
０９０４９ ４月１２日 晴 稍重 （２０阪神２）第５日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０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

１：０９．７
１：０９．１

重

不良

１１ ナムラエンプレス 牝３黒鹿５４ 小林 徹弥奈村 信重氏 福島 信晴 静内 八田ファーム ４６２ ―１：１３．１ １１９．１�

８１６ ピエナワイルド 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三本谷 兼三氏 南井 克巳 静内 フジワラフアーム ４８４－ ８ 〃 ハナ ３．１�
４７ ア イ ノ レ オ 牝３芦 ５４ 福永 祐一田中 一成氏 藤沢 則雄 静内 伊藤 敏明 ４４８＋ ８１：１３．９５ ３６．７�
２４ シゲルスペーメ 牝３鹿 ５４ 幸 英明森中 蕃氏 服部 利之 三石 沖田 繁 ４３８－ ４１：１４．１１ ４７．０�
３６ ヴェンダバール 牡３芦 ５６

５３ ▲田中 克典 �キャロットファーム 中尾 正 門別 下河辺牧場 ５０４＋ ８ 〃 クビ ３．９�
３５ タグシェイクオン 牡３鹿 ５６ 田嶋 翔田口 廣氏 佐山 優 早来 田口 廣 ４２６－ ４１：１４．２� ５０．１�
６１２ ワールドマスター 牡３栗 ５６ 熊沢 重文深見 富朗氏 池添 兼雄 新冠 北星村田牧場 ４８６＋ ２１：１４．５１� １７．８	
５１０ ブルーアース �３栗 ５６ 武 幸四郎 
ブルーマネジメント大久保龍志 新冠 タニグチ牧場 ４８８± ０１：１４．６� ３．９�
７１４ バルハーバー �３栗 ５６ 上村 洋行 �エクセルマネジメント坂口 正則 えりも エクセルマネジメント ４９４± ０１：１４．９１� ２３４．８�
４８ ウィズインテイオー 牡３鹿 ５６ 金折 知則内藤 耕造氏 福永 甲 三石 沖田 哲夫 ４５０－１４１：１５．１１� ２４８．２
７１３ エ ラ ラ 牝３芦 ５４ 黒岩 悠林 順子氏 吉岡 八郎 新冠 協和牧場 ３９４＋ ２１：１５．２クビ ２３７．９�
１２ ワンダーバイオー 牡３栗 ５６ 岩田 康誠山本 信行氏 領家 政蔵 三石 フクダファーム ４６０ ―１：１５．４１� ３０．０�
５９ ファーシール 牡３鹿 ５６ 四位 洋文池谷 誠一氏 小島 茂之 門別 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４８４ ―１：１５．７１� ８．５�
６１１ タガノタイムピース 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介八木 良司氏 吉田 直弘 小清水 千島北斗牧場 ５２０ ―１：１５．８� ８．４�
２３ アイザックスリナー 牝３栗 ５４ 佐久間寛志小笹 公也氏 鹿戸 明 静内 橋谷 折 ４５８＋２２１：１６．９７ ２０１．９�
８１５ シルクスピア 牡３鹿 ５６ 角田 晃一有限会社シルク松永 昌博 新冠 ムラカミファーム ４６０－１２１：１７．８５ ２０７．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，７３１，４００円 複勝： １８，９４１，０００円 枠連： １６，２７３，２００円

普通馬連： ５３，８３５，５００円 馬単： ４９，９８８，９００円 ワイド【拡大馬連】： １５，９９３，３００円

３連複： ８０，８５９，６００円 ３連単： 発売なし 計： ２４９，６２２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １１，９１０円 複 勝 � ３，９６０円 � １４０円 � ６９０円 枠 連（１－８） １，８４０円

普通馬連 �� ２７，０３０円 馬 単 �� ６４，３９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６，６８０円 �� ２１，２８０円 �� １，２９０円

３ 連 複 ��� １３３，８００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １３７３１４ 的中 � ９０９（１１番人気）
複勝票数 計 １８９４１０ 的中 � ８８０（１３番人気）� ５６７７２（１番人気）� ５６１３（７番人気）
枠連票数 計 １６２７３２ 的中 （１－８） ６５２８（８番人気）
普通馬連票数 計 ５３８３５５ 的中 �� １４７０（４１番人気）
馬単票数 計 ４９９８８９ 的中 �� ５７３（９５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５９９３３ 的中 �� ５８１（４６番人気）�� １８１（７５番人気）�� ３１６４（１４番人気）
３連複票数 計 ８０８５９６ 的中 ��� ４４６（１５９番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．１―１１．７―１２．０―１２．５―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．５―３５．２―４７．２―５９．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナムラエンプレス �
�
父 ダイタクリーヴァ �

�
母父 ダンスインザダーク 初出走

２００５．５．２０生 牝３黒鹿 母 ナムラローマン 母母 マークプロミス １戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シルクスピア号は，平成２０年５月１２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） ４頭 スノースマイル号・ファイナルパンチ号・フォレストロバリー号・マルブツフォード号
（非抽選馬） ２頭 キングセンプー号・グラマラスシチー号



