
０９０７３ ４月１５日 小雨 良 （１８阪神２）第７日 第１競走 ��１，４００�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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

５９ サンドリオン 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠 �ノースヒルズマネ
ジメント 安田 隆行 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５８± ０１：２５．４ ３．４�

３５ ハギノミネルバ 牝３芦 ５４ 古川 吉洋日隈 良江氏 武田 博 浦河 村下 明博 ４０２－ ６１：２６．３５ ５５．２�
４６ � ランティランナー 牝３栗 ５４ 幸 英明名古屋友豊� 小野 幸治 門別 白井牧場 ４３０－ ２１：２６．５１� １５．７�
３４ � ラインフェニックス 牝３鹿 ５４ 武 豊大澤 繁昌氏 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 ４６２－ ２１：２６．８２ １．５�
８１５ リッカムテキ 牝３栗 ５４ 池添 謙一立花 幸雄氏 鶴留 明雄 浦河 佐々木 貴博 ４７８ ―１：２７．６５ ２１．１�
２２ ファームウィル 牝３鹿 ５４ 本田 優�アカデミー 西浦 勝一 新冠 清水 克則 ４８８ ―１：２８．５５ ３２．６	
７１２ クリスタルタイム 牝３黒鹿５４ 福永 祐一谷水 雄三氏 松田 国英 静内 カントリー牧場 ４０４＋ ２１：２８．６� １８．０

８１４ ニシノカガヤキ 牝３黒鹿５４ 安部 幸夫西山 茂行氏 中竹 和也 鵡川 西山牧場 ４４６－１８１：２９．５５ ３８７．８�

（愛知）

７１３ エ ト ワ ー ル 牝３栗 ５４
５１ ▲上野 翔田邉 康子氏 大橋 勇樹 鵡川 フラット牧場 ４２４± ０１：２９．６� ５３０．５�

６１０�� ダンツウイング 牝３栗 ５４ 田中 学山元 哲二氏 池添 兼雄 新冠 石田牧場 ４１６－ ２１：２９．８１� ８３４．５
（兵庫）

６１１�� サンゴタール 牝３黒鹿
５４
５１ ▲北村 友一植田 忠司氏 安藤 正敏 門別 門別牧場 ４９８＋１８１：３０．１２ １９６．３�

２３ �� ミキノミューズ 牝３栗 ５４ 岩崎 祐己谷口 久和氏 大橋 勇樹 浦河 猿橋 義昭 ４９２ ―１：３０．２クビ ７２．４�
１１ ダンツイスカ 牝３青鹿５４ 熊沢 重文山元 哲二氏 田所 清広 新冠 富本 茂喜 ４０４ ―１：３０．３� ９９．７�
４７ スマートガーデン 牝３鹿 ５４ 小牧 太�下河辺牧場 宮本 博 門別 下河辺牧場 ４３４ ―１：３０．７２� ２１９．４�
５８ � ファイブウィンディ 牝３鹿 ５４ 今村 康成�ファイブウィン 中尾 正 新冠 田渕牧場 ４７０ ―１：３１．６５ ４８５．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １８，８４８，５００円 複勝： １６，６１３，６００円 枠連： １７，５６６，４００円

普通馬連： ６１，３６６，７００円 馬単： ７５，６３９，９００円 ワイド【拡大馬連】： １７，０６７，４００円

３連複： ８６，７５０，５００円 ３連単： 発売なし 計： ２９３，８５３，０００円

払 戻 金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １３０円 � ７４０円 � ２３０円 枠 連（３－５） １８０円

普通馬連 �� ５，８１０円 馬 単 �� ７，９７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０７０円 �� ４００円 �� ２，０００円

３ 連 複 ��� ８，７９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８８４８５ 的中 � ４４８６８（２番人気）
複勝票数 計 １６６１３６ 的中 � ５０８３４（２番人気）� ３９００（７番人気）� １７４９３（３番人気）
枠連票数 計 １７５６６４ 的中 （３－５） ７４６３１（１番人気）
普通馬連票数 計 ６１３６６７ 的中 �� ７８０３（１１番人気）
馬単票数 計 ７５６３９９ 的中 �� ７００７（１９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７０６７４ 的中 �� ３８１１（１１番人気）�� １１７００（３番人気）�� １９６１（１６番人気）
３連複票数 計 ８６７５０５ 的中 ��� ７２９１（２１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．７―３５．５―４７．８―１：００．１―１：１２．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンドリオン �
�
父 コマンダーインチーフ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００６．３．１９ 阪神６着

２００３．５．１５生 牝３鹿 母 シネマスコープ 母母 ブルーハワイ ３戦１勝 賞金 ６，３００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スマートガーデン号・ファイブウィンディ号は，平成１８年５月１５日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 エイシングラマー号（疾病〔創傷性左角膜炎〕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 ディアフラワー号
※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。



０９０７４ ４月１５日 小雨 良 （１８阪神２）第７日 第２競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１０時３５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
１：４８．４

重

重

１１ � グランプリゲイト 牡３鹿 ５６ 福永 祐一�グランプリ 瀬戸口 勉 早来 ノーザンファーム B５０８＋ ２１：５３．９ ２．３�

４６ � インスパイアリング 牡３栗 ５６ 渡辺 薫彦中井商事� 沖 芳夫 浦河 斉藤 英 ４９２＋ ６ 〃 クビ ３．７�
２２ � アドマイヤグローリ 牡３栗 ５６ 岩田 康誠近藤 利一氏 友道 康夫 新冠 秋田牧場 ４８２－１６１：５５．１７ １０．４�
５７ � ゼンノコルモ 牡３鹿 ５６ 川原 正一大迫久美子氏 藤岡 範士 えりも えりもホースクラブ ４６８＋ ２１：５５．３１� ４．８�

（兵庫）

６９ ダブルデュース 牡３鹿 ５６ 田中 学畑佐 博氏 崎山 博樹 新冠 中地 茂美 ４７４－ ４１：５５．５１� ７２．９�
（兵庫）

７１２�� トランスオーシャン 牡３黒鹿５６ 小牧 太 �ノースヒルズマネ
ジメント 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４８８－ ６１：５５．６クビ １９．３	

７１１ ケンブリッジケン 牡３栗 ５６ 安部 幸夫中西 健造氏 大根田裕之 門別 日高大洋牧場 ４７６＋ ４１：５５．８１� １７５．３

（愛知）

６１０	 プレシャスピクセル 牡３鹿 ５６ 武 豊前田 幸治氏 中竹 和也 米 Grousemo
nt Farm ４６６－ ２１：５６．１１
 ９．１�

８１３ マイネルクーゲル 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 太宰 義人 三石 川端牧場 ４４６－ ２１：５６．２� １６１．６�

５８ � デンコウミサイル 牡３栗 ５６ 池添 謙一田中 康弘氏 鶴留 明雄 三石 平岩牧場 ４９２± ０１：５６．３クビ ４９．９
４５ � ブルーエルージュ 牝３鹿 ５４ 四位 洋文�錦岡牧場 西橋 豊治 新冠 錦岡牧場 ４６６＋ ２１：５６．９３� ３０．３�
３４ メイショウコルドン 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介松本 好雄氏 福島 勝 様似 �村 伸一 B４４０± ０１：５７．３２� ３６４．０�
３３ チャームクラウン 牝３鹿 ５４

５１ ▲上野 翔タマモ� 木原 一良 新冠 対馬 正 ４１４＋ ４１：５７．８３ ６７０．１�
８１４�� カシノカオリ 牝３青鹿５４ 西原 玲奈柏木 務氏 須貝 彦三 三石 片山 英夫 ４２８＋ ４２：００．４大差 ５３１．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １４，９６５，７００円 複勝： ２０，２９０，５００円 枠連： １８，１８０，６００円

