル 牝３鹿 ５４ 川島 信二山田 貞蔵氏 山内 研二 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４１２＋ ４１：２４．９� １４１．０�
６１１
 シゲルクルミ 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎森中 蕃氏 加藤 敬二 浦河 三枝牧場 ４６６＋ ２１：２５．１１� ２３４．６�
７１５� イツデモイツマデモ 牝３栗 ５４ 丸野 勝虎�ホースケア 坂口 義幸 新冠 坂元 芳春 ４０６－ ５１：２５．４２ ３５２．６�

（愛知） （愛知）

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２０，９８２，８００円 複勝： ３６，３０２，４００円 枠連： １７，３４３，７００円

馬連： ５６，３３６，６００円 馬単： ３３，６８８，０００円 ワイド： ２４，５４４，４００円

３連複： ７５，５５０，０００円 ３連単： １１３，５２２，０００円 計： ３７８，２６９，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � １７０円 � １５０円 � １５０円 枠 連（４－８） ９７０円

馬 連 �� １，０００円 馬 単 �� ２，１４０円

ワ イ ド �� ３９０円 �� ３８０円 �� ３８０円

３ 連 複 ��� １，３５０円 ３ 連 単 ��� ８，３４０円

票 数

単勝票数 計 ２０９８２８ 的中 � ３１７９１（３番人気）
複勝票数 計 ３６３０２４ 的中 � ５３９１７（３番人気）� ７１０００（１番人気）� ６６６７９（２番人気）
枠連票数 計 １７３４３７ 的中 （４－８） １３３１５（４番人気）
馬連票数 計 ５６３３６６ 的中 �� ４１７７４（３番人気）
馬単票数 計 ３３６８８０ 的中 �� １１６７０（６番人気）
ワイド票数 計 ２４５４４４ 的中 �� １５５２９（３番人気）�� １６２７７（２番人気）�� １６３２５（１番人気）
３連複票数 計 ７５５５００ 的中 ��� ４１５８１（１番人気）
３連単票数 計１１３５２２０ 的中 ��� １００４７（６番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１１．６―１２．２―１１．８―１１．８―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．３―３４．９―４７．１―５８．９―１：１０．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．２―３F３６．０
３ ３，８（１，９）（７，１３）（６，１４，１８，１７）（２，１０，１２）（４，５）－１５－１１－１６ ４ ・（３，８，１，９）（６，７，１４，１３）（１０，１８，１７）２（５，１２）４＝１５－１１，１６

勝馬の
紹 介

ゴールデンムーン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 ア サ テ ィ ス デビュー ２０１１．８．１３ 小倉１着

２００９．３．３０生 牝３栗 母 トップサンキスト 母母 サンキストイエロー ８戦２勝 賞金 ２５，５６６，０００円
※カシノエルフ号は，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。



０９０９１ ４月１５日 晴 良 （２４阪神２）第８日 第７競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時１０分 （ダート・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，５５�
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

７１０� ラヴフェアリー 牝４鹿 ５５
５２ ▲水口 優也村上 稔氏 小原伊佐美 新ひだか 岡田牧場 ４４４＋ ２１：５３．４ １１．１�

１１ シーズガレット 牝４栗 ５５ 国分 恭介橋場 勇二氏 宮 徹 浦河 市川フアーム ４５２＋ ６ 〃 クビ ２．７�
６７ ワンダースキー 牝５栗 ５５ 和田 竜二山本 信行氏 吉村 圭司 新ひだか 米田牧場 ４７８－１８１：５４．２５ ２１．１�
７９ フィルハーマジック 牝４鹿 ５５ 浜中 俊�下河辺牧場 野中 賢二 日高 下河辺牧場 ４５６＋ ４１：５４．５１� ３．２�
８１１� タガノシンシア 牝５黒鹿５５ 太宰 啓介八木 良司氏 本田 優 浦河 大北牧場 ４４６－ ４ 〃 ハナ ４．９�
２２ シゲルセキニンシャ 牝４青鹿 ５５

５４ ☆高倉 稜森中 蕃氏 目野 哲也 新冠 中央牧場 ４６８－ ２１：５４．９２� ５０．６�
６８ ネオザスティング 牝４栗 ５５ 秋山真一郎小林 仁幸氏 平田 修 千歳 社台ファーム ４４０－ ４１：５５．５３� ２４．４	
５６ メイショウコブシ 牝５鹿 ５５