０９０５０ ４月１２日 晴 稍重 （２０阪神２）第５日 第２競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時４０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 マッシヴエンペラー 牡３栗 ５６ 安部 幸夫小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム ４７８－ ２１：５３．５ １．６�
（愛知）

４８ タムロチェスト 牡３栗 ５６ 酒井 学谷口 屯氏 西園 正都 青森 諏訪牧場 ４６０－ ２１：５３．８１� １９．４�
２４ ドリームボート 牡３鹿 ５６ 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 ５１２－ ４１：５４．０１� ６．９�
６１１ タートルベイ 牡３芦 ５６ 幸 英明後藤 繁樹氏 田島 良保 静内 有限会社 レキ

シントンファーム ４８０－ ２１：５４．３２ ５．４�
２３ マヤノイカズチ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一田所 英子氏 梅内 忍 三石 前川 隆則 ４７０ ―１：５４．４� ２１６．６�
７１３ ピエナミッチー 牡３鹿 ５６ 上村 洋行本谷 兼三氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 ４５０＋ ２１：５５．３５ １０６．３�
６１２ メガロスバンダム 牡３鹿 ５６ 橋本 美純山科 統氏 柴田 政見 浦河 山田牧場 ４９８－ ６ 〃 アタマ ３１２．２	
８１６ プリンチパーレ 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝藤田 孟司氏 中竹 和也 追分 追分ファーム ５１８－ ２１：５５．４� ２３．８

３５ メイショウカポネ 牡３栗 ５６ 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 猿橋 義昭 ５１６ ―１：５５．７１� １０７．４�
７１４ シーシャトー 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三藤田 宗平氏 吉岡 八郎 門別 日西牧場 ４３０± ０１：５６．２３ １８７．４�
１２ ディベイター 牡３栃栗５６ 武 幸四郎岡田 牧雄氏 増本 豊 静内 岡田スタツド ４７８± ０１：５６．６２� １９７．８
３６ ミッキーハンター 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介野田みづき氏 池江 泰寿 静内 タイヘイ牧場 ４４６＋ ８１：５７．０２� １５．１�
５１０ ペプチドトップガン 牡３栗 ５６ 小牧 太沼川 一彦氏 新川 恵 浦河 日東牧場 ４９４＋ ２１：５７．１� ７０．２�
８１５ ニホンピロカフラー 牡３鹿 ５６ 上野 翔小林百太郎氏 服部 利之 静内 福岡 清 B４４４± ０ 〃 アタマ ３８８．０�
５９ マイネルフリーデン 牡３栗 ５６ 四位 洋文 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 白井 寿昭 浦河 バンダム牧場 ４９８ ―１：５７．４１� ４４．０�
４７ フェスティブドン 牡３黒鹿５６ 小林 徹弥 �カタオカファーム目野 哲也 静内 カタオカフアーム ４９８± ０１：５７．８２� １７．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，２８１，４００円 複勝： ３４，６１２，４００円 枠連： １５，３６２，３００円

普通馬連： ５８，３９９，７００円 馬単： ６０，１５０，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，２８７，９００円

３連複： ９３，１４５，０００円 ３連単： 発売なし 計： ３０２，２３９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ３４０円 � １６０円 枠 連（１－４） ４７０円

普通馬連 �� １，３１０円 馬 単 �� １，９５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５５０円 �� ２７０円 �� １，１５０円

３ 連 複 ��� ２，３２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２０２８１４ 的中 � １０２３９０（１番人気）
複勝票数 計 ３４６１２４ 的中 � １６６５７８（１番人気）� １３６３２（６番人気）� ４３５５７（３番人気）
枠連票数 計 １５３６２３ 的中 （１－４） ２４６２７（２番人気）
普通馬連票数 計 ５８３９９７ 的中 �� ３３０４５（５番人気）
馬単票数 計 ６０１５０９ 的中 �� ２２７９８（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０２８７９ 的中 �� ８８７６（５番人気）�� ２１９１１（２番人気）�� ３８７９（１３番人気）
３連複票数 計 ９３１４５０ 的中 ��� ２９７４７（８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２３．５―３６．９―４９．９―１：０３．０―１：１５．７―１：２８．３―１：４０．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．５―３F３７．８
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

マッシヴエンペラー �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 ステートリードン デビュー ２００７．９．１６ 阪神８着

２００５．３．１９生 牡３栗 母 シルクサファイア 母母 ア グ サ ン ９戦１勝 賞金 １２，２５０，０００円
※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） ２頭 ウインドコースト号・リバーミラクル号
※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。



０９０５１ ４月１２日 晴 稍重 （２０阪神２）第５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）

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

７１３ メイショウヤワラ 牝３栗 ５４ 秋山真一郎松本 好雄氏 武田 博 浦河 三嶋牧場 ４９８ ―１：２５．９ ４．６�

６１２ レインボーブーケ 牝３芦 ５４ 角田 晃一�飛渡牧場 梅田 智之 新冠 飛渡牧場 ４６８ ―１：２６．５３� １３．４�
５９ マイティーウラン 牝３鹿 ５４