普通馬連： ７６，１２９，４００円 馬単： ６９，２５２，６００円 ワイド【拡大馬連】： １９，６２６，１００円

３連複： １０１，２６１，５００円 ３連単： 発売なし 計： ３１９，７０６，４００円

払 戻 金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � ２２０円 枠 連（１－４） ４１０円

普通馬連 �� ５００円 馬 単 �� ８９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２３０円 �� ４８０円 �� ６７０円

３ 連 複 ��� １，４７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １４９６５７ 的中 � ５２１１７（１番人気）
複勝票数 計 ２０２９０５ 的中 � ６８３４１（１番人気）� ３２５９６（３番人気）� １７１２６（５番人気）
枠連票数 計 １８１８０６ 的中 （１－４） ３３３６５（１番人気）
普通馬連票数 計 ７６１２９４ 的中 �� １１２３６８（１番人気）
馬単票数 計 ６９２５２６ 的中 �� ５７６７６（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９６２６１ 的中 �� ２４５２７（１番人気）�� ９６５６（５番人気）�� ６４２４（９番人気）
３連複票数 計１０１２６１５ 的中 ��� ５１１６５（４番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．２―１３．２―１３．０―１３．１―１２．９―１２．３―１２．４―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．１―３７．３―５０．３―１：０３．４―１：１６．３―１：２８．６―１：４１．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�グランプリゲイト �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 Last Tycoon デビュー ２００６．１．１４ 京都６着

２００３．３．１４生 牡３鹿 母 マ ン フ ァ ス 母母 Pilot Bird ６戦１勝 賞金 ９，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシノカオリ号は，平成１８年５月１５日まで平地競走に出走できない。
〔３走成績による出走制限〕 メイショウコルドン号・カシノカオリ号は，平成１８年５月１５日まで平地競走に出走できない。
※カシノカオリ号は，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。



０９０７５ ４月１５日 小雨 良 （１８阪神２）第７日 第３競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１１時０５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
１：０９．１

重

不良

４８ � テイエムクリスタル 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎竹園 正繼氏 福島 勝 早来 ノーザンファーム ５００＋ ２１：１３．５ １．９�

８１６ エイシンボンテン 牡３栗 ５６ 安部 幸夫平井 豊光氏 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 ４５４－ ８１：１３．６� １９７．４�
（愛知）

５１０ タニノバロン 牡３芦 ５６ 福永 祐一谷水 雄三氏 松田 国英 静内 カントリー牧場 ５０６－１２１：１３．７クビ ２．６�
１２ � ラブメッセンジャー 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介八木 良司氏 柴田 光陽 浦河 富田牧場 ４８０－ ８１：１３．８� ９．２�
３６ � シルククリムゾン 牡３鹿 ５６ 上村 洋行有限会社シルク浜田 光正 新冠 ムラカミファーム ４４０－ ８１：１４．１２ １２．９�
２４ �� ディヴィーナ 牝３鹿 ５４ 古川 吉洋加藤 吉朗氏 武田 博 浦河 久保農場 ４０６－ ４１：１４．５２� ６１．４�
３５ ザカロッサル 牡３鹿 ５６

５３ ▲北村 友一中井 敏雄氏 加用 正 浦河 大道牧場 ４５０＋ ２１：１４．６� ５５２．２�
６１１� ヴィオレッタ 牝３鹿 ５４ 小牧 太 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 新川 恵 浦河 宮内牧場 ４２８－ ６１：１４．８１ ７８．８

５９ カミンスルーザライ 牡３芦 ５６ 川原 正一�ターフ・スポート古川 平 門別 高橋牧場 ４８０ ―１：１５．１２ ２９．８�

（兵庫）

１１ キタサンキングオー 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠�大野商事 鹿戸 幸治 門別 広中 稔 ５１４ ―１：１５．４２ ２１．３
２３ パープルスピーチ 牡３鹿 ５６ 田中 学中野 銀十氏 境 直行 静内 静内フジカ

ワ牧場 ３９４－１２１：１５．６１� １７３．２�
（兵庫）

７１４� レオンハルト 牡３黒鹿５６ 渡辺 薫彦岩� 僖澄氏 西橋 豊治 浦河 日田牧場 ４２０－ ２１：１５．７クビ ６３．９�
８１５ シゲルドッポダカ 牡３鹿 ５６ 河北 通森中 蕃氏 小野 幸治 三石 平岩牧場 ４５８－ ６１：１５．９１� ３２６．１�
７１３� ミスチバスペニー 牝３栗 ５４ 荻野 要昴ホースクラブ 福島 信晴 門別 藤本 友則 ４１２± ０１：１６．１１ ８７６．１�
６１２� ホッカイピットーレ 牡３鹿 ５６ 池添 謙一�北海牧場 鶴留 明雄 門別 北海牧場 ４４２ ―１：１７．２７ ２５９．７�
４７ シゲルナリユキガイ 牝３鹿 ５４

５１ ▲上野 翔森中 蕃氏 吉岡 八郎 新冠 長浜 秀昭 ３７４＋ ４１：１７．６２� ５４３．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，６７５，５００円 複勝： １５，１９６，５００円 枠連： ２０，５４２，９００円

普通馬連： ７２，７２４，８００円 馬単： ８５，４３８，６００円 ワイド【拡大馬連】： １９，１６３，０００円

３連複： ９７，３９０，４００円 ３連単： 発売なし 計： ３２７，１３１，７００円

払 戻 金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � １，５２０円 � １３０円 枠 連（４－８） ６，８３０円

普通馬連 �� １０，９７０円 馬 単 �� ９，７４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，９４０円 �� １４０円 �� ４，２２０円

３ 連 複 ��� ６，８８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １６６７５５ 的中 � ７０４７２（１番人気）
複勝票数 計 １５１９６５ 的中 � ５３３８５（１番人気）� １２５０（１０番人気）� ３４１７８（２番人気）
枠連票数 計 ２０５４２９ 的中 （４－８） ２２２０（１５番人気）
普通馬連票数 計 ７２７２４８ 的中 �� ４８９６（１９番人気）
馬単票数 計 ８５４３８６ 的中 �� ６４７６（２４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９１６３０ 的中 �� １１８８（２７番人気）�� ５１６４０（１番人気）�� ８２０（３２番人気）
３連複票数 計 ９７３９０４ 的中 ��� １０４５９（１７番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．８―１２．１―１１．８―１２．３―１３．０

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

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

勝馬の
紹 介

�テイエムクリスタル �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Fairy King デビュー ２００６．３．１９ 中京４着

２００３．４．１７生 牝３鹿 母 フェアリーウィンド 母母 Decadence ２戦１勝 賞金 ５，７５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルナリユキガイ号は，平成１８年５月１５日まで平地競走に出走できない。
〔３走成績による出走制限〕 シゲルドッポダカ号は，平成１８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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ダンシングキング号
（非抽選馬） １頭 プレイズハンター号
※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。



０９０７６ ４月１５日 小雨 良 （１８阪神２）第７日 第４競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１１時３５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

