
０９０３７ ４月６日 晴 良 （２０阪神２）第４日 第１競走 １，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時１０分 （ダート・右）

若手騎手，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

４６ シルクダイナスティ 牡３栗 ５６
５３ ▲船曳 文士有限会社シルク加用 正 新冠 �渡 信義 ４６０－ ４１：５４．２ ３．３�

４５ オ コ リ ン ボ 牝３鹿 ５４ 中村 将之小田切有一氏 谷 潔 門別 浦新牧場 ４０４－ ２１：５４．９４ ４．７�
８１３ キョウタロウ 牡３鹿 ５６ 上野 翔菅藤 宗一氏 目野 哲也 門別 野口牧場 ５３６ ―１：５５．３２� １５４．５�
５８ エバーアップワード 牡３鹿 ５６

５４ △藤岡 康太橋場 勇二氏 宮 徹 静内 岡田牧場 ４９０－１２１：５５．４� ８．２�
７１２ ローレルオーラ 牡３青鹿 ５６

５４ △浜中 俊 �ローレルレーシング 坂口 正大 静内 カタオカステーブル ４７０ ―１：５５．５� １４．６�
５７ シゲルフセルト 牡３鹿 ５６

５３ ▲田中 健森中 蕃氏 川村 禎彦 静内 石川 栄一 ４４６± ０１：５５．６� ８．８	
６１０ マイソールガイ 牡３栃栗５６ 生野 賢一五影 隆則氏 南井 克巳 静内 フジワラフアーム ４４８＋ ３１：５６．１３ １０１．３

３３ ハルカノタカ 牡３鹿 ５６ 岩崎 祐己河内 孝夫氏 藤岡 健一 浦河 有限会社

吉田ファーム ４４６± ０１：５６．４２ ２２．１�
２２ デンコウマーチン 牡３栗 ５６

５３ ▲田中 克典田中 康弘氏 坂口 正則 新冠 メイタイ牧場 ４７８＋ ４１：５６．６� ９２．０�
１１ メイショウヘディン 牡３鹿 ５６

５３ ▲大江原 圭松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 村中牧場 B４４４＋ ６ 〃 ハナ ８４．６
７１１ ブレイジングスター 牝３鹿 ５４

５１ ▲大下 智�辻牧場 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 ４１４－ ２１：５６．７� ５．６�
６９ マイネルザパーム 牡３栗 ５６ 北村 浩平 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鮫島 一歩 三石 パラダイス・
ファーム ４５６－ ２１：５６．８� ６．５�

８１４ ラピドフレチャ 牡３黒鹿５６ 柴原 央明冨沢 敦子氏 崎山 博樹 門別 藤本 友則 ４６８－ ６１：５７．０１� ５８．１�
３４ スワヤマパレード 牡３鹿 ５６

５３ ▲田村 太雅井堂 孝純氏 岩元 市三 浦河 大西ファーム ４５４－ ６１：５７．７４ ２００．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １４，８９９，９００円 複勝： １７，７６３，４００円 枠連： １８，０７５，４００円

普通馬連： ６１，３９０，１００円 馬単： ５７，３７６，１００円 ワイド【拡大馬連】： １８，５１７，４００円

３連複： ９６，７３１，９００円 ３連単： 発売なし 計： ２８４，７５４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １６０円 � １８０円 � ３，７９０円 枠 連（４－４） １，０３０円

普通馬連 �� ９９０円 馬 単 �� １，７４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３８０円 �� １２，３９０円 �� １０，１５０円

３ 連 複 ��� ６５，２００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １４８９９９ 的中 � ３６１９９（１番人気）
複勝票数 計 １７７６３４ 的中 � ３５３２３（１番人気）� ３０７９１（２番人気）� ８１３（１４番人気）
枠連票数 計 １８０７５４ 的中 （４－４） １３０７６（５番人気）
普通馬連票数 計 ６１３９０１ 的中 �� ４６２１４（１番人気）
馬単票数 計 ５７３７６１ 的中 �� ２４４１２（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８５１７４ 的中 �� １３７７８（１番人気）�� ３４１（６４番人気）�� ４１７（５９番人気）
３連複票数 計 ９６７３１９ 的中 ��� １０９５（１１４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．０―３７．３―５０．０―１：０２．８―１：１５．４―１：２８．０―１：４０．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．４―３F３８．８
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

シルクダイナスティ �
�
父 カリズマティック �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００８．３．２３ 阪神８着

２００５．３．２２生 牡３栗 母 クイーンオブタイム 母母 ロイヤルシルキー ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
※ハルカノタカ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



０９０３８ ４月６日 晴 良 （２０阪神２）第４日 第２競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時４０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：０９．７
１：０９．１

重

不良

５８ モ モ フ ク 牝３栗 ５４
５１ ▲船曳 文士大澤 毅氏 加用 正 浦河 松田 憲一 ４７８ ―１：１２．９ ６６．１�

３４ セイウンメイリー 牝３栗 ５４ 岩田 康誠西山 茂行氏 浅見 秀一 浦河 宮内牧場 ４７６ ―１：１３．５３� ５．３�
４６ チャームナデシコ 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦タマモ� 木原 一良 静内 野坂牧場 ４５８± ０１：１３．６� ９４．７�
５７ マジックディーヴァ 牝３黒鹿５４ 武 豊 �サンデーレーシング 石坂 正 早来 ノーザンファーム ４８６－ ２１：１３．８１� ３．０�
１１ レディショコラ 牝３黒鹿５４ 藤岡 佑介 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 三石 ケイアイファーム ４６８ ― 〃 クビ ９．５�
４５ クリプトグレン 牝３栗 ５４ 千田 輝彦 �杵臼斉藤牧場 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 ４８２ ―１：１３．９クビ １７．０	
２２ ブランチブルック 牝３青鹿５４ 田島 裕和 �キャロットファーム 藤沢 則雄 早来 ノーザンファーム ４６０＋１４ 〃 クビ １１．０

３３ テ レ パ シ ー 牝３鹿 ５４ 幸 英明栗嶋 豊明氏 境 直行 門別 道見牧場 ４３８－ ４１：１４．０クビ ３．２�
６１０ サ ル ラ 牝３黒鹿５４ 佐藤 哲三北山 敏�氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム ４６８ ― 〃 クビ １４４．３
８１３ タガノステラマリス 牝３栗 ５４ 橋本 美純八木 良司氏 北出 成人 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ３９２ ―１：１４．３１� ２６７．２�
７１２ インターレース 牝３栗 ５４

５１ ▲田中 克典吉田 和美氏 吉田 直弘 浦河 有限会社
松田牧場 ４１０＋ ２１：１４．４� ８．７�

６９ メイショウカツラギ 牝３鹿 ５４ 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 成忠 静内 塚尾牧場 ４５４ ―１：１５．０３� ２０６．８�
８１４ コンゴウマライカ 牝３栗 ５４ 武 英智金岡 久夫氏 山内 研二 三石 土田 扶美子 ４９２ ―１：１５．７４ ２７０．５�
７１１ ホウザンショーコ 牝３鹿 ５４ 野元 昭嘉神田 通博氏 野元 昭 浦河 斉藤 英 ４４６＋１４１：１８．１大差 ２９７．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １９，１５１，３００円 複勝： ３２，０９９，８００円 枠連： １９，２５９，５００円