５１ ▲田村 太雅世賀 聖啓氏 鶴留 明雄 浦河 三嶋牧場 ４２８－１６ 〃 クビ ４２．１�
２３ ジョウノグレース 牝３芦 ５４ 幸 英明小川 義勝氏 平田 修 門別 三城牧場 ４７２＋ ８１：２６．６� １１．３�
１１ サ ザ ン ベ ル 牝３栗 ５４ 高井 彰大 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 新川 恵 静内 武岡牧場 ４９２ ―１：２６．７� ９３．４�
３６ アウロラプラネット 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠西浦 和男氏 音無 秀孝 門別 出口牧場 ４３６＋１０１：２６．８クビ １．８	
４７ アドマイヤサクラ 牝３青 ５４ 福永 祐一近藤 利一氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４５２＋ ８ 〃 クビ ７．１

６１１ メイショウルシェロ 牝３黒鹿５４ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 三嶋牧場 ４１６－ ２１：２８．１８ ４６．８�
２４ タガノマルゲリータ 牝３青鹿５４ 池添 謙一八木 良司氏 池添 兼雄 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４６２ ―１：２８．７３� ２２．８�
３５ ミキノヨウセイ 牝３黒鹿５４ 上野 翔谷口 久和氏 柴田 政見 浦河 猿橋 義昭 ４６２－ ２１：２９．１２� ２４１．１
１２ ネ ヴ ァ ノ ウ 牝３栗 ５４ 酒井 学�ティーエイチ 河内 洋 静内 藤原牧場 ４４２＋ ２１：２９．４１� ３６．４�
８１６ スナークグレース 牝３黒鹿５４ 小林 徹弥杉本仙次郎氏 川村 禎彦 新冠 ヒノデファーム ４４２ ― 〃 クビ １４０．９�
４８ ラ ン ラ ン 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介澤 洋氏 田所 清広 静内 マークリ牧場 ４５２ ―１：２９．６１� ５３．５�
７１４ ロマンゴールド 牝３鹿 ５４ 野元 昭嘉西村新一郎氏 野元 昭 鵡川 貞広 賢治 ４１４－ ２１：２９．９２ ２７５．８�
５１０ シシャモフレンド 牝３鹿 ５４ 小原 義之大野 満氏 小原伊佐美 門別 大沢育成牧場 ４８０ ―１：３０．０クビ １８１．５�
８１５ コウエイパール 牝３黒鹿５４ 安部 幸夫西岡 静男氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４１８－ ２１：３０．７４ ２７４．２�

（愛知）

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，９８６，１００円 複勝： ２０，３２６，８００円 枠連： １５，８５８，０００円

普通馬連： ５３，８８６，７００円 馬単： ５４，５７７，６００円 ワイド【拡大馬連】： １７，４９２，３００円

３連複： ８１，０５３，３００円 ３連単： 発売なし 計： ２６１，１８０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � ２１０円 � ３７０円 � ７９０円 枠 連（６－７） １，９８０円

普通馬連 �� ２，７２０円 馬 単 �� ５，１００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０００円 �� ３，２５０円 �� ６，６１０円

３ 連 複 ��� ４２，１３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７９８６１ 的中 � ３１４４２（２番人気）
複勝票数 計 ２０３２６８ 的中 � ３０３３２（２番人気）� １３９２９（５番人気）� ５７４６（９番人気）
枠連票数 計 １５８５８０ 的中 （６－７） ５９２２（８番人気）
普通馬連票数 計 ５３８８６７ 的中 �� １４６４８（１１番人気）
馬単票数 計 ５４５７７６ 的中 �� ７９０４（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７４９２３ 的中 �� ４５０３（１０番人気）�� １３０７（３１番人気）�� ６３５（４７番人気）
３連複票数 計 ８１０５３３ 的中 ��� １４２０（９０番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．７―１１．８―１２．２―１２．５―１２．９―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．２―３５．０―４７．２―５９．７―１：１２．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウヤワラ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ウインドストース 初出走

２００５．４．１７生 牝３栗 母 メイショウサンサン 母母 ミスイメージ １戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 ウォータールフラン号・サチノミステンマ号・フジヤマオペラ号
※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。



０９０５２ ４月１２日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（２０阪神２）第５日 第４競走 ��２，９７０�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時４０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 ８，５００，０００円 ３，４００，０００円 ２，１００，０００円 １，３００，０００円 ８５０，０００円� コースレコード３：１５．７良・良

４５ ナイトフライヤー 牡９鹿 ６０ 小坂 忠士吉田 照哉氏 田中 章博 千歳 社台ファーム ５０４± ０３：１６．４ ４．４�

１１ エリモマキシム �９鹿 ６０ 西谷 誠山本 菊一氏 坂口 正則 えりも えりも農場 ４７６－ ６３：１７．７８ ２．３�
５７ � エキゾーストノート �６黒鹿６０ 熊沢 重文 �キャロットファーム 角居 勝彦 米 WinStar