１：３１．９
１：３１．５

良

良

１２ エリモブラスト �３栗 ５６ 渡辺 薫彦山本 慎一氏 沖 芳夫 えりも エクセルマネジメント ４７４± ０１：３８．０ ４．０�

７１５� チェリーフォレスト 牝３鹿 ５４ 池添 謙一 �サンデーレーシング 鶴留 明雄 追分 追分ファーム ４６０ ―１：３８．１� ２４．８�
５９ ハリーダンカン 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠高田 久成氏 鹿戸 幸治 浦河 三嶋牧場 ４８０－ ４１：３８．３１	 ５．２�
６１１ エイシンイダテン 牡３黒鹿５６ 安藤 勝己平井 豊光氏 野元 昭 浦河 栄進牧場 ４７０＋１０ 〃 ハナ ４．４�
８１８ ゴッドスマイルユー 牡３芦 ５６ 武 豊中西 憲治氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４３８－ ６ 〃 クビ ４．７�
１１ � センターファルコー 牡３青 ５６ 四位 洋文中野 優氏 伊藤 雄二 千歳 社台ファーム ４８２－１０１：３８．４� ８．５�
８１７
 セレスステーラー 牡３栗 ５６ 小牧 太岡 浩二氏 宮本 博 新冠 武田 修一 ４４２± ０ 〃 アタマ ２７．７	
３５ � アグネスチャンス 牡３鹿 ５６ 福永 祐一渡辺 孝男氏 湯窪 幸雄 千歳 社台ファーム ４５２ ―１：３８．５� ２０．２

３６ � バブルガムライト �３栗 ５６ 角田 晃一藤本 幸雄氏 山本 正司 浦河 吉田 又治 ４７０ ―１：３９．０３ １２８．７�
４８ ウインイージス 牡３黒鹿５６ 川原 正一�ウイン 佐々木晶三 浦河 笹地牧場 ４８６＋ ４１：３９．１クビ １５．７

（兵庫）

７１３� アドラスティア 牝３栗 ５４
５１ ▲北村 友一 �キャロットファーム 中尾 秀正 早来 ノーザンファーム ４４８ ―１：３９．２� ２６２．０�

２３ � メイショウダンケン 牡３黒鹿５６ 幸 英明松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 富田牧場 B４４２± ０１：３９．４１	 ８０．９�
２４ �
 シ ャ カ オ ー 牡３青鹿５６ 熊沢 重文鳴戸 雄一氏 田所 秀孝 静内

北海道大学北方生
物圏フィールド科学セ
ンター静内研究牧場

４８６ ―１：３９．８２� ４０．８�
（シャカ）

７１４ リリーカーネギー 牡３鹿 ５６ 安部 幸夫土井 孝夫氏 鹿戸 幸治 新冠 クドウファーム ４８４ ―１：３９．９� ２５７．２�
（愛知）

８１６ トウカイワンダー 牡３青鹿５６ 南井 大志内村 正則氏 田所 秀孝 浦河 磯野牧場 ４６４＋ ２１：４０．２１� ８７．６�
６１２ アソビゴコロ 牝３鹿 ５４ 柴原 央明小田切有一氏 田中 章博 静内 タイヘイ牧場 ４６２－ ６１：４０．４１	 ２６０．５�
４７ � ニホンピロアーマー 牡３鹿 ５６ 上村 洋行小林百太郎氏 安達 昭夫 静内 佐竹 学 ４７４＋ ６１：４０．６１� ５９６．３�
５１０ スタイルアップ 牝３栗 ５４ 菊地 昇吾�グランド牧場 橋本 寿正 静内 グランド牧場 ３７８－ ６１：４２．０９ ６６１．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １７，７８３，０００円 複勝： ２４，６８８，３００円 枠連： ２６，５０６，０００円

普通馬連： ８３，４７０，０００円 馬単： ７１，６７６，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，６５５，３００円

３連複： １１２，０４１，５００円 ３連単： 発売なし 計： ３５６，８２０，４００円

払 戻 金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １７０円 � ６５０円 � ２１０円 枠 連（１－７） ２，７６０円

普通馬連 �� ４，３５０円 馬 単 �� ７，３７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，７４０円 �� ４７０円 �� １，８８０円

３ 連 複 ��� ７，５５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７７８３０ 的中 � ３５２８７（１番人気）
複勝票数 計 ２４６８８３ 的中 � ４８７７８（２番人気）� ７４９６（９番人気）� ３２８８１（４番人気）
枠連票数 計 ２６５０６０ 的中 （１－７） ７１０８（１１番人気）
普通馬連票数 計 ８３４７００ 的中 �� １４１６９（１４番人気）
馬単票数 計 ７１６７６３ 的中 �� ７１８０（２８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０６５５３ 的中 �� ２７９８（２０番人気）�� １１８２５（５番人気）�� ２５７９（２４番人気）
３連複票数 計１１２０４１５ 的中 ��� １０９６６（２４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１３．０―２４．７―３６．９―４９．７―１：０２．４―１：１４．５―１：２５．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．３―３F３５．６

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

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

エリモブラスト �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 アーテイアス デビュー ２００５．１２．１１ 阪神２着

２００３．３．２０生 �３栗 母 パッシングピース 母母 シインギング ５戦１勝 賞金 １０，１００，０００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。



０９０７７ ４月１５日 小雨 稍重 （１８阪神２）第７日 第５競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１２時２５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
１：４８．４

重

重

３３ スズノマグマ 牡３黒鹿５６ 武 豊小紫 芳夫氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４９６＋ ２１：５３．６ ７．６�

８１３� エイシンハンコック 牡３黒鹿５６ 安藤 勝己平井 豊光氏 大久保龍志 米 Winches-
ter Farm ４６４－ ４ 〃 クビ ２．０�

１１ � メイショウシャフト 牡３鹿 ５６ 武 幸四郎松本 好雄氏 高橋 成忠 門別 高柳 隆男 ５１２± ０１：５３．７� ４．３�
３４ ヒカリネオジューム 牡３芦 ５６ 柴原 央明當山 �則氏 谷 潔 浦河 笠松牧場 ４９８＋ ８１：５３．９１ １５．８�
８１４ プログレスエバー 牡３鹿 ５６

５３ ▲北村 友一朝見 巌氏 宮 徹 浦河 大島牧場 ５５６－ ２１：５４．１１� ２８．６�
６９ �	 ツルマルツイモツイ 牡３栗 ５６ 上村 洋行鶴田 任男氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４３４－ ８１：５４．６３ １３９．２�
５７ アレクシオス 牡３栗 ５６ 岩田 康誠 	サンデーレーシング 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４６６－ ２１：５４．９１
 ５．０

５８ 	 ランイズマネー 牝３鹿 ５４ 熊沢 重文ジーエフ組合 大根田裕之 門別 中川 浩典 ４５４＋ ６１：５５．３２� ８２．４�
２２ ミッチーデヒア 牡３鹿 ５６ 小牧 太北村実地子氏 池添 兼雄 門別 厚賀古川牧場 ５３２＋１４ 〃 クビ １０９．０�
７１２�� ミツアキサンキュウ 牡３芦 ５６ 東川 公則山本 光明氏 田口 輝彦 新冠 山内 鈴子 ４８８－ ２１：５５．６１
 ３８．０

（笠松） （笠松）

４５ 	 スカイルミエール 牡３栗 ５６ 池添 謙一小林 久義氏 清水 出美 門別 下河辺牧場 ４７４－ ２１：５６．０２� ５７．３�
７１１� キャプテンオペラ 牡３栗 ５６ 川原 正一布施 光章氏 曽和 直栄 鵡川 フラット牧場 ４４４－ ４１：５６．５３ ３５０．２�

（兵庫） （兵庫）

６１０� キアヌバローズ 牡３黒鹿５６ 秋山真一郎猪熊 広次氏 中竹 和也 門別 シンコーファーム B４９８＋ ２１：５７．０３ １９４．８�
４６ � ライトストロング �３鹿 ５６ 幸 英明藤本 幸雄氏 山本 正司 門別 藤本 直弘 ４６６＋ ４１：５７．９５ ３１１．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １７，９９５，９００円 複勝： ２５，５０９，４００円 枠連： ２４，２６７，２００円

普通馬連： ７６，２３１，７００円 馬単： ８２，６２０，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，８７９，５００円