５２ ▲中井 裕二松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 ４９０± ０１：５５．９２� ３９．２

８１２� エーシンサンファン 牝４黒鹿５５ 川須 栄彦�栄進堂 高野 友和 浦河 山田 昇史 ４５４＋ ８１：５６．０クビ １５．９�
３３ ツインテール 牝４栗 ５５ 四位 洋文山本 英俊氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４４８－ ６ 〃 クビ ２０．５
５５ � エーシンミモザ 牝４鹿 ５５ 幸 英明平井 淑郎氏 北出 成人 浦河 栄進牧場 ４４８－２２１：５６．２１� ６０．３�
４４ � エンジェルパレード 牝４鹿 ５５

５２ ▲花田 大昂 �ワイ・アール・シー 西橋 豊治 新ひだか 三石橋本牧場 ４５０ １：５７．５８ １０６．１�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １６，９３２，６００円 複勝： ２５，６７５，５００円 枠連： １５，２２８，９００円

馬連： ４６，９７８，０００円 馬単： ３５，２０５，８００円 ワイド： １９，５０５，９００円

３連複： ６３，２１６，１００円 ３連単： １２２，６４９，６００円 計： ３４５，３９２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１１０円 複 勝 � ２８０円 � １４０円 � ６００円 枠 連（１－７） ３００円

馬 連 �� １，２６０円 馬 単 �� ３，６８０円

ワ イ ド �� ４９０円 �� ４，３１０円 �� １，０５０円

３ 連 複 ��� ８，２７０円 ３ 連 単 ��� ６４，３４０円

票 数

単勝票数 計 １６９３２６ 的中 � １２０４１（４番人気）
複勝票数 計 ２５６７５５ 的中 � ２１６４９（４番人気）� ７０４１１（１番人気）� ８１８２（８番人気）
枠連票数 計 １５２２８９ 的中 （１－７） ３８０８７（１番人気）
馬連票数 計 ４６９７８０ 的中 �� ２７７１６（４番人気）
馬単票数 計 ３５２０５８ 的中 �� ７０６４（１１番人気）
ワイド票数 計 １９５０５９ 的中 �� １０７８６（４番人気）�� １０３８（３８番人気）�� ４５２５（１３番人気）
３連複票数 計 ６３２１６１ 的中 ��� ５６４７（２６番人気）
３連単票数 計１２２６４９６ 的中 ��� １４０７（１７１番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．３―１３．１―１２．７―１２．６―１２．６―１２．７―１２．１―１３．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．９―３７．０―４９．７―１：０２．３―１：１４．９―１：２７．６―１：３９．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．１―３F３８．５
１
３
７（８，１１）－（２，６）（４，９）１２（３，１０）５，１
７（８，１１）６（２，９）－（１２，１０）（４，３）１，５

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

勝馬の
紹 介

�ラヴフェアリー �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 ラ ム タ ラ

２００８．５．６生 牝４鹿 母 サンエムラヴ 母母 サンエムエンプレス ８戦１勝 賞金 ７，８７０，０００円
初出走 JRA ［他本会外：１戦０勝］

０９０９２ ４月１５日 晴 良 （２４阪神２）第８日 第８競走 ��
��１，６００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時４０分 （芝・右・外）

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

１：３２．０
１：３１．４

良

良

８１３ カレンデイムーン 牡４栗 ５７ 池添 謙一鈴木 隆司氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム ４７４＋ ８１：３５．３ １２．０�

７１０ リバーハイランド 牡５鹿 ５７ 秋山真一郎山上 和良氏 野村 彰彦 日高 藤本ファーム ４８４＋ ４ 〃 クビ ３．７�
８１２� タマモマーブル �４栗 ５７

５４ ▲水口 優也タマモ� 小原伊佐美 新ひだか 前田牧場 ４７２± ０１：３５．５１	 ８．０�
２２ インプレッシヴデイ 牡５芦 ５７ 国分 恭介藤田 在子氏 坂口 正則 新冠 村上 雅規 ５１６－ ２１：３５．７１
 ５．０�
３３ � エリモロワイヤル 牡４黒鹿５７ 佐藤 哲三山本 慎一氏 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント ４８２－ ４１：３５．８クビ ２１．３�
５６ プリティアクィーン 牝４鹿 ５５ 川須 栄彦�アカデミー 西園 正都 新冠 清水 克則 ４６６＋２６１：３６．２２	 ９．８�
５７ アドマイヤエレノア 牝４鹿 ５５ 小牧 太近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４２６－ ４ 〃 クビ １１．１	
７１１ マヤノクレド 牡４鹿 ５７ 丸野 勝虎田所 英子氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 ４８２± ０ 〃 ハナ ７０．５