Farm, LLC ４９６－２４３：１８．５５ １９．５�
２２ ライトニングボール �６鹿 ６０ 今村 康成 �キャロットファーム 作田 誠二 早来（有）ノーザンレーシング ４４６－ ２ 〃 ハナ ５．５�
６１０ ワンダータイキ 牡７青鹿６０ 植野 貴也山本 信行氏 佐藤 正雄 三石 フクダファーム ４８０＋ ２３：１９．１３� １１．０�
８１４ マルタカテンビー 牡６鹿 ６０ 高野 容輔高橋 義和氏 境 直行 三石 本桐牧場 ４８２－ ８３：２１．７大差 ３４．１�
３３ グランドバイオ 牡４鹿 ５９ 黒岩 悠バイオ	 崎山 博樹 門別 日高大洋牧場 ４９４＋１６３：２１．９１� ９０．１

７１２ マヤノリバティ 牡７栗 ６０ 白浜 雄造田所 英子氏 坂口 正大 静内 原 達也 ４６６－１８３：２４．８大差 ２７．０�
７１１ テイエムオーディン 牡５栗 ６０ 北沢 伸也竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 テイエム牧場新冠分場 ４８４＋ ２３：２５．０１� ５２．８�
６９ テイエムハーン �５鹿 ６０ 出津 孝一竹園 正繼氏 新川 恵 新冠 武田 寛治 ４６０－ ４３：２６．７大差 １１４．６
８１３	 ダイゴフウジン 牡５鹿 ６０ 菊地 昇吾長谷川光司氏 吉岡 八郎 浦河 小倉牧場 ５０６－ ４３：２７．５５ １３９．９�
５８ ヒシカツリーダー 牡４青 ５９ 仲田 雅興阿部雅一郎氏 小島 貞博 浦河 中村 雅明 ５３４＋１２３：２７．７
 ８．１�
４６ 	 ダンスグランドゥ 牝５鹿 ５８ 佐久間寛志昴ホースクラブ 鹿戸 明 門別 竹中 哲 ４６０＋１０３：２７．９１� １７６．６�
３４ ヒミノクリミナル 牡５栗 ６０ 小林慎一郎佐々木八郎氏 矢作 芳人 三石 大塚牧場 ５１４－ ４３：３１．７大差 ４７．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １４，００３，９００円 複勝： １６，７３７，１００円 枠連： １４，７３８，９００円

普通馬連： ４８，２２８，９００円 馬単： ５０，２６２，３００円 ワイド【拡大馬連】： １５，０９８，０００円

３連複： ８８，４１７，５００円 ３連単： 発売なし 計： ２４７，４８６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １６０円 � １２０円 � ３５０円 枠 連（１－４） ３９０円

普通馬連 �� ３７０円 馬 単 �� ９３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２１０円 �� １，０５０円 �� ８８０円

３ 連 複 ��� ２，３８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １４００３９ 的中 � ２５６２９（２番人気）
複勝票数 計 １６７３７１ 的中 � ２６４７６（２番人気）� ５６９７３（１番人気）� ８０５２（６番人気）
枠連票数 計 １４７３８９ 的中 （１－４） ２８２６５（１番人気）
普通馬連票数 計 ４８２２８９ 的中 �� ９８７５８（１番人気）
馬単票数 計 ５０２６２３ 的中 �� ３９９７２（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５０９８０ 的中 �� ２３２８４（１番人気）�� ３０６７（１３番人気）�� ３７０８（１１番人気）
３連複票数 計 ８８４１７５ 的中 ��� ２７５０１（７番人気）

上り １マイル １：４６．６ ４F ５２．９－３F ３９．４
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ナイトフライヤー �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Afleet デビュー ２００２．５．４ 京都１着

１９９９．５．１２生 牡９鹿 母 ユーキャンフライ 母母 She Can 障害：４戦１勝 賞金 １４，８５０，０００円
※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） ２頭 マーブルジーン号・ルールシャガール号



０９０５３ ４月１２日 晴 良 （２０阪神２）第５日 第５競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１２時３０分 （芝・右）

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

中央レコード

１：１９．９
１：１９．０

良

良

１２ シ ル ポ ー ト 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠後藤 繁樹氏 西園 正都 静内 タイヘイ牧場 ４８６± ０１：２２．３ ３．６�

１１ ファイナルジャッジ 牡３青鹿５６ 安部 幸夫深見 富朗氏 五十嵐忠男 鵡川 市川牧場 B４６０＋ ２１：２２．７２� １５．８�
（愛知）

３５ アグネスムーン 牝３鹿 ５４ 四位 洋文渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 中神牧場 ４８０＋ ６１：２３．１２� ３．６�
６１２ ビビッドビビアン 牝３芦 ５４ 角田 晃一 �フジワラ・ファーム 佐山 優 静内 フジワラフアーム ４４８－ ２ 〃 アタマ １２．５�
４７ エアジャメヴー 牝３黒鹿５４ 藤岡 佑介 �ラッキーフィールド松田 博資 千歳 社台ファーム ５０４ ―１：２３．２� ８．０�
５９ シンデレラロマンス 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム ４７４＋ ８１：２３．３� １７．４	
８１６ ファンキードラゴン 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝松岡 隆雄氏 石坂 正 新冠 若林牧場 ５０４－ ８１：２３．８３ ３．９