普通馬連： ６９，４４３，６００円 馬単： ７５，００８，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，０４１，１００円

３連複： １１４，７５２，７００円 ３連単： 発売なし 計： ３５２，７５６，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６，６１０円 複 勝 � １，６４０円 � ２８０円 � ２，１３０円 枠 連（３－５） ２７０円

普通馬連 �� １５，２９０円 馬 単 �� ４０，８００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５，１５０円 �� １５，８７０円 �� ５，６７０円

３ 連 複 ��� １３９，２９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９１５１３ 的中 � ２２８５（８番人気）
複勝票数 計 ３２０９９８ 的中 � ４７１６（８番人気）� ３５７５７（４番人気）� ３５７４（９番人気）
枠連票数 計 １９２５９５ 的中 （３－５） ５４５８３（１番人気）
普通馬連票数 計 ６９４４３６ 的中 �� ３３５４（２６番人気）
馬単票数 計 ７５００８１ 的中 �� １３５７（５９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３０４１１ 的中 �� １１０６（３１番人気）�� ３５５（５５番人気）�� １００３（３３番人気）
３連複票数 計１１４７５２７ 的中 ��� ６０８（１３４番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．１―１２．３―１２．４―１２．０―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．３―３５．６―４８．０―１：００．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モ モ フ ク �
�
父 アラムシャー �

�
母父 ブライアンズタイム 初出走

２００５．３．２５生 牝３栗 母 ロンドンチェルシー 母母 マルブツロンリー １戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ホウザンショーコ号は，平成２０年５月６日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 アグネスシャイン号（疾病〔感冒〕のため）・ニシノエアロ号（疾病〔左肩跛行〕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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 ダーティーマネー号・ネヴァノウ号



０９０３９ ４月６日 晴 良 （２０阪神２）第４日 第３競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１１時１０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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

２４ ブレイクオンスルー 牡３黒鹿５６ 武 豊飯田 正剛氏 平田 修 静内 千代田牧場 ５１２－ ６１：２５．２ ２．０�

１１ マルブツエンペラー 牡３青 ５６
５３ ▲船曳 文士大澤 毅氏 加用 正 浦河 松田 憲一 ４４２－ ２１：２６．２６ １１．５�

５１０ ダノンアスカ 牡３青鹿５６ 小牧 太�ダノックス 沖 芳夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９０ ―１：２６．３� ３．２�
８１５ ア ー ラ 牝３鹿 ５４

５２ △浜中 俊 �ノースヒルズマネ
ジメント 西橋 豊治 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４２＋ ６１：２６．７２� ２７．２�

７１３ スマートリーズン 牡３黒鹿 ５６
５４ △藤岡 康太大川 徹氏 宮 徹 三石 萩澤 俊雄 ４９０ ―１：２６．９１� １０．６�

８１６ シ ュ ン ロ ク 牡３黒鹿 ５６
５３ ▲田中 健石川 博氏 川村 禎彦 新冠 ベルモント

ファーム ４７６ ―１：２７．２１� １０５．３	
４８ ライトニングラン 牡３栗 ５６ 武 幸四郎 �ノースヒルズマネ

ジメント 武 邦彦 三石 土居 忠吉 ５１８ ―１：２７．４１� ９１．３

７１４ イ チ ト ク 牡３鹿 ５６ 芹沢 純一高浦 正雄氏 梅田 康雄 新冠 竹中牧場 ４８２－２０１：２７．８２� ２８６．１�
６１１ メイショウリビエラ 牝３鹿 ５４ 幸 英明松本 好雄氏 高橋 成忠 門別 日西牧場 ４８０－ ２１：２７．９� １３７．１�
１２ タイセイトゥルース 牡３鹿 ５６ 和田 竜二田中 成奉氏 宮本 博 千歳 社台ファーム ４５２＋１６ 〃 アタマ ２８．６
４７ マ サ マ ロ 牡３芦 ５６ 中村 将之萬納寺正清氏 松永 昌博 門別 下河辺牧場 ４１４＋ ６１：２８．１１� １８５．４�
５９ ニシノボイジャー 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦西山 茂行氏 河内 洋 鵡川 西山牧場 ４６２ ―１：２８．２� ２４．８�
２３ タガノバンビーノ 牡３青鹿５６ 藤岡 佑介八木 良司氏 庄野 靖志 浦河 川越牧場 ４７２－ ４１：２８．４１� ２１．９�
３６ スーパーナイナー 牡３黒鹿５６ 松岡 正海長谷川兼美氏 小島 茂之 様似 スイートフアーム ５１２ ―１：２９．４６ １８．２�
３５ アミーゴシチー 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲大江原 圭 �友駿ホースクラブ 作田 誠二 静内 出羽牧場 ４２４－ ６１：２９．９３ ２１６．２�

（１５頭）
６１２ スペシャルサイオー 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠武田 茂男氏 藤沢 則雄 鵡川 ムカワベルモ

ントファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２０，７６４，７００円 複勝： ２４，７７０，３００円 枠連： ２０，２７５，７００円

普通馬連： ６９，５６３，８００円 馬単： ７２，２５９，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，７４１，７００円

３連複： １１３，０７８，５００円 ３連単： 発売なし 計： ３４４，４５４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １１０円 � １９０円 � １３０円 枠 連（１－２） ６８０円

普通馬連 �� １，０００円 馬 単 �� １，３５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３２０円 �� １７０円 �� ４９０円

３ 連 複 ��� ９２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２０７６４７ 的中 � ８４０６７（１番人気）
複勝票数 計 ２４７７０３ 的中 � １０２２４８（１番人気）� ２１１４７（３番人気）� ４４７０４（２番人気）
枠連票数 計 ２０２７５７ 的中 （１－２） ２２０８８（２番人気）
普通馬連票数 計 ６９５６３８ 的中 �� ５１３６０（２番人気）
馬単票数 計 ７２２５９６ 的中 �� ３９７４９（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３７４１７ 的中 �� １６９４６（２番人気）�� ４５９８７（１番人気）�� ９９６１（５番人気）
３連複票数 計１１３０７８５ 的中 ��� ９１２６４（１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．４―３５．２―４７．８―１：００．３―１：１２．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．０―３F３７．４
３ ４，５（１，９）１３（３，１０，１６）２，１５（６，１１）７－（８，１４） ４ ４（１，５，９，１０）（１３，１６）３，１５－（２，８）（１１，１４）６，７
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ブレイクオンスルー �
�
父 Belong to Me �

�
母父 Seeking the Gold デビュー ２００８．３．８ 阪神４着

２００５．３．２生 牡３黒鹿 母 ホームスイートホーム 母母 Our Country Place ２戦１勝 賞金 ６，１００，０００円
〔出走取消〕 スペシャルサイオー号は，疾病〔右肩跛行〕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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ４頭 シルクスピア号・ディリジェント号・メイショウルシェロ号・ロマンゴールド号



０９０４０ ４月６日 晴 良 （２０阪神２）第４日 第４競走 ��３，１４０�サラブレッド系障害４歳以上
発走１１時４０分 （ 芝 ）

４歳以上；負担重量は，４歳５９�５歳以上６０�，牝馬２�減，収得賞金７００万円毎１�
増，１９．３．３１以降未出走馬および未勝利馬１�減
本 賞 １５，０００，０００円 ６，０００，０００円 ３，８００，０００円 ２，３００，０００円 １，５００，０００円� コースレコード３：２７．９良