３連複： １１２，６１６，７００円 ３連単： 発売なし 計： ３６１，１２０，５００円

払 戻 金

単 勝 � ７６０円 複 勝 � １７０円 � １２０円 � １３０円 枠 連（３－８） ４８０円

普通馬連 �� ９９０円 馬 単 �� ２，４４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３２０円 �� ４８０円 �� １７０円

３ 連 複 ��� １，１３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７９９５９ 的中 � １８８７４（４番人気）
複勝票数 計 ２５５０９４ 的中 � ２９７１７（５番人気）� ７５６１３（１番人気）� ５０９７０（２番人気）
枠連票数 計 ２４２６７２ 的中 （３－８） ３８０８７（３番人気）
普通馬連票数 計 ７６２３１７ 的中 �� ５７３７４（３番人気）
馬単票数 計 ８２６２０１ 的中 �� ２５００５（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１８７９５ 的中 �� １５３３０（３番人気）�� ９４２２（６番人気）�� ４１９６８（１番人気）
３連複票数 計１１２６１６７ 的中 ��� ７４１９１（２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．７―３６．８―４９．６―１：０２．６―１：１５．７―１：２８．４―１：４１．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．０―３F３７．９
１
３

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

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

スズノマグマ �
�
父 エルコンドルパサー �

�
母父 Bob Back デビュー ２００６．３．１９ 中山１着

２００３．４．２５生 牡３黒鹿 母 レ ン Ⅱ 母母 In The Rigging ２戦２勝 賞金 １４，０００，０００円
〔発走状況〕 プログレスエバー号は，枠入り不良。発走時刻２分遅延。

ヒカリネオジューム号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ミツアキサンキュウ号の騎手東川公則は，１コーナーで内側に斜行したことについて戒告。
〔調教再審査〕 プログレスエバー号は，発走調教再審査。
※ヒカリネオジューム号は，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。



０９０７８ ４月１５日 小雨 稍重 （１８阪神２）第７日 第６競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１２時５５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
１：０９．１

重

不良

８１５ バンブーエール 牡３栗 ５６ 秋山真一郎�バンブー牧場 安達 昭夫 浦河 バンブー牧場 ４５８＋ ４１：１１．９ １５．８�

３５ � ポートジェネラル 牡３栃栗５６ 幸 英明水戸眞知子氏 西園 正都 新冠 前川 隆範 ４６８± ０１：１２．７５ １１．９�
５９ � アグネストラベル 牡３栗 ５６ 武 豊渡辺 孝男氏 白井 寿昭 浦河 林 孝輝 ４５６± ０１：１２．８� １．６�
２３ ヤマニングロワール 牝３栗 ５４ 池添 謙一土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４９８＋１８１：１３．２２� １８０．３�
６１１ インテリアワード 牡３鹿 ５６

５３ ▲北村 友一十二 政美氏 矢作 芳人 三石 加野牧場 ４７４＋ ６１：１３．４１ １０．５�
７１２ ク ニ ノ オ ー 牡３黒鹿５６ 石橋 守國立 治氏 境 直行 青森 織笠 時男 ４７４＋ ２１：１３．６１� ５０．６�
１１ クイックバレリーナ 牝３栗 ５４ 飯田 祐史��昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４４２－ ４１：１４．０２� ２０９．６	
５８ �� スピードタッチ 牡３鹿 ５６ 田中 学冨沢 敦子氏 崎山 博樹 様似 長田 操 ４７４－ ６ 〃 同着 ２８２．０


（兵庫）

７１３� トーホウテンショウ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠東豊物産� 柴田 光陽 新冠 ハシモトフアーム ４２８－ ４ 〃 アタマ ３９．２�
６１０ ケイアイファンタム 牡３栗 ５６ 川原 正一亀田 守弘氏 古川 平 新冠 村田牧場 ４９６± ０ 〃 アタマ １７．２

（兵庫）

４７ �� ナムラアーク 牡３鹿 ５６ 角田 晃一奈村 信重氏 橋本 寿正 静内 藤本牧場 ４８８－ ２１：１４．１� １９３．７�
８１４�� カ オ リ 牝３黒鹿５４ 安部 幸夫吉田 勝利氏 藤田 正治 鵡川 桑原牧場 ４１６－ ６１：１４．６３ ２６３．２�

（笠松） （愛知）

４６ � ベットボトムダラー 牡３鹿 ５６ 吉原 寛人宮腰 英和氏 宗綱 泰彦 浦河 鮫川 啓一 ４３２－１０１：１４．７� ２８１．０�
（金沢） （金沢）

３４ �� グランプリシリウス 牝３栗 ５４ 福永 祐一�グランプリ 瀬戸口 勉 千歳 社台ファーム ４４０± ０１：１４．８クビ ４．６�
２２ � カゼノアルペジオ 牡３鹿 ５６

５３ ▲上野 翔廣村 茂一氏 須貝 彦三 浦河 三枝牧場 ４９４＋ ４１：１５．０１� ４３．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １９，４６５，８００円 複勝： ２２，６２８，６００円 枠連： ２９，４４３，１００円

普通馬連： ７９，８２５，８００円 馬単： ９２，１６４，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，９７５，４００円

３連複： １１３，９８６，１００円 ３連単： 発売なし 計： ３７９，４８９，３００円

払 戻 金

単 勝 � １，５８０円 複 勝 � ２８０円 � ２３０円 � １１０円 枠 連（３－８） ３，４６０円

普通馬連 �� ９，３５０円 馬 単 �� ２０，１６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５９０円 �� ６３０円 �� ３００円

３ 連 複 ��� ２，９８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９４６５８ 的中 � ９７０９（５番人気）
複勝票数 計 ２２６２８６ 的中 � １４９４１（６番人気）� ２００３５（４番人気）� ８５４２３（１番人気）
枠連票数 計 ２９４４３１ 的中 （３－８） ６２８８（１０番人気）
普通馬連票数 計 ７９８２５８ 的中 �� ６３０１（２０番人気）
馬単票数 計 ９２１６４５ 的中 �� ３３７４（４０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１９７５４ 的中 �� ３０４７（１７番人気）�� ８２８１（５番人気）�� ２１２０６（３番人気）
３連複票数 計１１３９８６１ 的中 ��� ２８３００（１０番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．６―１１．６―１２．３―１２．４―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．１―３４．７―４７．０―５９．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バンブーエール �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 Rainbow Quest デビュー ２００５．７．２４ 小倉３着

２００３．４．５生 牡３栗 母 レインボーウッド 母母 Priceless Fame ４戦２勝 賞金 １３，８００，０００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。



０９０７９ ４月１５日 小雨 稍重 （１８阪神２）第７日 第７競走 ��
��１，４００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時２５分 （ダート・右）
４歳５００・５歳以上１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減，１８．３．１８以降４歳
５００・５歳以上１，０００万円以下の条件以上の一般競走の１着馬は１�増，特別競走の１着
馬は２�増
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．９

重

重

６１２� ソリッドエビデンス 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠平井 卓志氏 加藤 征弘 米 Fontaine-
bleau Farm ４３６－ ２１：２４．７ ６．７�

５９ ステラバスク 牡４鹿 ５７ 小牧 太吉田 千津氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム B５０６－ ４１：２４．９１� １．９�
８１５� セイウンビバーチェ 牡４鹿 ５７ 武 豊西山 茂行氏 田所 秀孝 米 Sez Who Thor-

oughbreds ５１２－ ８ 〃 クビ ４．３�
２３ 	 ジャイロスコープ 牡６栗 ５７ 福永 祐一名古屋友豊� 木原 一良 門別 白井牧場 ５２４－ ２１：２５．０
 ２７．６�
５１０� アドミラルサンド 牡４鹿 ５８