５１０ ワイルドヒーロー 牡３鹿 ５６ 酒井 学小川 勲氏 作田 誠二 静内 武 牧場 ４３６＋ ４１：２４．１２ ３５．４�
３６ ローランリアルト 牝３鹿 ５４ 鮫島 良太斉藤 敏博氏 木原 一良 新冠 斉藤 安行 ４３８ ― 〃 ハナ ３８１．７�
７１４ ラガーサージュ 牝３栗 ５４

５１ ▲田中 克典奥村 啓二氏 田所 清広 平取 スガタ牧場 ４８２＋ ２１：２４．３� １２０．１
２４ ランドプレミアム 牡３黒鹿５６ 小林 徹弥木村 善一氏 安達 昭夫 門別 日西牧場 ４６２± ０１：２４．４� ９９．９�
７１３ ブラックカシミール 牝３黒鹿５４ 福永 祐一�バンブー牧場 梅内 忍 浦河 バンブー牧場 ４７６ ―１：２４．５クビ ３３．３�
８１８ イサミスピリッツ 牡３芦 ５６ 村田 一誠前田 哲郎氏 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 ４７２－１２１：２４．７１� ３１０．５�
７１５ ブルーゼット 牡３栗 ５６ 幸 英明�フォーレスト 田所 清広 静内 今 牧場 ４４４－１２１：２４．８� ９９．６�
８１７ シンメトリーアート 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三角家 弘志氏 崎山 博樹 門別 中前 義隆 ４６８＋１０１：２５．４３� ８８．３�
２３ テイエムティアラ 牝３黒鹿５４ 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 浦河 鮫川 啓一 ４３２ ― 〃 クビ ２４１．１�
６１１ フ ォ ル テ 牡３栗 ５６ 小牧 太深見 富朗氏 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 ４５８＋ ２１：２６．２５ １７６．５�
４８ ツルマルメジャー 牡３青鹿５６ 上村 洋行鶴田 任男氏 坂口 正則 浦河 駿河牧場 ４６６－ ８１：２６．４１ １０９．３�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １７，５３０，９００円 複勝： ２５，０６６，０００円 枠連： １８，４４６，９００円

普通馬連： ６０，８８６，６００円 馬単： ５６，１７４，８００円 ワイド【拡大馬連】： １８，８７７，７００円

３連複： ９２，７４７，１００円 ３連単： 発売なし 計： ２８９，７３０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １３０円 � ３００円 � １４０円 枠 連（１－１） ２，１９０円

普通馬連 �� ２，０００円 馬 単 �� ３，１３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６４０円 �� ２８０円 �� ７３０円

３ 連 複 ��� ２，３１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７５３０９ 的中 � ３８７３９（２番人気）
複勝票数 計 ２５０６６０ 的中 � ５９９７５（１番人気）� １５０４５（６番人気）� ５７８２９（２番人気）
枠連票数 計 １８４４６９ 的中 （１－１） ６２３９（１２番人気）
普通馬連票数 計 ６０８８６６ 的中 �� ２２４６８（８番人気）
馬単票数 計 ５６１７４８ 的中 �� １３２５６（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８８７７７ 的中 �� ６８３８（５番人気）�� １９１４６（１番人気）�� ５９３８（９番人気）
３連複票数 計 ９２７４７１ 的中 ��� ２９６４７（６番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１１．６―１２．１―１２．０―１１．３―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．４―３５．０―４７．１―５９．１―１：１０．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シ ル ポ ー ト �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．１．２７ 京都３着

２００５．３．２４生 牡３鹿 母 スペランツァ 母母 フ ジ ャ ブ ６戦１勝 賞金 １０，０５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ツルマルメジャー号は，平成２０年５月１２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 ホッコーマスコット号
※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。



０９０５４ ４月１２日 晴 稍重 （２０阪神２）第５日 第６競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１３時００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

４８ ワンダームシャ 牡３鹿 ５６ 野元 昭嘉山本 信行氏 野元 昭 三石 米田牧場 ４６８± ０１：５２．６ ５８．８�

１２ ウエスタンシーザー 牡３黒鹿５６ 安部 幸夫西川 賢氏 崎山 博樹 静内 北西牧場 ４７６＋ ８１：５３．０２� ５１．３�
（愛知）

５１０ ピイラニハイウェイ 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介金子真人ホール
ディングス� 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４５６＋ ２１：５３．２１� １．７�

２３ 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 ４３４－ ６１：５３．７３ ６．４�
７１３ ヤマニンリュバン 牡３栗 ５６ 酒井 学土井 薫氏 西園 正都 新冠 錦岡牧場 ５２０－ ４ 〃 クビ １１．９�
２４ ツルガオカランナー 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠松本 兼吉氏 池江 泰寿 千歳 社台ファーム ４７０－ ４１：５３．８� ２４．９�
３６ アグネススターチ 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文渡辺 孝男氏 大根田裕之 千歳 社台ファーム ４７２＋ ２１：５４．１１� １４．７	
７１４ コンプトゥス 牡３芦 ５６ 鮫島 良太吉田 勝己氏 松田 国英 早来 ノーザンファーム ５０６± ０１：５４．２� ６．８