７１１ テイエムエース 牡５栗 ６０ 菊地 昇吾竹園 正繼氏 鹿戸 明 新冠 テイエム牧場新冠分場 ４８０＋ ４３：２８．３ ７．１�

５７ ゴールデンシャイン 牡４鹿 ５９ 西谷 誠�協栄 加用 正 門別 タバタファーム ４７４＋ ２３：２８．４� １．５�
６９ カネトシパワフル 牡５鹿 ６０ 熊沢 重文兼松 利男氏 矢作 芳人 浦河 高昭牧場 ４７８＋１２３：３１．２大差 ４９．７�
４５ マイビッグドリーム 牡７栗 ５９ 小坂 忠士小川 勲氏 武 宏平 浦河 安原 実 ４３２＋ ２３：３１．６２� ４０．１�
４４ トーセンエタニティ 牡８鹿 ６０ 金子 光希島川 �哉氏 斎藤 宏 静内 石川 栄一 ５４０＋ ８ 〃 クビ ２５．０�
２２ マルブツトップ 牡８栗 ６３

６０ ▲船曳 文士大澤 毅氏 加用 正 浦河 岡本牧場 ４９８－ ２３：３１．７� １８．９	
３３ クルワザード 牡６栗 ６０ 今村 康成 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 作田 誠二 静内 武岡牧場 ４５８± ０３：３２．０１� ６．１

６８ シゲルダンプウ 牡７青鹿６０ 小林慎一郎森中 蕃氏 須貝 彦三 静内 坂本 春信 ５５６＋ ４３：３２．３１� ５８．６�
１１ ペルフェット 牡８鹿 ５９ 高田 潤広尾レース� 吉田 直弘 静内 千代田牧場 ５１６－１２３：３２．６１� １２８．２�
７１０� メイショウハーデス 牡６栗 ６０ 植野 貴也松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 ４５６－ ２３：３２．７� ７３．５
８１２�� シゲルイサイダカ 牡５鹿 ６０ 金折 知則森中 蕃氏 坪 憲章 豪 Boxgrove

Pastoral Co ５２４－ ４３：３３．１２� １２．３�
５６ テイエムアラムシャ 	７鹿 ６１ 高井 彰大竹園 正繼氏 岩元 市三 新冠 アラキフアーム ５０８± ０３：３４．０５ ９９．０�
８１３� タガノハッスル 牡５鹿 ５９ 北沢 伸也八木 良司氏 小原伊佐美 浦河 斉藤 政志 ４８８－ ２３：３４．３２ ２１４．３�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １８，６２６，７００円 複勝： ２６，１７９，９００円 枠連： １７，０６７，１００円

普通馬連： ５９，７７０，７００円 馬単： ６９，７６４，９００円 ワイド【拡大馬連】： １９，１３９，６００円

３連複： １１１，４７７，７００円 ３連単： 発売なし 計： ３２２，０２６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７１０円 複 勝 � ２３０円 � １１０円 � ５１０円 枠 連（５－７） ５００円

普通馬連 �� ６３０円 馬 単 �� １，８８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３２０円 �� ２，９１０円 �� ９１０円

３ 連 複 ��� ５，３９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８６２６７ 的中 � ２０７０３（３番人気）
複勝票数 計 ２６１７９９ 的中 � １７７６０（３番人気）� １４３８１９（１番人気）� ６３３９（７番人気）
枠連票数 計 １７０６７１ 的中 （５－７） ２５６６２（２番人気）
普通馬連票数 計 ５９７７０７ 的中 �� ７０５８６（２番人気）
馬単票数 計 ６９７６４９ 的中 �� ２７４７２（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９１３９６ 的中 �� １６８３６（２番人気）�� １４５９（３３番人気）�� ４９８１（１１番人気）
３連複票数 計１１１４７７７ 的中 ��� １５２７２（１７番人気）

上り １マイル １：４３．３ ４F ４９．６－３F ３６．６
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→
→�→�」
�
�
７（６，１１）１０（９，８）－５，２，４，３，１，１２－１３
７－１１－５－（１０，２）（４，８，９，３）－１，６－１２＝１３

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

勝馬の
紹 介

テイエムエース �
�
父 テイエムオペラオー �

�
母父 カコイーシーズ デビュー ２００６．３．５ 阪神６着

２００３．４．２９生 牡５栗 母 テイエムシーズン 母母 モンテカモン 障害：７戦２勝 賞金 ３０，３００，０００円
〔騎手変更〕 シゲルイサイダカ号の騎手林満明は，第３日第４競走での落馬負傷のため金折知則に変更。



０９０４１ ４月６日 晴 良 （２０阪神２）第４日 第５競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１２時３０分 （芝・右・外）

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

中央レコード

１：３２．０
１：３１．５

良

良

２４ ファイアレッド 牡３青鹿５６ 池添 謙一 �社台レースホース長浜 博之 三石 追分ファーム B４６４－ ２１：３４．８ １．６�

３５ ヨドノヒーロー 牡３黒鹿５６ 武 豊海原 聖一氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ４４８＋ ２１：３５．０１� １４．５�
７１４ ザ ザ 牝３鹿 ５４ 鮫島 良太谷水 雄三氏 松田 国英 静内 カントリー牧場 ４５８－ ６１：３５．６３� ５．５�
２３ フサイチフウジン 牡３青鹿５６ 藤岡 佑介関口 房朗氏 大久保龍志 早来 ノーザンファーム ４１６＋ ４１：３５．９１� １５．１�
１１ マ ン フ ッ ド 牡３栗 ５６ 四位 洋文武田 茂男氏 野中 賢二 三石 小河 豊水 ４５８ ―１：３６．０� ６０．６�
３６ エーシンウドウィン 牡３鹿 ５６ 野元 昭嘉平井 宏承氏 野元 昭 浦河 有限会社

吉田ファーム ４６６ ―１：３６．３１� ２８７．２�
５９ スペシャルウイング �３鹿 ５６ 武 幸四郎鳴戸 雄一氏 田所 秀孝 静内 出羽牧場 ４４４ ―１：３６．６２ １３３．５	
８１５ テイエムマイサクラ 牝３栗 ５４

５１ ▲田中 健竹園 正繼氏 五十嵐忠男 様似 中脇 一幸 ４４２－ ４１：３６．８１� １０７．１

６１２ アイアングリーン 牡３鹿 ５６ 上村 洋行池上 一馬氏 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４７６＋ ４ 〃 クビ ９．９�
８１６ メイショウシーカー 牝３黒鹿５４ 熊沢 重文松本 好雄氏 高橋 成忠 浦河 バンダム牧場 B４６４＋ ８１：３７．１２ １０４．９�
４８ ヒカルアルテミス 牝３黒鹿５４ 安藤 勝己�橋 京子氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４６ ―１：３７．４１� ２２．０
８１７ ファイナルヘヴン 牝３栗 ５４ 渡辺 薫彦林 順子氏 佐山 優 新冠 協和牧場 ４０２± ０ 〃 ハナ ３３．５�
７１３ ヘ ン テ ィ ル 牝３栗 ５４ 長谷川浩大門野 重雄氏 岡田 稲男 大樹 大樹ファーム ４４６ ―１：３７．５� ２０７．４�
６１１ シゲルプラータナー 牝３鹿 ５４ 角田 晃一森中 蕃氏 坪 憲章 浦河 小島牧場 ４１４ ―１：３７．６� １５２．０�
１２ キーボックス 牡３鹿 ５６ 小牧 太北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 高瀬 敦 ５１４－ ８１：３７．８１	 ２８．４�
５１０ ワイズプロローグ 牝３鹿 ５４ 赤木高太郎�イクタ 浜田 光正 池田 高橋 正三 ４４６ ―１：３８．１１� ８８．２�
４７ デ ア リ ン グ 牡３鹿 ５６