（愛知）

４５ マイネアロマ 牝５黒鹿５５ 太宰 啓介 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム ４７２± ０１：３６．５１� ２２．０�

４４ ジャポニズム �５鹿 ５７ 和田 竜二 �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 ４６４± ０ 〃 ハナ ３３．１

６９ � キングロンピーター 牡４黒鹿 ５７
５４ ▲花田 大昂小林 久義氏 高橋 義忠 日高 下河辺牧場 ４３０＋ ２１：３７．８８ ３０８．４�

６８ タングルジャングル 牡４鹿 ５７ 浜中 俊金子真人ホール
ディングス� 吉田 直弘 日高 日高大洋牧場 ４５８＋ ６１：３９．２９ ４．２�

１１ アグネスグローリー 牡４栗 ５７ 川島 信二渡辺 孝男氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム B４９２＋ ６１：３９．５１� １５１．３�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２１，１６９，６００円 複勝： ３６，９４４，３００円 枠連： １７，４６６，０００円

馬連： ５９，２８３，３００円 馬単： ３７，０３１，０００円 ワイド： ２４，８５４，３００円

３連複： ７７，５９４，８００円 ３連単： １２９，１８４，２００円 計： ４０３，５２７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２００円 複 勝 � ３５０円 � １６０円 � ２６０円 枠 連（７－８） ７４０円

馬 連 �� １，９５０円 馬 単 �� ４，８４０円

ワ イ ド �� ７３０円 �� １，４６０円 �� ５８０円

３ 連 複 ��� ５，１６０円 ３ 連 単 ��� ３５，７１０円

票 数

単勝票数 計 ２１１６９６ 的中 � １３９２０（７番人気）
複勝票数 計 ３６９４４３ 的中 � ２２７８６（７番人気）� ８１９９５（１番人気）� ３５４８３（５番人気）
枠連票数 計 １７４６６０ 的中 （７－８） １７４９５（３番人気）
馬連票数 計 ５９２８３３ 的中 �� ２２４６０（７番人気）
馬単票数 計 ３７０３１０ 的中 �� ５６５６（２０番人気）
ワイド票数 計 ２４８５４３ 的中 �� ８５５３（６番人気）�� ４０１６（２０番人気）�� １１１４５（４番人気）
３連複票数 計 ７７５９４８ 的中 ��� １１１１７（１８番人気）
３連単票数 計１２９１８４２ 的中 ��� ２６７０（１２０番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．３―１０．９―１１．２―１１．８―１２．４―１２．３―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２４．１―３５．０―４６．２―５８．０―１：１０．４―１：２２．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カレンデイムーン �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 Grindstone デビュー ２０１０．８．８ 小倉５着

２００８．２．２０生 牡４栗 母 チャールストンハーバー 母母 Penny’s Valentine １６戦２勝 賞金 １９，００６，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アグネスグローリー号は，平成２４年５月１５日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０９０９３ ４月１５日 晴 良 （２４阪神２）第８日 第９競走 ��
��１，８００�

ほ う ら い き ょ う

� � 峡 特 別
発走１４時１５分 （芝・右・外）
４歳以上，１，０００万円以下，２３．４．１６以降２４．４．８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 ３４３，０００円 ９８，０００円 ４９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

５９ リトルダーリン 牝４黒鹿５３ 四位 洋文金子真人ホール
ディングス� 角居 勝彦 えりも エクセルマネジメント ４１６＋ ２１：４８．２ ７．６�

８１４ マ イ ネ マ オ 牝４鹿 ５３ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮本 博 新冠 須崎牧場 ４９８－ ２ 〃 クビ ３．９�

５８ ダブルイーグル 牡４鹿 ５４ 秋山真一郎田邉 康子氏 大橋 勇樹 むかわ フラット牧場 ４６８－ ４１：４８．３クビ １４．５�
１１ トウシンイーグル 牡４鹿 ５６ 佐藤 哲三�サトー 山内 研二 えりも エクセルマネジメント ４６６－ ２ 〃 ハナ ５．５�
７１２ イ デ ア 牡４鹿 ５４ 太宰 啓介畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 ４８６－ ６１：４８．４� ２９．５�
６１０ マコトサンパギータ 牝４栗 ５２ 池添 謙一眞壁 宏寧氏 松田 国英 浦河 大成牧場 ４６０＋ ２１：４８．５� ３．６�
７１３ シングンレジェンド 牡６鹿 ５５ 高倉 稜伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 ４６４－ ４１：４８．６クビ ４１．８	
３４ アドマイヤテンバ 牝５芦 ５４ 幸 英明近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ４６０－ ６１：４８．７� ８．１