４７ イマカツタイガー 牡３栗 ５６ 四位 洋文今西 和雄氏 昆 貢 浦河 多田 善弘 ４７４± ０１：５４．７３ ３６．９�
３５ マルブツファイン 牡３青鹿５６ 幸 英明大澤 毅氏 中尾 秀正 浦河 細道牧場 ５０６－ ４１：５４．８� １１６．１�
５９ ミッキージェット 牡３青鹿５６ 小牧 太野田みづき氏 森 秀行 静内 谷岡 正次 ４８０－ ２１：５５．２２� ５９．２
６１２ メイショウラダック 牡３栗 ５６ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４５８± ０１：５５．５１� ２２１．９�
８１５ ナリタシャトル 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲田中 克典�オースミ 小野 幸治 浦河 太陽牧場 ４９０－ ８１：５５．７１ １６４．７�
８１６ ナムラチェンジ 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥奈村 信重氏 目野 哲也 新冠 つつみ牧場 ４５６－１０１：５５．８� １３３．１�
６１１ チョウサンデイ 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三丸山 隆雄氏 吉岡 八郎 浦河 草薙 利昭 ４７８＋ ２１：５５．９� １５．４�
１１ ロングメッセージ 牡３栗 ５６ 上村 洋行中井 敏雄氏 長浜 博之 門別 天羽牧場 ４６６＋ ６１：５６．６４ １５８．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，５８８，１００円 複勝： ４３，３６２，６００円 枠連： ２３，３０９，５００円

普通馬連： ７８，１９７，２００円 馬単： ８１，７８６，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，７６９，９００円

３連複： １１７，０８０，３００円 ３連単： 発売なし 計： ３９３，０９４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５，８８０円 複 勝 � １，１３０円 � ６８０円 � １１０円 枠 連（１－４） １２，８７０円

普通馬連 �� ３０，９５０円 馬 単 �� ８５，１４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６，６２０円 �� １，３６０円 �� ８７０円

３ 連 複 ��� １５，８７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２３５８８１ 的中 � ３１６６（１０番人気）
複勝票数 計 ４３３６２６ 的中 � ５１３２（１１番人気）� ８９９４（８番人気）� ２２９７９７（１番人気）
枠連票数 計 ２３３０９５ 的中 （１－４） １３３７（２６番人気）
普通馬連票数 計 ７８１９７２ 的中 �� １８６５（５０番人気）
馬単票数 計 ８１７８６５ 的中 �� ７０９（１１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５７６９９ 的中 �� ９１９（４８番人気）�� ４７０３（１１番人気）�� ７５９４（９番人気）
３連複票数 計１１７０８０３ 的中 ��� ５４４６（４６番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．０―１３．６―１２．８―１２．８―１２．７―１２．２―１２．２―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．７―３７．３―５０．１―１：０２．９―１：１５．６―１：２７．８―１：４０．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．７―３F３７．０
１
３
８，４（１，１０）（６，１２）（２，１３）１４（７，１１）（５，１５）（３，９，１６）
８，４（１，６，１０）（２，１２）１３（７，１１）（１４，１５）（３，１６）（５，９）

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

勝馬の
紹 介

ワンダームシャ �
�
父 アラムシャー �

�
母父 キンググローリアス デビュー ２００８．１．２７ 小倉８着

２００５．４．２生 牡３鹿 母 ワンダーマッスル 母母 ワンダーヒロイン ５戦２勝 賞金 １６，０００，０００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。



０９０５５ ４月１２日 晴 稍重 （２０阪神２）第５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）

牝，５００万円以下；負担重量は，５５�
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

８１２ ビーチフェスタ 牝５黒鹿５５ 岩田 康誠 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ４６４－ ６１：１２．２ ３．３�

４４ サザンビューティー 牝５芦 ５５ 田嶋 翔南波 壽氏 小島 貞博 三石 猪野毛牧場 ４７８＋ ４１：１２．６２� ２．３�
７１１ ヒシルーマー 牝４青鹿５５ 角田 晃一阿部雅一郎氏 佐山 優 浦河 中村 雅明 ４９６＋ ２１：１２．７� ２４．７�
２２ ニシノヴァネッサ 牝４芦 ５５ 武 幸四郎西山 茂行氏 田所 秀孝 鵡川 西山牧場 ４６８＋ ８１：１３．０１� ３８．５�
４５ ナムラコロナ 牝４栗 ５５

５２ ▲田中 克典奈村 信重氏 松永 昌博 静内 伊藤 明 ４７２＋ ４１：１３．２１� １３．７�
８１３� シルキーイリス 牝５栗 ５５ 後藤 浩輝有限会社シルク水野 貴広 新冠 ヤマオカ牧場 ４５０－ ８１：１３．３クビ ５６．２�
５７ � テイエムスカット 牝５鹿 ５５

５２ ▲船曳 文士竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 競優牧場 ４８４－ ２ 〃 クビ １０．９	
６８ カシノアマゾネス 牝４栗 ５５ 西田雄一郎柏木 務氏 福永 甲 青森 野々宮牧場 ４３８± ０１：１３．４クビ ３２３．７