５４ △浜中 俊西森 鶴氏 領家 政蔵 新冠 小泉牧場 ４３４＋ ２１：４０．０大差 １９７．０�

（１７頭）

売 得 金

単勝： １９，８９５，１００円 複勝： ３３，２４２，１００円 枠連： ２２，８１７，４００円

普通馬連： ６７，９４３，３００円 馬単： ８２，９９６，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，３８４，４００円

３連複： １１３，７５７，９００円 ３連単： 発売なし 計： ３６３，０３７，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ２３０円 � １５０円 枠 連（２－３） ７３０円

普通馬連 �� ８７０円 馬 単 �� １，２３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３１０円 �� ２１０円 �� ８１０円

３ 連 複 ��� １，３３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９８９５１ 的中 � １０４１４６（１番人気）
複勝票数 計 ３３２４２１ 的中 � １８６９３７（１番人気）� １８１１７（４番人気）� ３７８８１（２番人気）
枠連票数 計 ２２８１７４ 的中 （２－３） ２３１７９（３番人気）
普通馬連票数 計 ６７９４３３ 的中 �� ５８０７６（３番人気）
馬単票数 計 ８２９９６９ 的中 �� ４９８６６（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２３８４４ 的中 �� １８２８９（３番人気）�� ３１１７８（１番人気）�� ５６４９（９番人気）
３連複票数 計１１３７５７９ 的中 ��� ６３２１８（３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２３．９―３５．４―４７．４―５９．６―１：１１．３―１：２２．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファイアレッド �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００８．１．１３ 京都７着

２００５．２．１９生 牡３青鹿 母 レッドクローシュ 母母 ターキーレッド ５戦１勝 賞金 ８，３００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デアリング号は，平成２０年５月６日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 スマックガール号（疾病〔右肩跛行〕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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 エーシンベロシティ号・ラガーサージュ号・ランドプレミアム号



０９０４２ ４月６日 晴 良 （２０阪神２）第４日 第６競走 ��
��２，４００�サラブレッド系３歳

発走１３時００分 （芝・右・外）

５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

２：２４．７
２：２２．１

良

良

３３ モンテクリスエス 牡３鹿 ５６ 武 豊毛利 喜昭氏 松田 国英 門別 下河辺牧場 ５３０－ ２２：２６．９ １．８�

４４ ミッキーチアフル 牡３鹿 ５６ 松岡 正海野田みづき氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４９６－ ４２：２７．０� ４．４�
７１１ スリーオリオン 牡３栗 ５６ 秋山真一郎永井商事� 橋本 寿正 浦河 信岡牧場 ４４０＋ ２２：２７．２１� １１．４�
５７ ダークジャケット 牡３黒鹿 ５６

５４ △浜中 俊 �社台レースホース坂口 正大 千歳 社台ファーム ４９８－ ４２：２７．３クビ ２１．１�
１１ マッキーバッハ 牡３鹿 ５６ 幸 英明薪浦 亨氏 石坂 正 門別 浜本牧場 ４６２± ０ 〃 クビ ２６．９�
７１０ シャンパンファイト 牡３黒鹿５６ 池添 謙一青山 洋一氏 角居 勝彦 追分 追分ファーム ５０４± ０２：２７．７２� ９．５	
８１３ トーセンスターン 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠島川 
哉氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４５０＋ ４２：２８．５５ １５．７�
４５ セ ン ノ カ ゼ 牡３鹿 ５６ 角田 晃一河内 孝夫氏 山内 研二 浦河 川越ファーム ４８０＋ ２ 〃 クビ ６５．３�
６８ クリールトルネード 牡３鹿 ５６ 武 幸四郎横山 修二氏 武 邦彦 新冠 松浦牧場 ４６６－ ２２：２８．７１� １６．５
６９ コパノジングー 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介小林 祥晃氏 宮 徹 門別 ヤナガワ牧場 ５０２± ０２：２８．８� ８０．５�
２２ バイオスフィア 牡３鹿 ５６ 石橋 守 �サンデーレーシング 野中 賢二 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８４＋１０２：２９．６５ ９９．５�
５６ オーミプレシャス 牡３黒鹿５６ 四位 洋文岩� 僖澄氏 田島 良保 様似 山本 和彦 ４２６± ０２：２９．９１� １１１．０�
８１２ シークレットハート 牡３栗 ５６ 中村 将之平井 裕氏 谷 潔 新冠 パカパカ

ファーム ５００＋ ４２：３２．０大差 ２６７．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２８，０６１，８００円 複勝： ４４，４３６，１００円 枠連： ２４，１８９，０００円

普通馬連： １０６，３２４，２００円 馬単： １１３，６５２，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，４１９，５００円

３連複： １６０，９１５，３００円 ３連単： 発売なし 計： ５１０，９９８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � ２２０円 枠 連（３－４） ３７０円

普通馬連 �� ３９０円 馬 単 �� ５６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １７０円 �� ２９０円 �� ６３０円

３ 連 複 ��� １，１２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２８０６１８ 的中 � １２９６６０（１番人気）
複勝票数 計 ４４４３６１ 的中 � １９７９８１（１番人気）� ６４８８６（２番人気）� ３０８１５（４番人気）
枠連票数 計 ２４１８９０ 的中 （３－４） ４９０２２（２番人気）
普通馬連票数 計１０６３２４２ 的中 �� ２０６２０２（１番人気）
馬単票数 計１１３６５２８ 的中 �� １５１２２４（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３４１９５ 的中 �� ６１３５２（１番人気）�� ２７２２８（３番人気）�� １０５７１（９番人気）
３連複票数 計１６０９１５３ 的中 ��� １０６２７８（２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．７―２３．５―３５．２―４７．６―１：００．６―１：１３．８―１：２６．８―１：３９．７―１：５１．９―２：０３．３―２：１４．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．２―３F３５．０
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

モンテクリスエス �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Last Tycoon デビュー ２００８．１．１９ 京都２着

２００５．２．２１生 牡３鹿 母 ケイウーマン 母母 Friendly Finance ６戦２勝 賞金 ２７，３８２，０００円
〔発走状況〕 マッキーバッハ号・シークレットハート号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

ダークジャケット号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔制裁〕 コパノジングー号の騎手藤岡佑介は，発馬機内での御法について戒告。
〔調教再審査〕 マッキーバッハ号・シークレットハート号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シークレットハート号は，平成２０年５月６日まで平地競走に出走できない。



０９０４３ ４月６日 晴 良 （２０阪神２）第４日 第７競走 ��
��１，２００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時３０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
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

１：０９．７
１：０９．１

重

不良

７９ スーサンライダー 牡４栗 ５７ 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４６６＋ ８１：１１．９ ６．２�

８１２ ライフストリーム 牡４栗 ５７ 武 豊林 順子氏 佐山 優 新冠 協和牧場 ４８６－１８１：１２．６４ ３．２�
７１０� アンジェラスキッス 牝４栗 ５５ 長谷川浩大 �フジワラ・ファーム 本田 優 米 Payson

Stud Inc ４５２＋ ８１：１２．８１� ５５．１�
２２ サイキックダイブ 牡４青鹿５７ 安藤 勝己 �ノースヒルズマネ

ジメント 荒川 義之 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７４－ ４１：１２．９	 ２．６�
５５ 
 デンコウニンジャ 牡５鹿 ５７

５５ △藤岡 康太田中 康弘氏 武田 博 様似 中脇 一幸 ４２０＋ ６１：１３．１１� ２８．５�
６８ � エイシンダンベリー 牡５栗 ５７ 池添 謙一平井 豊光氏 宮本 博 米 James Spicer B４９６＋ ２ 〃 クビ ５．８�
６７ � レジェンドバローズ 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠猪熊 広次氏 藤沢 則雄 米 Golden Gate Farm

& Henri Mastey ４７８＋ ２１：１３．３１� ９．５	
４４ � ワンダーリッジ 牡７栗 ５７ 石橋 守山本 信行氏 羽月 友彦 米 Green Hill Stud

International ４９４＋ ２１：１３．５１ ５１．３

１１ 
 ル ク シ オ ン 牡５鹿 ５７

５４ ▲田中 克典広尾レース� 平田 修 静内 石川牧場 ５３８－ ４１：１３．７１� ５５．７�
５６ 
 マンヲジシテ 牡４鹿 ５７ 酒井 学�まの 大橋 勇樹 門別 高山 博 ４５６＋ １１：１３．８	 １０６．９
３３ キャプテンシチー �４鹿 ５７

５５ △浜中 俊 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 門別 富川田中牧場 ４１８± ０ 〃 クビ ８９．８�
８１１
 タガノトップガン 牡４栗 ５７ 畑端 省吾八木 良司氏 吉田 直弘 門別 正和山本牧場 ４５６－２４１：１６．２大差 １７８．７�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２４，５２４，７００円 複勝： ３２，３９８，７００円 枠連： ２２，０４８，３００円

普通馬連： １００，５１５，９００円 馬単： １０５，８６４，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，７６３，４００円

３連複： １５２，９１０，７００円 ３連単： 発売なし 計： ４６７，０２６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６２０円 複 勝 � ２５０円 � １６０円 � １，０５０円 枠 連（７－８） １，２６０円

普通馬連 �� １，３８０円 馬 単 �� ３，０１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６６０円 �� ４，３５０円 �� ２，４５０円

３ 連 複 ��� ２０，８００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４５２４７ 的中 � ３１５６１（４番人気）
複勝票数 計 ３２３９８７ 的中 � ３３６１６（４番人気）� ７２２２１（２番人気）� ５９２０（８番人気）
枠連票数 計 ２２０４８３ 的中 （７－８） １２９４７（５番人気）
普通馬連票数 計１００５１５９ 的中 �� ５４００３（６番人気）
馬単票数 計１０５８６４９ 的中 �� ２６０１０（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８７６３４ 的中 �� １１５９７（６番人気）�� １５６５（３１番人気）�� ２８２２（２１番人気）
３連複票数 計１５２９１０７ 的中 ��� ５４２７（４６番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．７―１１．９―１２．１―１１．９―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２４．０―３５．９―４８．０―５９．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．９―３F３６．０
３ ９（８，１２）１０（３，７）（６，１１）２（４，５）１ ４ ９（８，１２）（７，１０）（３，６）（２，４，１１）５－１

勝馬の
紹 介

スーサンライダー �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ナリタブライアン デビュー ２００６．７．２ 京都４着

２００４．４．１２生 牡４栗 母 グランドグリーン 母母 メタモルフォース １０戦２勝 賞金 ３５，７７７，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タガノトップガン号は，平成２０年５月６日まで平地競走に出走できない。



０９０４４ ４月６日 晴 良 （２０阪神２）第４日 第８競走 ��
��１，８００�サラブレッド系４歳以上

発走１４時００分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
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

１：４８．５
１：４８．４

重

重

３３ � ブルーレパード 牡５栗 ５７ 武 豊青木 基秀氏 小崎 憲 米 Green Hill Stud
International ４９４－ ２１：５３．６ ２．０�

７８ �� トップオブオナー 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠横瀬 兼二氏 山内 研二 米 Darby Dan
Stables ４９８± ０１：５３．８１	 ２．７�

１１ アドマイヤウイナー 牡５芦 ５７ 川田 将雅近藤 利一氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ５０６－ ２１：５４．２２
 ４．９�
５５ マチカネセイカイハ 牡５鹿 ５７

５５ △藤岡 康太細川 益男氏 清水 出美 門別 待兼牧場 ５３２± ０１：５５．０５ ２７．２�
８１０ カシノオウジャ 牡５鹿 ５７ 藤岡 佑介柏木 務氏 福永 甲 鵡川 貞広 賢治 ４８８± ０１：５５．３１� １０５．４�
８９ ファンドリコンドル 牡５鹿 ５７ 熊沢 重文水戸 富雄氏 高橋 成忠 静内 千代田牧場 ４５８－ ２ 〃 クビ １０７．５�
７７ � エイシンフタイテン 牡５鹿 ５７ 野元 昭嘉平井 豊光氏 野元 昭 浦河 栄進牧場 ５２６＋２６１：５５．４
 ４０．１�
４４ ポートエレガント 牡５鹿 ５７ 和田 竜二水戸 富雄氏 岩元 市三 門別 槇本牧場 ５３２＋１４１：５６．０３
 ５５．６	
２２ � セイウンロデム 牡４青鹿 ５７

５４ ▲船曳 文士西山 茂行氏 宮本 博 英 L. Dettori B４８６± ０１：５６．３２ １７．２

６６ ミシックキョウト 牡５鹿 ５７ 太宰 啓介円城 和男氏 境 直行 静内 マツケン農場 ４３６＋ ４ 〃 アタマ ２０４．８�

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２５，５９０，９００円 複勝： ３３，６７１，４００円 枠連： ２４，６７３，７００円

普通馬連： ９６，１１２，４００円 馬単： １２９，２１１，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，９６５，８００円

３連複： １７０，２２１，１００円 ３連単： 発売なし 計： ５０８，４４７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １１０円 � １１０円 � １２０円 枠 連（３－７） ２２０円

普通馬連 �� ２２０円 馬 単 �� ３８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １２０円 �� １７０円 �� １７０円

３ 連 複 ��� ２４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２５５９０９ 的中 � １０４８９５（１番人気）
複勝票数 計 ３３６７１４ 的中 � １３７３５７（１番人気）� ９４２４９（２番人気）� ４８５９５（３番人気）
枠連票数 計 ２４６７３７ 的中 （３－７） ８５４５４（１番人気）
普通馬連票数 計 ９６１１２４ 的中 �� ３３４９１２（１番人気）
馬単票数 計１２９２１１７ 的中 �� ２５２４０４（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８９６５８ 的中 �� ７７６３２（１番人気）�� ３７７３６（２番人気）�� ３７４６５（３番人気）
３連複票数 計１７０２２１１ 的中 ��� ５２６７４９（１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．１―３８．２―５１．３―１：０４．３―１：１６．９―１：２９．２―１：４１．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ブルーレパード �

父 Crafty Prospector �


母父 Stop the Music デビュー ２００５．１０．３０ 京都３着

２００３．４．１２生 牡５栗 母 Silky Melody 母母 Merci Mon Frere ２２戦１勝 賞金 ３０，７６６，０００円
［他本会外：２戦２勝］

※出走取消馬 イタリアンオリーブ号（疾病〔左肩跛行〕のため）



０９０４５ ４月６日 晴 良 （２０阪神２）第４日 第９競走 ��
��２，０００�

あ か し

明 石 特 別
発走１４時３５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 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００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

１：５８．１
１：５６．４

良

良

８１４ タニノディキディキ 牡５鹿 ５７ 四位 洋文谷水 雄三氏 長浜 博之 静内 カントリー牧場 ４６０－ ４２：００．２ ４．３�

３４ ニホンピロレガーロ 牡５鹿 ５７ 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 静内 福岡 清 ４９８－ ６ 〃 アタマ ５．７�
４５ イイデレインジャー 牡４栗 ５７ 池添 謙一 �アールエスエーカントリ池添 兼雄 新冠 小泉 学 ４６４－ ２２：００．３クビ １０．５�
１１ アヴェンティーノ 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠吉田 和子氏 中尾 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８６＋１０ 〃 クビ ５．５�
６１０ ツアーデフォース �５鹿 ５７ 太宰 啓介 �ノースヒルズマネ

ジメント 松永 幹夫 静内 大典牧場 ４６６－ ２２：００．６１� ３３．６�
５８ ミスターシーザ 牡５芦 ５７ 和田 竜二廣嶋 景子氏 中尾 秀正 門別 春木 昭雄 ４５２＋ ６２：０１．０２	 ２６．７	
７１１ サイレンスゴールド �７青鹿５７ 松田 大作山本 慎一氏 沖 芳夫 えりも えりも農場 ４８４＋ ２ 〃 アタマ ４８．６

４６ ダイシングロウ 牡４黒鹿５７ 安藤 勝己大八木信行氏 松田 博資 門別 滝本 健二 ５１０± ０ 〃 アタマ ３．４�
６９ スプリングダボス 牡７鹿 ５７ 鮫島 良太加藤 春夫氏 野村 彰彦 様似 堀 弘康 ４９０－ ２２：０１．２１ ３８．２�
７１２ マイネルアンサー 牡４鹿 ５７ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 三石 稲葉牧場 ５０６＋ ４ 〃 アタマ １２．８
３３ マイネルアラバンサ 牡５鹿 ５７ 佐藤 哲三 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐々木晶三 静内 静内白井牧場 ５０６＋ ８２：０１．３	 ２９．７�
８１３ サダムアカイカゼ 牝５栗 ５５ 藤岡 佑介大西 定氏 鮫島 一歩 門別 シンコーファーム ４２０－１２２：０２．１５ １４０．４�
５７ ヤマニンプレアデス 牡５鹿 ５７ 小牧 太土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４８６－ ８２：０２．７３	 ６０．１�
２２ ビクトリーフラッグ 牡５栗 ５７ 幸 英明セゾンレースホース� 松元 茂樹 白老 白老ファーム ４５６＋１０２：０６．９大差 ３７．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３３，２３０，８００円 複勝： ４８，２５４，３００円 枠連： ３９，８６７，１００円

普通馬連： １７２，７６６，９００円 馬単： １１２，０３５，８００円 ワイド【拡大馬連】： ４３，４９１，６００円

３連複： １９０，２０８，５００円 ３連単： ４４６，５４９，２００円 計： １，０８６，４０４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １７０円 � １９０円 � ２６０円 枠 連（３－８） １，０９０円

普通馬連 �� １，２１０円 馬 単 �� ２，３７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４６０円 �� ８１０円 �� ８６０円

３ 連 複 ��� ３，７６０円 ３ 連 単 ��� １８，５７０円

票 数

単勝票数 計 ３３２３０８ 的中 � ６１２３０（２番人気）
複勝票数 計 ４８２５４３ 的中 � ８８９３６（１番人気）� ７０４３１（３番人気）� ４３２４４（５番人気）
枠連票数 計 ３９８６７１ 的中 （３－８） ２７１４４（４番人気）
普通馬連票数 計１７２７６６９ 的中 �� １０６１４２（４番人気）
馬単票数 計１１２０３５８ 的中 �� ３４８９４（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４３４９１６ 的中 �� ２５０５５（２番人気）�� １２８９４（９番人気）�� １２１４７（１０番人気）
３連複票数 計１９０２０８５ 的中 ��� ３７４３２（９番人気）
３連単票数 計４４６５４９２ 的中 ��� １７７５４（４１番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．１―１２．０―１２．４―１２．３―１２．３―１１．８―１１．４―１１．７―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．８―２３．９―３５．９―４８．３―１：００．６―１：１２．９―１：２４．７―１：３６．１―１：４７．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．３―３F３５．５
１
３

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

勝馬の
紹 介

タニノディキディキ �
�
父 オペラハウス �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００６．２．２６ 阪神５着

２００３．５．１５生 牡５鹿 母 カガヤキマイカ 母母 アングシヤスフレンド ２２戦４勝 賞金 ７０，９７３，０００円
〔制裁〕 マイネルアラバンサ号の騎手佐藤哲三は，３コーナーで外側に斜行したことについて戒告。
〔その他〕 ビクトリーフラッグ号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



０９０４６ ４月６日 晴 良 （２０阪神２）第４日 第１０競走 ��
��１，４００�マーガレットステークス

発走１５時１０分 （芝・右）
３歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量，収得賞金１，２００万円毎１�
増

賞 品
本 賞 １９，０００，０００円 ７，６００，０００円 ４，８００，０００円 ２，９００，０００円 １，９００，０００円
付 加 賞 ３５７，０００円 １０２，０００円 ５１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．９
１：１９．０

良

良

６１１� ファリダット 牡３青鹿５６ 武 豊前田 幸治氏 松元 茂樹 米 North Hills
Management ４６６＋ ６１：２０．８ １．７�

５８ ナンヨーヒルトップ 牡３栗 ５６ 川田 将雅中村 �也氏 小笠 倫弘 浦河 ヒダカフアーム ４７６－ ４１：２１．５４ １２．８�
８１４� アンダーカウンター 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Mr. & Mrs. Wayne

L Morris Sr. ４９８－ ６ 〃 クビ １６．７�
３４ ダイワシークレット 牡３栗 ５６ 四位 洋文大城 敬三氏 鹿戸 雄一 静内 服部 牧場 B４４４－ ２１：２１．６クビ ４６．１�
１１ リバータウン 牡３青鹿５６ 上村 洋行後藤 繁樹氏 坂口 正則 三石 田湯牧場 ４９６± ０１：２１．９２ １５１．５�
２２ � アグネスクリスタル 牡３鹿 ５６ 小牧 太渡辺 孝男氏 森 秀行 米 Peter Kar-

ches ４８６－ ４１：２２．２１� ７６．８�
５９ サマーエタニティ 牝３芦 ５４ 松岡 正海セゾンレースホース� 畠山 吉宏 門別 白井牧場 ４７２－１８ 〃 クビ ４６．８	
２３ ウイントリガー 牡３鹿 ５７ 熊沢 重文�ウイン 山内 研二 新冠 松本 信行 ４５６－ ６１：２２．３	 ５８．４