４７ キクカラヴリイ 牝８鹿 ５１ 丸野 勝虎飯島 和吉氏 清水 出美 浦河 高松牧場 ４５０－ ６１：４８．９１ １４２．４�

（愛知）

２３ フレンチボウ 牝４鹿 ５２ 川須 栄彦吉田 照哉氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム ４４４－１０１：４９．１１ １１．８�
３５ タガノエベンヌ 牝４黒鹿５１ 川島 信二八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４９０＋ ８ 〃 クビ ２６．０
４６ � ハギノアスラン 	８鹿 ５３ 鮫島 良太日隈 良江氏 高野 友和 千歳 社台ファーム ４３６－１０１：４９．４２ １３３．５�
８１５ ベストオブケン 牡４黒鹿５３ 国分 恭介中西 宏彰氏 鈴木 孝志 新冠 川上牧場 B４５８＋ ４１：５０．１４ １９６．４�
２２ ウィズインライアン 牝６鹿 ５０ 田中 健内藤 耕造氏 福島 信晴 浦河 谷川牧場 B４５０＋ ２１：５０．２� １２８．５�
６１１ リッカコウユウ 牝６鹿 ５１ 野元 昭嘉立花 幸雄氏 武田 博 浦河 中島 俊明 ４５６＋ ４１：５１．５８ １３６．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２９，３５８，９００円 複勝： ４５，３５２，４００円 枠連： ２３，２９８，２００円

馬連： １０２，２５３，２００円 馬単： ５６，８３５，９００円 ワイド： ３６，３８６，７００円

３連複： １２８，７１０，７００円 ３連単： ２２１，６９５，１００円 計： ６４３，８９１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７６０円 複 勝 � ２３０円 � １６０円 � ３７０円 枠 連（５－８） ８１０円

馬 連 �� １，３７０円 馬 単 �� ３，１００円

ワ イ ド �� ５３０円 �� １，４８０円 �� ９６０円

３ 連 複 ��� ６，７８０円 ３ 連 単 ��� ３６，０９０円

票 数

単勝票数 計 ２９３５８９ 的中 � ３０５６２（４番人気）
複勝票数 計 ４５３５２４ 的中 � ５１２１６（４番人気）� ９０４３１（１番人気）� ２７０６１（７番人気）
枠連票数 計 ２３２９８２ 的中 （５－８） ２１４３７（２番人気）
馬連票数 計１０２２５３２ 的中 �� ５５３６７（４番人気）
馬単票数 計 ５６８３５９ 的中 �� １３５６６（１２番人気）
ワイド票数 計 ３６３８６７ 的中 �� １７９１２（２番人気）�� ５８０４（２０番人気）�� ９２３８（１３番人気）
３連複票数 計１２８７１０７ 的中 ��� １４０１９（２５番人気）
３連単票数 計２２１６９５１ 的中 ��� ４５３４（１２６番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．４―１１．７―１１．９―１２．２―１２．３―１２．０―１１．４―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．２―３５．９―４７．８―１：００．０―１：１２．３―１：２４．３―１：３５．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．２―３F３５．９
３ ２－１１－５，１２（４，１５）（３，９）（１，１４）（６，７，１３）１０，８ ４ ２－（１１，１２）（５，９）（４，１５，１４）（３，１，７）（６，１０，１３）８
市場取引馬

勝馬の
紹 介

リトルダーリン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ロドリゴデトリアーノ デビュー ２０１０．１１．２０ 京都１着

２００８．２．２８生 牝４黒鹿 母 エリモエクセル 母母 エリモファンタジー １２戦３勝 賞金 ３５，０１３，０００円
※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。

０９０９４ ４月１５日 晴 良 （２４阪神２）第８日 第１０競走 ��
��１，２００�

ようしゅん

陽春ステークス
発走１４時５０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 ３２９，０００円 ９４，０００円 ４７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０９．７
１：０８．７