７１０ フミノオリヒメ 牝４鹿 ５５ 小林 徹弥谷 二氏 西浦 勝一 浦河 斉藤 英 ４５８＋ ８１：１３．６１� ９．６�
６９ アドマイヤミスティ 牝４鹿 ５５ 上村 洋行近藤 利一氏 中尾 正 浦河 辻 牧場 ４５０－ ２１：１３．７� ２６．２�
５６ � カネコメスパークー 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲田村 太雅�岡 義雄氏 中尾 正 浦河 金石牧場 ４６８± ０１：１３．９１� ３９９．１
１１ シャトヤンシー 牝４黒鹿５５ 金折 知則 �社台レースホース松元 茂樹 千歳 社台ファーム ４７０＋ ４１：１４．２２ ３２．４�
３３ オメガロンド 牝４鹿 ５５ 福永 祐一原 	子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４３４± ０１：１４．８３� １１．２�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２０，８６２，９００円 複勝： ２３，９５１，７００円 枠連： １８，８０９，４００円

普通馬連： ７８，０５１，０００円 馬単： ７５，０８２，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，７０１，６００円

３連複： １０４，８１１，６００円 ３連単： 発売なし 計： ３４４，２７０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １３０円 � １２０円 � ４５０円 枠 連（４－８） ２７０円

普通馬連 �� ２８０円 馬 単 �� ８１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １７０円 �� １，１２０円 �� ８２０円

３ 連 複 ��� １，９８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２０８６２９ 的中 � ５００６８（２番人気）
複勝票数 計 ２３９５１７ 的中 � ５５９６５（２番人気）� ７６４８１（１番人気）� ７７０８（９番人気）
枠連票数 計 １８８０９４ 的中 （４－８） ５２３３８（１番人気）
普通馬連票数 計 ７８０５１０ 的中 �� ２１１８０７（１番人気）
馬単票数 計 ７５０８２２ 的中 �� ６８６０６（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２７０１６ 的中 �� ４６５４３（１番人気）�� ４０５２（１５番人気）�� ５６３５（１０番人気）
３連複票数 計１０４８１１６ 的中 ��� ３９１５８（５番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．２―１２．０―１１．８―１２．２―１２．６

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビーチフェスタ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Boundary デビュー ２００５．８．２０ 小倉２着

２００３．２．２７生 牝５黒鹿 母 ビーチフラッグ 母母 First Flag １４戦２勝 賞金 ２２，４３０，０００円



０９０５６ ４月１２日 晴 良 （２０阪神２）第５日 第８競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１４時００分 （芝・右・外）

牝，１０００万円以下；負担重量は，５５�
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

１：４５．３
１：４４．１

良

良

８１３ ヴィクトリアアイ 牝４鹿 ５５ 小牧 太 �ノースヒルズマネ
ジメント 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６６＋ ６１：４８．０ ４．３�

８１２ ブリトマルティス 牝４鹿 ５５ 幸 英明吉田 和美氏 西園 正都 三石 斉藤スタッド ４３０＋ ６１：４８．１� １７．２�
７１１ クィーンスプマンテ 牝４栗 ５５ 藤岡 佑介 �グリーンファーム 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４５０＋ ４１：４８．２クビ ６．２�
１１ ヴィアラクテア 牝４栗 ５５ 福永 祐一 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４７２＋ ６ 〃 クビ ３．１�
３３ ウインシンシア 牝５黒鹿５５ 後藤 浩輝�ウイン 石坂 正 浦河 杵臼斉藤牧場 ４８２＋１０ 〃 ハナ ７．４�
２２ クイックセイコー 牝６黒鹿５５ 岩田 康誠竹國 弘氏 鈴木 康弘 早来 ノーザンファーム ４５２＋ ６１：４８．３� ６．９	
６８ ハギノルチェーレ 牝４鹿 ５５ 四位 洋文日隈 良江氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７０－ ８ 〃 ハナ １５．５

４４ パノラマビューティ 牝６栗 ５５ 上村 洋行前田 幸治氏 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４７４± ０ 〃 クビ ３３．１�
６９ シルクメガヒット 牝６黒鹿５５ 村田 一誠有限会社シルク武藤 善則 三石 水上 習孝 ４４８－ ４１：４８．７２� ３１．３�
４５ ピエナビーナス 牝４青鹿５５ 角田 晃一本谷 兼三氏 南井 克巳 浦河 岡本牧場 ４３８－１２１：４８．９１ ３２．９
５７ � ミスティラブ 牝６黒鹿５５ 池添 謙一冨沢 敦子氏 増本 豊 静内 高橋 誠次 ４６４＋ ２１：４９．０� ４０．３�
５６ シンシンマーキー 牝６芦 ５５ 高井 彰大�槇本牧場 新川 恵 門別 三輪牧場 ４７８＋ ６ 〃 クビ ２００．７�
７１０ タケイチゼット 牝４栗 ５５ 鮫島 良太竹中 健一氏 福島 信晴 浦河 大西牧場 ４８０＋ ６１：４９．１クビ ６４．９�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２０，４９３，４００円 複勝： ２３，５０１，３００円 枠連： ２１，２１４，３００円

普通馬連： ８５，６８４，９００円 馬単： ７１，７３１，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，３８４，２００円