５５ ▲田村 太雅木稲 安則氏 佐藤 正雄 新冠 木稲牧場 ５１６－ ４１：２５．１
 １２６．１�
４７ ノーストピア 牝５鹿 ５５ 四位 洋文�平成フアーム飯田 雄三 浦河 平成ファーム ４４０＋ ６ 〃 クビ ２４．４	
６１１ ハギノフェリックス 牡４鹿 ５７ 吉原 寛人安岡美津子氏 平田 修 浦河 村下 明博 ４８０－ ８１：２５．２クビ ４７．３


（金沢）

７１３ ヒカルマチェンドラ 牡５芦 ５７ 池添 謙一�橋 京子氏 高市 圭二 新冠 山岡ファーム ４５４± ０１：２５．３
 ２７．９�
３５ イズミデヒア 牡４鹿 ５７ 熊沢 重文北村実地子氏 古川 平 三石 タガミファーム ５２８± ０１：２５．５１� ４８．３�
１２ ランドベスト 牡４栗 ５７ 秋山真一郎木村 善一氏 安達 昭夫 門別 日西牧場 ５００＋１６１：２５．９２
 １５９．３
８１６� アンジェロファニー 牝４鹿 ５５ 小池 隆生吉田 安惠氏 大久保洋吉 米

Kathryn M. Nikkel,
Judy B. Hicks &
Melinda A. Smith

４６４－ ６１：２６．３２
 ３６．３�
２４ 	� ネオクリーチャー 牡４栗 ５７ 東川 公則岩� 僖澄氏 古川 平 新冠 清水 克則 ４３６－１６１：２６．６１� ４１８．９�

（笠松）

４８  アマゾンリリー 牝４黒鹿５５ 河北 通名古屋友豊� 小野 幸治 早来 ノーザンファーム ４３４－１２１：２７．０２
 ２０６．４�
３６ � オハイオシチー 牡４黒鹿 ５７

５４ ▲北村 友一 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 米 Robert Lewis &
Beverly J. Lewis ４６８＋１６１：２７．４２
 １００．１�

７１４�� ウォーターゾラ 牝４栗 ５５ 安部 幸夫山岡 良一氏 岡田 稲男 米 Henri Mastey &
Golden Gate Stud ４３８－ ６１：２７．８２
 ６１０．７�

（愛知）

１１ 	� メジャープラネット 牡５鹿 ５７
５４ ▲上野 翔北前孔一郎氏 宮 徹 浦河 村下農場 ５０６－ ５１：３２．０大差 ７．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，０１７，１００円 複勝： ２８，６７７，９００円 枠連： ２８，８５９，６００円

普通馬連： １０６，５４８，３００円 馬単： １０３，３７６，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，５９９，１００円

３連複： １３６，０８０，０００円 ３連単： 発売なし 計： ４５４，１５８，９００円

払 戻 金

単 勝 � ６７０円 複 勝 � １６０円 � １１０円 � １４０円 枠 連（５－６） ４８０円

普通馬連 �� ５８０円 馬 単 �� １，７００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２６０円 �� ３９０円 �� １９０円

３ 連 複 ��� ６８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２３０１７１ 的中 � ２７４６７（３番人気）
複勝票数 計 ２８６７７９ 的中 � ３６５５５（３番人気）� １０４２５７（１番人気）� ４５５１２（２番人気）
枠連票数 計 ２８８５９６ 的中 （５－６） ４４８５７（２番人気）
普通馬連票数 計１０６５４８３ 的中 �� １３７７９８（２番人気）
馬単票数 計１０３３７６９ 的中 �� ４４９０５（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７５９９１ 的中 �� ２６２１７（２番人気）�� １５２５９（４番人気）�� ４３６２６（１番人気）
３連複票数 計１３６０８００ 的中 ��� １４７８７４（１番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．８―１１．３―１２．３―１２．３―１２．７―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．２―３４．５―４６．８―５９．１―１：１１．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ソリッドエビデンス �
�
父 Gulch �

�
母父 Storm Bird デビュー ２００４．２．２２ 東京６着

２００１．５．４生 牡５鹿 母 Line of Thunder 母母 Shoot a Line １３戦３勝 賞金 ２５，０４０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メジャープラネット号は，平成１８年５月１５日まで平地競走に出走できない。
〔３走成績による出走制限〕 ウォーターゾラ号は，平成１８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） １頭 ホッコーランチャー号
（非抽選馬） ３頭 ファインスティール号・ホクザンアスリート号・マジックミラージュ号
※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。



０９０８０ ４月１５日 小雨 稍重 （１８阪神２）第７日 第８競走 ��
��１，８００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時５５分 （ダート・右）
４歳１，０００・５歳以上２，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減，１８．３．１８以降４歳
１，０００・５歳以上２，０００万円以下の条件以上の一般競走の１着馬は１�増，特別競走の１
着馬は２�増
本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

５１０ クリアヴィジョン 牡５栗 ５７ 福永 祐一吉田 勝己氏 瀬戸口 勉 早来 ノーザンファーム ４５４－ ６１：５１．３ ５８．５�

７１４� ナリタプレリュード 牡４黒鹿５７ 渡辺 薫彦山路 秀則氏 沖 芳夫 三石 鳥井牧場 ４９０＋１０１：５１．５１� ５．１�
６１１�	 コスモアブソルート 牡４黒鹿５７ 岩田 康誠岡田美佐子氏 飯田 雄三 新冠 八木農場 ４９６＋ ６ 〃 アタマ ３．０�
１１ � セフティーローレル 牡５鹿 ５７ 河北 通池田 實氏 小野 幸治 静内 フジワラフアーム ４７４± ０１：５１．６クビ ３３．５�
８１６ チーフシャトー 牡４芦 ５７ 田中 学円城 和男氏 境 直行 静内 マツケン農場 ４８０＋ ２１：５１．７
 ９３．９�

（兵庫）

１２ ダイナミックエース 牡６黒鹿５７ 川原 正一小川 勲氏 目野 哲也 静内 キヨタケ牧場 ５０８± ０１：５２．１２� １９．４�
（兵庫）

２３ � エイシンロンバード 牡４栗 ５７ 安藤 勝己平井 豊光氏 湯浅 三郎 米
Brilliant Stables,
Inc., Morris Brothers
& Elliott Walden

B４９６＋ ４ 〃 ハナ １１．８�
２４ � サクラギャラクシー 牡６鹿 ５７ 幸 英明	さくらコマース清水 出美 静内 谷岡牧場 ４６８－ ２１：５２．３１ ８．６

４８  ロードライジング 牡５青鹿５７ 吉原 寛人 	ロードホースクラブ 森 秀行 鵡川 東振牧場 ５０４＋１０１：５２．５１� １６７．７�

（金沢）

４７ ユースフルデイズ 牡４黒鹿５７ 後藤 浩輝 �社台レースホース二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ４９４－ ６１：５２．６クビ １１．０
７１３ ビッグクラウン 牡５青鹿５７ 武 豊�ビッグ 南井 克巳 門別 下河辺牧場 ５０８＋ ６１：５２．７� ３．９�
３６  フミノトップヘイロ 牡８鹿 ５７ 本田 優谷 二氏 西浦 勝一 浦河 斉藤 英 B４６８± ０ 〃 クビ ８１．７�
６１２	 セレスクラブ 牡４鹿 ５７ 小牧 太岡 浩二氏 鮫島 一歩 浦河 村下牧場 ４７４＋ ２１：５２．８クビ ９６．１�
３５ タマモゴーアップ 牡６栗 ５７ 藤岡 佑介タマモ	 五十嵐忠男 新冠 新冠伊藤牧場 ５１０＋１４ 〃 クビ １７２．１�
８１５ サンライズボクサー 牡４鹿 ５７ 安部 幸夫松岡 隆雄氏 福永 甲 浦河 アイオイファーム ４６８＋ ６１：５２．９� １６６．４�

（愛知）

５９ � スペシャリスト 牡４青鹿５７ 四位 洋文ジョイ・レースホース	 崎山 博樹 浦河 富田牧場 ４８０± ０１：５３．２１
 ４８．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，０４１，５００円 複勝： ３７，８３４，７００円 枠連： ４４，８２９，８００円

普通馬連： １２７，１８６，９００円 馬単： １１２，１５７，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，１９０，２００円

３連複： １７８，００１，７００円 ３連単： 発売なし 計： ５５８，２４２，４００円

払 戻 金

単 勝 � ５，８５０円 複 勝 � １，３９０円 � ２１０円 � １３０円 枠 連（５－７） ３，８６０円

普通馬連 �� １６，９６０円 馬 単 �� ５６，０１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５，９１０円 �� ２，９５０円 �� ３３０円

３ 連 複 ��� １６，６８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４０４１５ 的中 � ３２３９（１０番人気）
複勝票数 計 ３７８３４７ 的中 � ４５８２（１１番人気）� ４４７００（３番人気）� １１０８８８（１番人気）
枠連票数 計 ４４８２９８ 的中 （５－７） ８５８６（１２番人気）
普通馬連票数 計１２７１８６９ 的中 �� ５５３６（３７番人気）
馬単票数 計１１２１５７６ 的中 �� １４７８（９６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４１９０２ 的中 �� １３０１（４７番人気）�� ２６３７（２８番人気）�� ２９８０２（２番人気）
３連複票数 計１７８００１７ 的中 ��� ７８７８（４８番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．８―１２．４―１２．５―１２．１―１２．６―１２．９―１２．５―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．５―３５．９―４８．４―１：００．５―１：１３．１―１：２６．０―１：３８．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．８―３F３８．２
１
３

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

勝馬の
紹 介

クリアヴィジョン �
�
父 エンドスウィープ �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー ２００３．１０．５ 阪神１着

２００１．３．１９生 牡５栗 母 クリアカット 母母 サクラハゴロモ ２７戦４勝 賞金 ４７，９９６，０００円
※サクラギャラクシー号は，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，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０９０８１ ４月１５日 雨 稍重 （１８阪神２）第７日 第９競走 ��
��１，２００�れ ん げ 賞

発走１４時３０分 （芝・右）

３歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 １０，０００，０００円 ４，０００，０００円 ２，５００，０００円 １，５００，０００円 １，０００，０００円
付 加 賞 ３５７，０００円 １０２，０００円 ５１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．１
１：０６．５

良

良

１１ プリムローズヒル 牝３鹿 ５４ 幸 英明�下河辺牧場 松元 省一 門別 下河辺牧場 ４４８± ０１：１０．６ ２．９�

４８ � キルシュワッサー 牝３栗 ５４ 岩田 康誠 �天羽�治牧場 長浜 博之 門別 天羽 禮治 ４７６± ０１：１０．９２ ２．８�
１２ � マルノサプライズ 牡３栗 ５６ 太宰 啓介西野 定榮氏 沖 芳夫 門別 五十嵐牧場 ４２６－ ６１：１１．５３	 ２２．４�
２３ 
 アンクルストロング 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己塚本 能交氏 田島 良保 米 Dinwiddie

Farm ４８２－ ６ 〃 クビ １０．０�
４７ フミノサチヒメ 牝３栗 ５４ 本田 優谷 二氏 西浦 勝一 浦河 谷口牧場 ４２０－ ６１：１１．６	 ４６．２�
６１１� マルカシリウス 牡３鹿 ５６ 福永 祐一河長産業� 瀬戸口 勉 千歳 社台ファーム ５００－ ６１：１１．８１� １３．０	
３５ ビッグカポネ 牡３鹿 ５６ 上村 洋行�ビッグ 中尾 正 門別 下河辺牧場 ４４６＋ ４１：１２．１２ １４．４

７１３� ユ キ ー ナ 牝３栗 ５４ 秋山真一郎�前川企画 石坂 正 門別 浜本牧場 ４２２－ ４１：１２．２	 １２．２�
８１５� フジヤマスウィープ 牡３鹿 ５６ 吉原 寛人藤本 龍也氏 森 秀行 千歳 社台ファーム ４９６－ ２１：１２．３クビ ２０．８�

（金沢）

８１６ チアズガディス 牝３栗 ５４ 池添 謙一北村キヨ子氏 山内 研二 門別 ナカノファーム ４１６－ ４ 〃 クビ １３０．２
３６ � ハードバクシンオー 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介津田 一男氏 西橋 豊治 三石 本桐牧場 ４６８± ０１：１２．４クビ ２０６．０�
６１２ アグネスカーン 牡３栗 ５６ 渡辺 薫彦渡辺 孝男氏 浜田 光正 浦河 高昭牧場 ４３８＋ ２１：１２．６１	 ２７．４�
７１４� スカイノミツキ 牝３栗 ５４ 四位 洋文江 賦晨氏 大久保龍志 浦河 吉田 隆 B４４４－ ２１：１２．７	 ２１．０�
５９ エイシンチャーム 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝平井 豊光氏 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ４０２－１４１：１２．８	 ７９．４�
５１０� ヤマカツウェーブ 牡３鹿 ５６ 田中 学山田 和夫氏 岡田 利一 浦河 北俣 益男 ４７２＋ ８１：１２．９クビ ４７６．４�

（兵庫） （兵庫）

２４ � コーワティアラ 牝３青 ５４ 飯田 祐史佐野 信幸氏 松野 勝己 鵡川 市川牧場 ４０６－ ４１：１３．９６ ４０４．５�
（金沢）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，８９７，７００円 複勝： ３５，９１１，９００円 枠連： ４１，０９４，３００円

普通馬連： １５７，７１３，５００円 馬単： １１７，１７３，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，８２８，４００円

３連複： １４３，９７８，８００円 ３連単： ３４８，９２３，９００円 計： ９０７，５２１，６００円

払 戻 金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １３０円 � １３０円 � ３８０円 枠 連（１－４） ３８０円

普通馬連 �� ４１０円 馬 単 �� ７８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １９０円 �� ９３０円 �� ９３０円

３ 連 複 ��� ２，３６０円 ３ 連 単 ��� ８，２６０円

票 数

単勝票数 計 ２６８９７７ 的中 � ７３７３３（２番人気）
複勝票数 計 ３５９１１９ 的中 � ８７７２１（２番人気）� ９２２８０（１番人気）� １５１８６（８番人気）
枠連票数 計 ４１０９４３ 的中 （１－４） ８１８８４（１番人気）
普通馬連票数 計１５７７１３５ 的中 �� ２９００６８（１番人気）
馬単票数 計１１７１７３１ 的中 �� １１１８３４（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５８２８４ 的中 �� ６０５６９（１番人気）�� ８１５５（１１番人気）�� ８１１８（１２番人気）
３連複票数 計１４３９７８８ 的中 ��� ４５１０２（６番人気）
３連単票数 計３４８９２３９ 的中 ��� ３１１８５（１５番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．２―１１．６―１２．１―１１．３―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．６―３５．２―４７．３―５８．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プリムローズヒル �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 ラストタイクーン デビュー ２００６．２．１２ 京都１着

２００３．２．９生 牝３鹿 母 フサイチワールド 母母 ロイヤルコスマー ４戦２勝 賞金 １８，８５７，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コーワティアラ号は，平成１８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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 エイシンラビアン号
※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。



０９０８２ ４月１５日 雨 稍重 （１８阪神２）第７日 第１０競走 ��
��２，０００�

な ん ば

難波ステークス
発走１５時０５分 （芝・右）
４歳１，６００・５歳以上３，２００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減，１８．３．１８以降４歳
１，６００・５歳以上３，２００万円以下の条件以上の特別競走の１着馬は１�増