８１５ ビーチアイドル 牝３鹿 ５５ 岩田 康誠 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ４３８＋ ４ 〃 アタマ ６．２�
４７ ペプチドルビー 牝３鹿 ５５ 武 英智沼川 一彦氏 境 直行 平取 坂東牧場 ４５２－１４１：２２．５１
 １８．６
３５ シゲルハスラット 牡３栗 ５６ 池添 謙一森中 蕃氏 鶴留 明雄 浦河 中村 雅明 ４５４＋ ４ 〃 ハナ １２．９�
７１２ シ ン ワ ラ ヴ 牡３青鹿５６ 佐藤 哲三若尾 昭一氏 田村 康仁 鵡川 安田 幸子 ４８０－１０１：２２．６	 ２１．５�
４６ セレスハント 牡３栗 ５６ 幸 英明岡 浩二氏 松永 幹夫 えりも エクセルマネジメント ４６０－ ２１：２２．８１
 ５２．６�
７１３ チェレブリタ 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎�三嶋牧場 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４２６＋ ４１：２３．９ハナ＋７ １１．９�
６１０ マチカネハヤテ 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦細川 益男氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ４２８± ０ （降着） ７２．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ５５，８０４，９００円 複勝： ７２，７６８，６００円 枠連： ５４，０４５，６００円

普通馬連： ２５４，７５１，９００円 馬単： １７４，６１７，９００円 ワイド【拡大馬連】： ６４，１１４，７００円

３連複： ２６０，８９８，７００円 ３連単： ６５２，７４６，４００円 計： １，５８９，７４８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １２０円 � ３５０円 � ３５０円 枠 連（５－６） １，０５０円

普通馬連 �� １，２９０円 馬 単 �� １，７７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５９０円 �� ７６０円 �� １，７２０円

３ 連 複 ��� ４，９１０円 ３ 連 単 ��� １６，０５０円

票 数

単勝票数 計 ５５８０４９ 的中 � ２６０４７９（１番人気）
複勝票数 計 ７２７６８６ 的中 � ２６５２５２（１番人気）� ３９０８８（６番人気）� ３９５１１（５番人気）
枠連票数 計 ５４０４５６ 的中 （５－６） ３８１６０（４番人気）
普通馬連票数 計２５４７５１９ 的中 �� １４６８１５（４番人気）
馬単票数 計１７４６１７９ 的中 �� ７２８４４（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６４１１４７ 的中 �� ２７８６６（４番人気）�� ２０９７８（７番人気）�� ８７３６（１７番人気）
３連複票数 計２６０８９８７ 的中 ��� ３９２３４（１２番人気）
３連単票数 計６５２７４６４ 的中 ��� ３００２０（３５番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．６―１１．４―１１．３―１１．６―１２．０―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２２．９―３４．３―４５．６―５７．２―１：０９．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ファリダット �
�
父 Kingmambo �

�
母父 Sunday Silence デビュー ２００７．１２．１ 阪神１着

２００５．１．２８生 牡３青鹿 母 Believe 母母 Great Christine ５戦２勝 賞金 ３３，３６２，０００円
〔降着〕 マチカネハヤテ号は，１４位〔タイム１分２２秒８，着差ハナ〕に入線したが，４コーナーで急に外側に斜行して「チェレブリタ」号お

よび「ビーチアイドル」号の走行を妨害したため１５着に降着。
〔制裁〕 マチカネハヤテ号の騎手渡辺薫彦は，４コーナーで急に外側に斜行したことについて平成２０年４月１２日から平成２０年４月

２０日まで騎乗停止。



０９０４７ ４月６日 晴 良 （２０阪神２）第４日 第１１競走 ��
��２，０００�第５２回産 経 大 阪 杯（ＧⅡ）

発走１５時４５分 （芝・右）
４歳以上；負担重量は，５７�，牝馬２�減，１９．３．３１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，１９．３．３０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）

産経新聞社賞（１着）
賞 品

本 賞 ６４，０００，０００円 ２６，０００，０００円 １６，０００，０００円 ９，６００，０００円 ６，４００，０００円
付 加 賞 ８２６，０００円 ２３６，０００円 １１８，０００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

１：５８．１
１：５６．４

良

良

７９ ダイワスカーレット 牝４栗 ５６ 安藤 勝己大城 敬三氏 松田 国英 千歳 社台ファーム ４９８＋１２１：５８．７ ２．０�

７８ エイシンデピュティ 牡６栗 ５７ 岩田 康誠平井 豊光氏 野元 昭 浦河 栄進牧場 ４９８＋ ２１：５８．８� ３２．５�
６６ アサクサキングス 牡４鹿 ５９ 四位 洋文田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ５０４＋１６１：５８．９� １２．４�
８１１ ドリームパスポート 牡５青鹿５７ 松岡 正海セゾンレースホース� 稲葉 隆一 白老 白老ファーム ４７６－ ４ 〃 アタマ ８．３�
５５ ブライトトゥモロー 牡６鹿 ５７ 小牧 太 �サンデーレーシング 石坂 正 白老 白老ファーム ５１２＋ ２１：５９．０クビ ７９．６�
６７ メイショウサムソン 牡５鹿 ５９ 武 豊松本 好雄氏 高橋 成忠 浦河 林 孝輝 ５１８－ ２１：５９．２１	 ３．０	
４４ インティライミ 牡６鹿 ５８ 佐藤 哲三 �サンデーレーシング 佐々木晶三 早来 ノーザンファーム ４７４＋ ８ 〃 ハナ １６．０

８１０ アドマイヤメイン 牡５栗 ５７ 川田 将雅近藤 利一氏 橋田 満 早来 ノーザンファーム ５１２－ ２１：５９．４１	 ５５．９�
２２ ヴィクトリー 牡４鹿 ５９ 藤岡 佑介近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４９２－ ２１：５９．７１� ４２．３�
３３ サンライズマックス 牡４黒鹿５７ 池添 謙一松岡 隆雄氏 増本 豊 新冠 ヒカル牧場 ４４０± ０１：５９．９１� １３．８
１１ ダイナミックグロウ 牡４鹿 ５７ 幸 英明小川 勲氏 目野 哲也 浦河 杵臼牧場 ４６８＋ ４２：０１．０７ ２１８．７�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２５５，７７０，７００円 複勝： ２２６，０６９，６００円 枠連： １４７，８４４，３００円

普通馬連： １，０５３，３６３，７００円 馬単： ８０７，３０５，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２２６，４８８，６００円

３連複： ９７２，６７２，４００円 ３連単： ３，３１２，５９２，４００円 計： ７，００２，１０６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １２０円 � ４９０円 � ３３０円 枠 連（７－７） ２，７３０円

普通馬連 �� ２，７５０円 馬 単 �� ３，３１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８２０円 �� ５４０円 �� ３，１２０円