重

重

６１１ テイクアベット 牡４鹿 ５７ 国分 恭介加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム ５０８＋ ８１：１０．２ １７．６�

７１３ アキノモーグル 牡４栗 ５７ 丸野 勝虎穐吉 正孝氏 中村 均 新ひだか 加野牧場 ５１２－ ２１：１１．２６ ３６．５�
（愛知）

５８ � ズ ン ダ モ チ 牡６芦 ５７ 浜中 俊吉田 哲哉氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ５３２± ０１：１１．３� ５．８�
８１４ トーホウプリンセス 牝５栗 ５５ 和田 竜二東豊物産� 藤原 英昭 浦河 有限会社

吉田ファーム ４８０－ ２１：１１．６１� ２．７�
８１５ カフェマーシャル 牡６芦 ５７ 横山 義行西川 恭子氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 ５０８－ ８１：１１．７	 ４９．１�
２２ カリスマサンスカイ 牡４鹿 ５７ 高倉 稜畔柳 年言氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 B５２０＋ ２ 〃 ハナ １４．０�
３４ ケンエンブレム 牡４鹿 ５７ 四位 洋文中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 川上牧場 ４５２± ０１：１１．８	 １４．４	
４７ アグネスマクシマム 牡８栗 ５７ 太宰 啓介渡辺 孝男氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ４７８－ ４ 〃 クビ ５３．９

３５ フィールドシャイン 牡５栗 ５７ 幸 英明地田 勝三氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム ４７６－ ６ 〃 ハナ ３．０�
４６ � コパノカチーノ 牡６栗 ５７ 池添 謙一小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 ５３２± ０１：１１．９クビ ３５．７�
１１ 
 エーシンリードオー 牝６黒鹿５５ 川須 栄彦�栄進堂 小崎 憲 米 Winches-

ter Farm B４８０－ ２１：１２．０� ４２．３
７１２ シルクデイブレイク 牡５鹿 ５７ 川島 信二有限会社シルク加用 正 新冠 �渡 信義 ４９４－ ４１：１３．０６ ３４．８�
５９ ホットチリペッパー 牡５芦 ５７ 佐藤 哲三 �社台レースホース牧浦 充徳 千歳 社台ファーム ５２４± ０１：１３．３２ ６７．９�
６１０ ボーダレスワールド 牡７鹿 ５７ 小牧 太 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム ５１８－ ４ 〃 ハナ ５２．５�

（１４頭）
２３ マイプラーナ 牝６黒鹿５５ 野元 昭嘉五影 慶則氏 福島 信晴 新ひだか フジワラフアーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ４１，４４０，３００円 複勝： ５５，９０９，０００円 枠連： ３０，８７１，８００円

馬連： １５２，１６８，３００円 馬単： ８２，７９９，７００円 ワイド： ４８，４９０，７００円

３連複： １６９，０６７，７００円 ３連単： ３２４，０９１，３００円 計： ９０４，８３８，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７６０円 複 勝 � ４７０円 � ７１０円 � ２４０円 枠 連（６－７） ６，１８０円

馬 連 �� ２４，４１０円 馬 単 �� ４６，４００円

ワ イ ド �� ７，０１０円 �� １，１４０円 �� ２，８５０円

３ 連 複 ��� ３９，５９０円 ３ 連 単 ��� ３３９，２７０円

票 数

単勝票数 計 ４１４４０３ 的中 � １８６０９（６番人気）
複勝票数 計 ５５９０９０ 的中 � ２９６４１（６番人気）� １８６１５（８番人気）� ７２１３２（３番人気）
枠連票数 計 ３０８７１８ 的中 （６－７） ３６９０（２０番人気）
馬連票数 計１５２１６８３ 的中 �� ４６０２（５３番人気）
馬単票数 計 ８２７９９７ 的中 �� １３１７（９３番人気）
ワイド票数 計 ４８４９０７ 的中 �� １６６２（５６番人気）�� １０８６５（１０番人気）�� ４１５９（３２番人気）
３連複票数 計１６９０６７７ 的中 ��� ３１５２（１０９番人気）
３連単票数 計３２４０９１３ 的中 ��� ７０５（７２７番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．１―１１．４―１１．９―１１．３―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．４―３４．８―４６．７―５８．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．８―３F３５．４
３ １１，１３（８，１４）（９，１５）（１，６，１２）５（７，１０）４－２ ４ １１，１３（８，１４，１５）（１，９，６，１２）５，７（４，１０）－２