賞 品
本 賞 １８，３００，０００円 ７，３００，０００円 ４，６００，０００円 ２，７００，０００円 １，８３０，０００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

１：５８．１
１：５６．４

良

良

３４ タガノナポレオン 牡７青鹿５７ 池添 謙一八木 良司氏 小原伊佐美 浦河 斉藤 政志 ４９２－ ２２：０３．０ ９．２�

５８ � タイガーカフェ 牡７黒鹿５７ 後藤 浩輝西川 光一氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４９０－１４ 〃 クビ ６．４�
５７ � ピカレスクコート 牡４鹿 ５７ 四位 洋文金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 浦河 岡崎牧場 ５０４＋ ８２：０３．２１� １４．１�
７１２	 トウカイラブ 牝６鹿 ５５ 幸 英明内村 正則氏 松元 省一 門別 福満牧場 ４８２－ ２ 〃 ハナ ３３．５�
２２ 	 ホッコーパドゥシャ 牡４黒鹿５７ 上村 洋行矢部 幸一氏 浜田 光正 鵡川 片山 幹雄 ４８０－ ２２：０３．３
 １４．９�
４５ ジョウノビクトリア 牝４栗 ５５ 福永 祐一小川 義勝氏 森 秀行 門別 三城牧場 ４８４＋ ６２：０３．５１ ２１．３�
８１３� ロードアンセム 牡４栗 ５７ 小牧 太 �ロードホースクラブ 池江 泰郎 門別 日高大洋牧場 ４９０± ０ 〃 ハナ ４．１	
１１ � コスモインペリアル 牡６鹿 ５７ 田中 学岡田美佐子氏 清水 利章 様似 富田 恭司 ４８８－１２ 〃 ハナ ３５．３


（兵庫）

６９ � テイエムテンライ 牡６鹿 ５７ 小池 隆生竹園 正繼氏 岩元 市三 追分 追分ファーム ４９８－ ２２：０３．６クビ ２５．４�
７１１ ゴージャスディナー 牡５鹿 ５７ 川原 正一臼田 浩義氏 瀬戸口 勉 千歳 社台ファーム ４７０± ０２：０３．８１� ５．７�

（兵庫）

６１０ マルブツシルヴァー 牡４芦 ５７ 武 豊大澤 毅氏 加用 正 浦河 大島牧場 ５２６－ ２２：０４．０１ ５．３
４６ 	 ダイタクアルビン 牡６黒鹿５７ 石橋 守小林 昌志氏 福島 信晴 平取 雅 牧場 ４７６－ ４２：０４．３１� ９５．３�
８１４ トーセンハピネス 牝４鹿 ５５ 岩田 康誠島川 �哉氏 大久保龍志 静内 岡田スタツド ４４２＋ ４ 〃 クビ １４．８�
３３ セイウンニムカウ 牡４鹿 ５７ 吉原 寛人西山 茂行氏 上原 博之 三石 折手牧場 B４９８－ ８２：０９．０大差 ４４．１�

（金沢）

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２９，７４２，１００円 複勝： ５１，５４４，１００円 枠連： ５０，７２７，３００円

普通馬連： ２３６，２０８，３００円 馬単： １４７，７７５，３００円 ワイド【拡大馬連】： ４９，２５１，５００円

３連複： ２０７，７０４，９００円 ３連単： ４４７，０５４，１００円 計： １，２２０，００７，６００円

払 戻 金

単 勝 � ９２０円 複 勝 � ４００円 � ２２０円 � ４３０円 枠 連（３－５） ２，０３０円

普通馬連 �� ３，０６０円 馬 単 �� ６，９３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０４０円 �� ２，８５０円 �� １，６００円

３ 連 複 ��� １７，９７０円 ３ 連 単 ��� ８２，９６０円

票 数

単勝票数 計 ２９７４２１ 的中 � ２５５７９（５番人気）
複勝票数 計 ５１５４４１ 的中 � ３１９４９（６番人気）� ７１８３６（２番人気）� ２８８９４（７番人気）
枠連票数 計 ５０７２７３ 的中 （３－５） １８４８１（９番人気）
普通馬連票数 計２３６２０８３ 的中 �� ５６９９６（１０番人気）
馬単票数 計１４７７７５３ 的中 �� １５７４１（２２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４９２５１５ 的中 �� １２０４７（９番人気）�� ４１６１（４２番人気）�� ７５６７（１８番人気）
３連複票数 計２０７７０４９ 的中 ��� ８５３２（６３番人気）
３連単票数 計４４７０５４１ 的中 ��� ３９７７（２６５番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．９―１２．５―１２．０―１２．８―１３．１―１３．４―１２．０―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．２―２２．９―３４．８―４７．３―５９．３―１：１２．１―１：２５．２―１：３８．６―１：５０．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タガノナポレオン �
�
父 ジェイドロバリー �

�
母父 Wassl デビュー ２００２．１．６ 京都１着

１９９９．４．１０生 牡７青鹿 母 タガノワッスル 母母 ワ ラ ダ ー ２１戦６勝 賞金 ９１，７７８，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セイウンニムカウ号は，平成１８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。



０９０８３ ４月１５日 雨 稍重 （１８阪神２）第７日 第１１競走 ��
��１，６００�第３７回読売マイラーズカップ（ＧⅡ）

発走１５時４５分 （芝・右）
４歳以上；負担重量は，５７�，牝馬２�減，１７．４．１６以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除
く）１着馬２�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�
増，１７．４．１５以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�増（ただし２歳時の成績を
除く）

読売新聞社賞（１着）
賞 品

本 賞 ６０，０００，０００円 ２４，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，０００，０００円 ６，０００，０００円
付 加 賞 ７８４，０００円 ２２４，０００円 １１２，０００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
きゅう務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：３１．９
１：３１．５

良

良

８１１ ダイワメジャー 牡５栗 ５８ 安藤 勝己大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ５３０－ ４１：３６．２ １．８�

６６ ダンスインザムード 牝５青鹿５５ 武 豊 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４７４＋ ２１：３６．３� ４．５�
３３ ディアデラノビア 牝４栗 ５５ 岩田 康誠 �キャロットファーム 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ４２８＋ ６１：３６．５１� １０．０�
７８ 	 ニューベリー 牡８鹿 ５７ 柴原 央明近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ５０８＋ ６１：３６．６� ２３．５�
４４

	


� プリサイスマシーン 牡７鹿 ５７ 後藤 浩輝池谷 誠一氏 萩原 清 白老 白老ファーム ４８０± ０ 〃 ハナ ６．２�

２２ ミスティックエイジ 牡５鹿 ５７ 小牧 太ジョイ・レースホース� 飯田 雄三 三石 乾 皆雄 ４８６＋ ６１：３６．８１ ４７．４	
５５ ア ル ビ レ オ 牡６鹿 ５７ 福永 祐一 �サンデーレーシング 白井 寿昭 白老 白老ファーム ４８６－ ２１：３６．９� ２６．１

８１０ ローエングリン 牡７栗 ５８ 四位 洋文 �社台レースホース伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４８８－１０１：３７．２２ １３．２�
７９ 
 マイネルハーティー 牡４青鹿５７ 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 鵡川 市川牧場 ４９２＋ ６１：３７．６２� ５８．７�
６７ アグネススペシャル 牡９栗 ５７ 藤岡 佑介渡辺 孝男氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム ４３２－ ２１：３８．２３� ３７３．２
１１ ラントゥザフリーズ 牡６鹿 ５７ 池添 謙一深見 富朗氏 山内 研二 門別 豊郷牧場 ４９６－ ４１：３９．０５ ２０８．１�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ９２，２４３，０００円 複勝： １１２，４７２，７００円 枠連： ８４，６７７，９００円