３ 連 複 ��� ７，２５０円 ３ 連 単 ��� ２８，０５０円

票 数

単勝票数 計２５５７７０７ 的中 � １００９４５３（１番人気）
複勝票数 計２２６０６９６ 的中 � ７７７１９４（１番人気）� ８３９７８（７番人気）� １３７１３８（６番人気）
枠連票数 計１４７８４４３ 的中 （７－７） ４００４６（９番人気）
普通馬連票数 計１０５３３６３７ 的中 �� ２８３０７３（１０番人気）
馬単票数 計８０７３０５０ 的中 �� １８０１９８（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計２２６４８８６ 的中 �� ６８２４１（１０番人気）�� １１０１７７（６番人気）�� １６７６７（２７番人気）
３連複票数 計９７２６７２４ 的中 ��� ９９０８８（２３番人気）
３連単票数 計３３１２５９２４ 的中 ��� ８７１８２（７８番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．８―１２．２―１２．１―１２．０―１２．３―１２．０―１１．５―１１．６―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．３―３５．５―４７．６―５９．６―１：１１．９―１：２３．９―１：３５．４―１：４７．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．８―３F３４．８
１
３
９－８，６，２，７，５－（３，１０）４，１１－１
９，６（８，７）（２，５）（１１，３，１０）４－１

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

勝馬の
紹 介

ダイワスカーレット �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００６．１１．１９ 京都１着

２００４．５．１３生 牝４栗 母 スカーレットブーケ 母母 スカーレツトインク １０戦７勝 賞金 ５４９，４３７，０００円
〔発走状況〕 サンライズマックス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。



０９０４８ ４月６日 晴 良 （２０阪神２）第４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）

１０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
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

５９ カルナバリート 牡５黒鹿５７ 上村 洋行 �キャロットファーム 藤沢 則雄 早来 ノーザンファーム ５２０＋ ８１：１１．１ ７．８�

８１６� ミリオンディスク 牡４栗 ５７ 武 幸四郎 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム ５０４－ ４１：１１．３１� １．９�
３６ ワンダーポデリオ 牡４鹿 ５７ 小林 徹弥山本 信行氏 藤岡 範士 新冠 アラキフアーム ４６４－ ７１：１２．０４ ２８．５�
６１２ マイネルラファエロ 牡７栗 ５７ 佐藤 哲三 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 柴田 政見 門別 道見牧場 ５４４－ ４１：１２．２１	 ６．８�
１２ タムロイーネー 牝７黒鹿５５ 酒井 学谷口 屯氏 西園 正都 浦河 川越牧場 ５０６＋ ８１：１２．３
 １５．５�
４８ セトノヒット 牡７栗 ５７ 和田 竜二難波 経雄氏 西園 正都 三石 片山 修 ４８２＋ ４ 〃 クビ ３５．３	
８１５� アクロスザスター 牡４栗 ５７ 武 豊前田 幸治氏 中竹 和也 米 Karla

Wolfson ５２６± ０ 〃 ハナ ７．７

７１４ グローバルボンバー 牡７鹿 ５７

５４ ▲田中 健杉山 美惠氏 浅見 秀一 三石 明治牧場 ４８６－ ４１：１２．５１ ３４．５�
６１１ ハードムーン 牡６黒鹿 ５７

５５ △浜中 俊津田 一男氏 福永 甲 浦河 日優牧場 ４８４± ０ 〃 ハナ ３５．９�
３５ オースノムスメ 牝４鹿 ５５

５２ ▲船曳 文士林 順子氏 鶴留 明雄 新冠 協和牧場 ４９４＋ ８１：１２．７１	 １７．５
２４ � キャプテンシラユリ 牝５栗 ５５ 中村 将之平井 裕氏 平田 修 浦河 小柳牧場 ４８４－ ６ 〃 クビ ２０１．２�
７１３ リキアイヤマノオー 牡８鹿 ５７

５４ ▲田村 太雅高山 幸雄氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ５０６± ０１：１２．８クビ ２０２．３�
４７ テイエムバクシン 牡４栗 ５７ 古川 吉洋竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 佐藤 正光 ５１２＋ ８１：１２．９
 ９２．３�
５１０ シルクゲイナー 牡６鹿 ５７ 長谷川浩大有限会社シルク本田 優 新冠 石田牧場 ４７８＋ ２１：１３．３２� ２４．２�
１１ テイエムシップウ 牡４栗 ５７ 高井 彰大竹園 正繼氏 岩元 市三 静内 千代田牧場 ４８０＋ ２１：１３．６２ ２７７．４�
２３ � スズカエチュード 牝５黒鹿５５ 武 英智永井 啓弍氏 武 宏平 静内 武 牧場 ４８４－ ４１：１４．２３� ２１４．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５８，３６１，８００円 複勝： ７１，６１９，７００円 枠連： ８２，６９９，８００円

普通馬連： ２６５，６９０，０００円 馬単： １８９，６６５，３００円 ワイド【拡大馬連】： ７３，２１７，０００円

３連複： ２８９，７９７，１００円 ３連単： ７２５，３７２，８００円 計： １，７５６，４２３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７８０円 複 勝 � ２５０円 � １２０円 � ５５０円 枠 連（５－８） ４３０円

普通馬連 �� ８８０円 馬 単 �� ２，３６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３９０円 �� ２，６００円 �� ８９０円

３ 連 複 ��� ６，１００円 ３ 連 単 ��� ３７，６５０円

票 数

単勝票数 計 ５８３６１８ 的中 � ５９５６２（４番人気）
複勝票数 計 ７１６１９７ 的中 � ６３６０５（４番人気）� ２４７３５１（１番人気）� ２２５７９（１１番人気）
枠連票数 計 ８２６９９８ 的中 （５－８） １４３８５５（２番人気）
普通馬連票数 計２６５６９００ 的中 �� ２２４３０１（３番人気）
馬単票数 計１８９６６５３ 的中 �� ５９４４９（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７３２１７０ 的中 �� ５１３２６（３番人気）�� ６３８１（２８番人気）�� １９７５３（７番人気）
３連複票数 計２８９７９７１ 的中 ��� ３５０６３（２１番人気）
３連単票数 計７２５３７２８ 的中 ��� １４２２１（１０６番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．７―１１．８―１２．２―１２．０―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．０―３４．８―４７．０―５９．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カルナバリート �
�
父 エルコンドルパサー �

�
母父 Danzig Connection デビュー ２００６．１．９ 京都１着

２００３．４．３０生 牡５黒鹿 母 ダンジグエンジェル 母母 Chelseanna １０戦４勝 賞金 ４４，０６４，０００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。
（非当選馬）１０頭 アンクルストロング号・ヴァンジェーロ号・オグリスペシャル号・サンエムウラノス号・ジェットバニヤン号・

セレスダイナミック号・ツルマルキセキ号・テンエイヤシャオー号・トウカイインパクト号・ポートジェネラル号



（２０阪神２）第４日 ４月６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 １６４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
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

３１４，７１０，０００円
４，２６０，０００円
８，５００，０００円
２，１７０，０００円
３４，６２０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５９，０５７，０００円
５，０５１，６００円
１，６５６，４００円

勝馬投票券売得金
５７４，６８３，３００円
６６３，２７３，９００円
４９２，８６２，９００円
２，３７７，６３６，５００円
１，９８９，７５９，０００円
６０５，２８４，８００円
２，７４７，４２２，５００円
５，１３７，２６０，８００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 １４，５８８，１８３，７００円

総入場人員 ３１，９２８名 （有料入場人員 ３０，７４１名）