勝馬の
紹 介

テイクアベット �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー ２０１０．１１．２８ 京都８着

２００８．４．１生 牡４鹿 母 テイクザケイク 母母 エ ビ ス マ イ １４戦４勝 賞金 ５２，２０９，０００円
〔出走取消〕 マイプラーナ号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
※ホットチリペッパー号は，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，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

１レース目



０９０９５ ４月１５日 晴 良 （２４阪神２）第８日 第１１競走 ��
��１，２００�

よどやばし

淀屋橋ステークス
発走１５時３０分 （芝・右）
４歳以上，１，６００万円以下，２３．４．１６以降２４．４．８まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００円
付 加 賞 ３８５，０００円 １１０，０００円 ５５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．１
１：０６．５

良

良

５９ キングレオポルド 牡５鹿 ５７ 小牧 太里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ５１０－ ６１：１０．０ ４．６�

８１６ ハ ノ ハ ノ 牡４鹿 ５５ 幸 英明�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 ４５４＋ ２１：１０．１� ２２．２�
６１２ ダイメイザクラ 牝５鹿 ５２ 嘉藤 貴行宮本 孝一氏 佐藤 吉勝 新ひだか 中田 浩美 ４３０－ ２ 〃 クビ ７．９�
８１５ ワ イ ズ リ ー �４栗 ５７ 川須 栄彦前田 幸治氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ４５２－ ２ 〃 ハナ ８．３�
３６ � ロードバロック 牡７鹿 ５５ 武 幸四郎 �ロードホースクラブ 田中 清隆 愛 K.I. Farm ４３２－ ８１：１０．２クビ １２．８�
７１４ ラインアンジュ 牝４鹿 ５３ 四位 洋文大澤 繁昌氏 領家 政蔵 日高 日高大洋牧場 ４８６－ ６ 〃 クビ １１．４�
１２ タガノラヴキセキ 牝４黒鹿５４ 池添 謙一八木 良司氏 河内 洋 新冠 八木牧場 ４５４－ ２１：１０．３クビ ２１．５	
７１３ エ ス カ ー ダ 牡５青鹿５４ 川島 信二山本 武司氏 高市 圭二 浦河 北俣牧場 ４６０－ ８ 〃 アタマ ２５．７

４７ バンガロール 牡６栗 ５５ 佐藤 哲三吉田 和美氏 佐々木晶三 日高 シンボリ牧場 ５０６－ ６ 〃 アタマ ６．８�
４８ 	 オールブランニュー 牝６黒鹿５２ 石橋 守 �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 ４７４＋ ４１：１０．４
 ２９．３�
１１ トウショウフォアゴ 牡５黒鹿５５ 田中 健トウショウ産業� 浅野洋一郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４７２－ ４ 〃 クビ １９．８
２３ ケンブリッジエル 牡６黒鹿５６ 小林 徹弥中西 宏彰氏 山内 研二 新冠 有限会社 ケ

ンブリッジバレー ５０４＋ ８１：１０．５� ３７．６�
３５ アキノパンチ 牡８鹿 ５０ 高倉 稜穐吉 正孝氏 日吉 正和 静内 松田 三千雄 ５０８＋ ４１：１０．６クビ ８８．８�
６１１ ラルティスタ 牝５黒鹿５１ 芹沢 純一有限会社シルク畠山 吉宏 新ひだか 松田 三千雄 ４３８＋ ２ 〃 クビ １００．４�
２４ レイクエルフ 牡７黒鹿５２ 国分 恭介�ミルファーム 手塚 貴久 浦河 ミルファーム ４５０－１０１：１０．８１
 １５６．３�
５１０ ボストンエンペラー 牡４黒鹿５７ 和田 竜二ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４７２± ０１：１１．８６ ４．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４５，３１８，６００円 複勝： ７１，８４２，８００円 枠連： ６１，００２，１００円

馬連： ２３６，０６５，３００円 馬単： １２８，５２１，３００円 ワイド： ６８，５３７，１００円

３連複： ３０５，５３８，０００円 ３連単： ５５１，５２６，４００円 計： １，４６８，３５１，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � ２１０円 � ３００円 � ２６０円 枠 連（５－８） ６２０円