普通馬連： ６２２，３６３，３００円 馬単： ４７９，７２３，０００円 ワイド【拡大馬連】： １２６，４３４，８００円

３連複： ４７７，２０１，７００円 ３連単： １，４７２，４５５，３００円 計： ３，４６７，５７１，７００円

払 戻 金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � １４０円 � ２００円 枠 連（６－８） ３３０円

普通馬連 �� ３７０円 馬 単 �� ５５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １９０円 �� ３４０円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� ９２０円 ３ 連 単 ��� ２，４５０円

票 数

単勝票数 計 ９２２４３０ 的中 � ４２０９０１（１番人気）
複勝票数 計１１２４７２７ 的中 � ４１２７５６（１番人気）� １９０３６５（２番人気）� ９９０１６（４番人気）
枠連票数 計 ８４６７７９ 的中 （６－８） １９３８８６（１番人気）
普通馬連票数 計６２２３６３３ 的中 �� １２６５７１８（１番人気）
馬単票数 計４７９７２３０ 的中 �� ６５０８３６（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１２６４３４８ 的中 �� ２０９４８６（１番人気）�� ８７３７１（３番人気）�� ４７２７１（８番人気）
３連複票数 計４７７２０１７ 的中 ��� ３８４３２０（２番人気）
３連単票数 計１４７２４５５３ 的中 ��� ４４４８１１（３番人気）

ハロンタイム １３．２―１１．５―１２．０―１２．５―１２．１―１１．７―１１．３―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１３．２―２４．７―３６．７―４９．２―１：０１．３―１：１３．０―１：２４．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．０―３F３４．９

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

勝馬の
紹 介

ダイワメジャー �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００３．１２．２８ 中山２着

２００１．４．８生 牡５栗 母 スカーレットブーケ 母母 スカーレツトインク １５戦４勝 賞金 ３４６，３６８，０００円



０９０８４ ４月１５日 雨 稍重 （１８阪神２）第７日 第１２競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１６時２０分 （ダート・右）

４歳１，０００・５歳以上２，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減，１８．３．１８以降４歳
１，０００・５歳以上２，０００万円以下の条件以上の一般競走の１着馬は１�増，特別競走の１
着馬は２�増
本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．７
１：０９．１

重

不良

８１４ タニノローゼ 牝４栗 ５５ 岩田 康誠谷水 雄三氏 松田 国英 静内 カントリー牧場 B４７６± ０１：１１．２ ２６．２�

４６ � マ ル ト ク 牝５栗 ５５ 武 豊高浦 正雄氏 梅田 康雄 新冠 竹中 進一 ４６８＋ ４ 〃 アタマ １．５�
５７ � シンキッカー 牡４鹿 ５７ 藤岡 佑介星野 壽市氏 梅内 忍 三石 前川 隆則 ４７２－ ２１：１１．８３� ３２．５�
３４ �� ナムラカイソク 牡６黒鹿５７ 石橋 守奈村 信重氏 河内 洋 門別 新井 弘幸 ４６４± ０１：１２．１１� １０．１�
４５ ユーセイハヤトオー 	５鹿 ５７ 小池 隆生�アサヒクラブ 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 ４８０－ ４ 〃 クビ １９５．９�
２２ カシノコールミー 牝７鹿 ５５ 須貝 尚介柏木 務氏 須貝 彦三 鹿児島 柏木 務 ５００± ０ 〃 クビ ５４．８�
３３ � スリーロケット 牡６鹿 ５７ 渡辺 薫彦永井商事	 西橋 豊治 静内 岡野牧場 ５１８＋１２ 〃 アタマ １２７．２

５８ � ビッグホワイト 牡４芦 ５７ 上村 洋行�ビッグ 中尾 正 門別 下河辺牧場 ４８４－ ２１：１２．２クビ ５８．８�
７１１ ウォーターオーレ 牡４青鹿５７ 池添 謙一山岡 良一氏 鮫島 一歩 静内 多田 正弘 ５２６－ ２１：１２．３� ６．５�
６９

�
�

 ネオマックイーン 牝９芦 ５５ 川原 正一朝見 巌氏 佐々木晶三 門別 庄野牧場 ４３８－ ２ 〃 クビ ５４．０

（兵庫）

８１３� ワキノグレイト 牡６鹿 ５７
５４ ▲上野 翔脇山 良之氏 大根田裕之 浦河 日田牧場 ４９６－ ２１：１２．５１� １７．３�

７１２ ゴールドイモン 牡４黒鹿５７ 太宰 啓介井門 敏雄氏 柴田 光陽 新冠 須崎牧場 B４９２－ ２ 〃 アタマ １３．６�
１１ � スカイノヒーロ 牡５黒鹿５７ 幸 英明江 賦晨氏 大久保龍志 三石 三石川上牧場 ４９６＋ ４１：１２．８１� ２９．０�
６１０ アイファーペガサス 牝５黒鹿５５ 安部 幸夫中島 稔氏 福永 甲 新冠 八木サニー

ファーム ４７０－ ６１：１３．４３� ３９８．９�
（愛知）

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３４，９２４，９００円 複勝： ３４，５３９，４００円 枠連： ５２，８１０，９００円

普通馬連： １９５，０８３，８００円 馬単： １８３，８４４，７００円 ワイド【拡大馬連】： ４５，４８１，５００円

３連複： １７５，０１２，４００円 ３連単： ４８８，７２０，６００円 計： １，２１０，４１８，２００円

払 戻 金

単 勝 � ２，６２０円 複 勝 � ４００円 � １１０円 � ４５０円 枠 連（４－８） ４７０円

普通馬連 �� １，７１０円 馬 単 �� ５，６７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７５０円 �� ７，０００円 �� ８６０円

３ 連 複 ��� １４，０８０円 ３ 連 単 ��� １２７，０９０円

票 数

単勝票数 計 ３４９２４９ 的中 � １０５１５（６番人気）
複勝票数 計 ３４５３９４ 的中 � １４８０９（６番人気）� １４５３４９（１番人気）� １２９１７（８番人気）
枠連票数 計 ５２８１０９ 的中 （４－８） ８２９２７（２番人気）
普通馬連票数 計１９５０８３８ 的中 �� ８４２３８（６番人気）
馬単票数 計１８３８４４７ 的中 �� ２３９７０（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４５４８１５ 的中 �� １５６４６（７番人気）�� １５０８（５１番人気）�� １３４１９（９番人気）
３連複票数 計１７５０１２４ 的中 ��� ９１７６（４１番人気）
３連単票数 計４８８７２０６ 的中 ��� ２８３８（２７７番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１１．５―１１．６―１２．０―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．５―３５．０―４６．６―５８．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タニノローゼ �
�
父 ジ ェ ネ ラ ス �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００５．１．１０ 京都７着

２００２．４．２６生 牝４栗 母 タニノホロホロ 母母 タニノターゲット １５戦３勝 賞金 ３０，１５０，０００円
※アイファーペガサス号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



（１８阪神２）第７日 ４月１５日（土曜日） 雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良後稍重
良後稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １７９頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
父内国産馬奨励賞
市場取引馬奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
き ゅ う 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
き ゅ う 務 員 手 当

２８６，７７０，０００円
４，２００，０００円
１２，３２０，０００円
１，４００，０００円
６８０，０００円
２，０７０，０００円
３０，２７０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６２，５８６，０００円
４，８４１，０００円
１，８０７，９００円

勝馬投票券売得金
３３６，６００，７００円
４２５，９０７，６００円
４３９，５０６，０００円
１，８９４，８５２，５００円
１，６２０，８４２，６００円
４３９，１５２，２００円
１，９４２，０２６，２００円
２，７５７，１５３，９００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 ９，８５６，０４１，７００円

総入場人員 １７，７４２名 （有料入場人員 １６，８３２名）