馬 連 �� ６，０８０円 馬 単 �� ９，９１０円

ワ イ ド �� １，９５０円 �� ７６０円 �� ２，５８０円

３ 連 複 ��� １５，５６０円 ３ 連 単 ��� ８６，５９０円

票 数

単勝票数 計 ４５３１８６ 的中 � ７９３２０（１番人気）
複勝票数 計 ７１８４２８ 的中 � １０１１５７（２番人気）� ５８８２０（６番人気）� ７０８８６（４番人気）
枠連票数 計 ６１００２１ 的中 （５－８） ７３４７５（１番人気）
馬連票数 計２３６０６５３ 的中 �� ２８６７９（２５番人気）
馬単票数 計１２８５２１３ 的中 �� ９５７４（４１番人気）
ワイド票数 計 ６８５３７１ 的中 �� ８５０２（２５番人気）�� ２３３１８（４番人気）�� ６３６２（３７番人気）
３連複票数 計３０５５３８０ 的中 ��� １４４９２（５６番人気）
３連単票数 計５５１５２６４ 的中 ��� ４７０１（２６９番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．８―１１．５―１１．９―１１．２―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．２―３４．７―４６．６―５７．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．８―３F３５．３
３ １２，１３，１６（２，１０）９，４（５，１５）（１，７，１４）３（６，８）－１１ ４ １２（１３，１６）（２，１０）９（４，５，１４）（７，１５）（１，８）（３，６）－１１
市場取引馬

勝馬の
紹 介

キングレオポルド �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Nureyev デビュー ２００９．１０．４ 中山１着

２００７．２．２０生 牡５鹿 母 アイルドフランス 母母 Stella Madrid ２０戦５勝 賞金 ９４，５２１，０００円
〔制裁〕 ハノハノ号の騎手幸英明は，最後の直線コースでの御法（鞭の不適切な使用）について戒告。
〔その他〕 ボストンエンペラー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ボストンエンペラー号は，平成２４年５月１５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７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ７頭 エーシンヒットマン号・クレバーサンデー号・ニジブルーム号・ファンドリノチカラ号・ホットチリペッパー号・

マイネショコラーデ号・マッキーコバルト号

０９０９６ ４月１５日 晴 良 （２４阪神２）第８日 第１２競走 ��
��２，０００�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

２：０１．０
２：０１．０

不良

不良

２３ ハジメレンジャー 牡６鹿 ５７ 武 幸四郎池田 實氏 小野 幸治 日高 新井 昭二 ４７４± ０２：０５．５ １５．５�

３５ ボーカリスト 牡６鹿 ５７ 和田 竜二増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム ４６２－ ２２：０５．６� ５８．０�
７１４� サクラキングオー 牡６栗 ５７ 川須 栄彦�さくらコマース岡田 稲男 静内 谷岡牧場 ４９６－ ４ 〃 ハナ ９．６�
２４ 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 ５３０－ ２２：０５．８１� ６．１�
６１２� タイガースラム 	６栗 ５７ 秋山真一郎吉田 和美氏 高野 友和 新冠 柏木 一則 ５６８＋ ２２：０６．０１� ６．７�
５９ � イーサンジャンパー 牡６栗 ５７ 太宰 啓介国本 勇氏 境 直行 鵡川 上水牧場 ５００＋ ２２：０６．１クビ １０．１�
８１５ 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 ５１４－ ２２：０６．８４ ３．５	
８１６ プリティカポレイ 牝５鹿 ５５

５２ ▲中井 裕二横瀬 寛子氏 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 ４６４± ０ 〃 アタマ １４．２

４７ ダヴィンチバローズ 牡４鹿 ５７ 幸 英明猪熊 広次氏 武田 博 新冠 秋田牧場 ４７４± ０２：０６．９クビ ６．２�
４８ ソルモンターレ 牡６鹿 ５７ 小林慎一郎�ターフ・スポート高橋 義忠 浦河 谷川牧場 B４６２＋ ２ 〃 クビ ２５．７
６１１ レッドシュナイト 牡４栗 ５７ 青木 芳之 �東京ホースレーシング 尾関 知人 千歳 社台ファーム B４７６－１６２：０７．１１
 ６３．４�
７１３ アイノグロー 牡５黒鹿５７ 小林 徹弥礒川 正明氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ５１２± ０２：０７．２クビ １０７．９�
３６ テ ラ ボ ル ト 	５鹿 ５７ 鮫島 良太青山 洋一氏 千田 輝彦 安平 追分ファーム ４７６－１０２：０７．３� ６８．３�
５１０ ローレルレガリス 牡６鹿 ５７ 長谷川浩大 �ローレルレーシング 今野 貞一 新冠 川島牧場 ４５４－ ８２：０７．７２� ５４．７�
１２ メイショウイッシン 牡４黒鹿５７ 国分 恭介松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 昭和牧場 ５０６＋ ８２：０８．７６ ２４．５�
１１ メイショウヘイハチ 牡４黒鹿５７ 丸野 勝虎松本 好雄氏 梅田 智之 新ひだか 千代田牧場 ５４８＋１０２：１２．４大差 １５９．１�

（愛知）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３８，９７７，９００円 複勝： ６８，０２０，７００円 枠連： ５０，８１２，５００円

馬連： １４８，９０６，８００円 馬単： ８１，０４９，９００円 ワイド： ５３，６６８，１００円

３連複： １９５，９２１，２００円 ３連単： ３５５，８３６，４００円 計： ９９３，１９３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５５０円 複 勝 � ５８０円 � １，２５０円 � ３４０円 枠 連（２－３） ６，４１０円

馬 連 �� ３５，６６０円 馬 単 �� ６０，４９０円

ワ イ ド �� ７，３９０円 �� ２，４５０円 �� ６，１８０円

３ 連 複 ��� ９８，１７０円 ３ 連 単 ��� ８７５，３６０円

票 数

単勝票数 計 ３８９７７９ 的中 � １９８９１（８番人気）
複勝票数 計 ６８０２０７ 的中 � ３０８２９（８番人気）� １３０５７（１２番人気）� ５８４９５（６番人気）
枠連票数 計 ５０８１２５ 的中 （２－３） ５８５１（２２番人気）
馬連票数 計１４８９０６８ 的中 �� ３０８２（７８番人気）
馬単票数 計 ８１０４９９ 的中 �� ９８９（１４２番人気）
ワイド票数 計 ５３６６８１ 的中 �� １７７４（７１番人気）�� ５４８２（２８番人気）�� ２１２６（６５番人気）
３連複票数 計１９５９２１２ 的中 ��� １４７３（２３６番人気）
３連単票数 計３５５８３６４ 的中 ��� ３００（１６６５番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．８―１０．７―１３．４―１３．２―１３．３―１３．６―１２．５―１２．２―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２３．５―３４．２―４７．６―１：００．８―１：１４．１―１：２７．７―１：４０．２―１：５２．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．４―３F３７．８
１
３
２，１＝４，１２（８，５，１５）１０，１４，７－１３（６，９，１６）－３，１１
２－１（４，１２，１５）（８，５，１０）１４（６，７，１６）１３，９（１１，３）

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

勝馬の
紹 介

ハジメレンジャー �
�
父 ブラックタキシード �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー ２００９．３．１ 小倉９着

２００６．４．３０生 牡６鹿 母 シアトルブリッジ 母母 ミヤシロオーバン ３３戦４勝 賞金 ７０，１２０，０００円
〔制裁〕 ダヴィンチバローズ号の騎手幸英明は，２コーナーで外側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（１３番・９番への進路

影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウヘイハチ号は，平成２４年５月１５日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

４レース目



（２４阪神２）第８日 ４月１５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 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

２０２，３１０，０００円
４，５５０，０００円
１，５１０，０００円
１８，２８０，０００円
６３，２３１，０００円
５，４３２，８００円
１，７５６，８００円

勝馬投票券売得金
２９１，８９７，９００円
５１１，００１，１００円
２８５，０２６，０００円
９９３，２０４，９００円
６０５，９００，９００円
３６４，３５１，９００円
１，３０５，４５４，２００円
２，３０９，４４４，１００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 ６，６６６，２８１，０００円

総入場人員 ２３，９３９名 （有料入場人員 ２２，８３６名）



平成２４年度 第２回阪神競馬 総計

競走回数 ９６回 出走延頭数 １，４４５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

２，００１，２２０，０００円
２，０８０，０００円
４５，１５０，０００円
５３，８２０，０００円
１８３，０２０，０００円
５００，８５６，５００円
４２，０８４，２００円
１３，８７２，０００円

勝馬投票券売得金
３，４５３，３６９，５００円
５，６７４，３４９，１００円
２，６７２，８５１，９００円
１０，８９８，２６７，５００円
６，７０８，４４９，４００円
４，０２６，０００，４００円
１４，２６１，４４６，７００円
２８，１６９，５１４，５００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 ７６，８１３，３８６，９００円

総入場延人員 １７５，５８９名 （有料入場延人員 １６６，８８４名）