３連複： １１３，０３３，９００円 ３連単： 発売なし 計： ３５７，０４３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １７０円 � ４００円 � ２３０円 枠 連（８－８） ２，８３０円

普通馬連 �� ２，７７０円 馬 単 �� ４，６５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８７０円 �� ６５０円 �� １，２３０円

３ 連 複 ��� ５，４７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２０４９３４ 的中 � ３７９０７（２番人気）
複勝票数 計 ２３５０１３ 的中 � ４３２９２（２番人気）� １２７２０（７番人気）� ２７３１０（３番人気）
枠連票数 計 ２１２１４３ 的中 （８－８） ５５４０（１４番人気）
普通馬連票数 計 ８５６８４９ 的中 �� ２２９０８（１２番人気）
馬単票数 計 ７１７３１９ 的中 �� １１４０５（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１３８４２ 的中 �� ６０９２（９番人気）�� ８４５３（７番人気）�� ４１８７（１５番人気）
３連複票数 計１１３０３３９ 的中 ��� １５２６５（１４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．７―３６．８―４９．１―１：０１．４―１：１３．４―１：２４．７―１：３５．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．６―３F３４．６
３ ・（１１，５）－（１，１２）－（２，１０）－（３，１３）－（９，４）（６，７）－８ ４ ・（１１，５）（１，１２）（２，１０）（３，１３）４，９，７（６，８）

勝馬の
紹 介

ヴィクトリアアイ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Storm Cat デビュー ２００６．１１．２５ 京都５着

２００４．５．２２生 牝４鹿 母 キャットクイル 母母 Pacific Princess １４戦３勝 賞金 ３３，４０７，０００円



０９０５７ ４月１２日 晴 良 （２０阪神２）第５日 第９競走 ��
��２，０００�ア ザ レ ア 賞

発走１４時３５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 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

１１ ブラストダッシュ 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝村上 稔氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ４７０± ０２：０６．０ ４．２�

８１０ フサイチダイチャン 牡３鹿 ５６ 四位 洋文関口 房朗氏 松田 国英 早来 ノーザンファーム ４９８＋ ６２：０６．１� ２．４�
５５ ポーラーライツ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 池江 泰郎 追分 追分ファーム ４７６－ ４２：０６．３１ ４．８�
４４ アドマイヤナサ 牡３青鹿５６ 上村 洋行近藤 利一氏 橋田 満 静内 グランド牧場 ４９０± ０ 〃 ハナ ５．６�
３３ イエロータキオン 牝３鹿 ５４ 幸 英明松岡 隆雄氏 平田 修 新冠 松本 信行 ４５０－ ２２：０６．４� １０．６�
７７ マイネルアテッサ 牡３芦 ５６ 藤岡 佑介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 三石 沖田 博志 ４８２－ ８２：０６．５� ４７．６	
７８ ナムラブレイブ 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥奈村 信重氏 目野 哲也 静内 伊藤 明 ４６０－ ４２：０６．６� １４．３

６６ ヤマニントップギア 牡３鹿 ５６ 鮫島 良太土井 肇氏 中村 均 浦河 廣田 伉助 ４９０＋ ４２：０７．３４ ７３．０�
２２ � ゴールデンエッグ 牡３鹿 ５６ 安部 幸夫上田 力氏 安部 弘一 新冠 安達 洋生 ４２２± ０２：０７．６１� １５６．４�

（愛知） （愛知）

（９頭）
８９ グローリーシーズ 牡３栗 ５６ 福永 祐一近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２５，３１３，６００円 複勝： ２８，５１８，１００円 枠連： １８，２０２，４００円

普通馬連： ９０，９８７，８００円 馬単： ７５，０１６，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，６５０，９００円

３連複： ８８，９４５，９００円 ３連単： ３０４，７０９，７００円 計： ６５３，３４５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １４０円 � １３０円 � １３０円 枠 連（１－８） ５３０円

普通馬連 �� ５４０円 馬 単 �� １，２５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２２０円 �� ２４０円 �� ２１０円

３ 連 複 ��� ６１０円 ３ 連 単 ��� ３，５５０円

票 数

単勝票数 計 ２５３１３６ 的中 � ４７９７８（２番人気）
複勝票数 計 ２８５１８１ 的中 � ５４９６１（３番人気）� ６６５７６（１番人気）� ５５７４０（２番人気）
枠連票数 計 １８２０２４ 的中 （１－８） ２５４９６（１番人気）
普通馬連票数 計 ９０９８７８ 的中 �� １２５３４２（１番人気）
馬単票数 計 ７５０１６８ 的中 �� ４４５５５（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１６５０９ 的中 �� ２４１５７（２番人気）�� ２２４１９（３番人気）�� ２６４９６（１番人気）
３連複票数 計 ８８９４５９ 的中 ��� １０７８４０（１番人気）
３連単票数 計３０４７０９７ 的中 ��� ６３４８９（６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．０―２４．５―３７．８―５１．５―１：０５．１―１：１８．８―１：３１．５―１：４３．１―１：５４．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．２―３F３４．５
１
３
７－１（４，５）（８，１０）－６－（２，３）
７，１，５，４，１０，８－６，３，２

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ブラストダッシュ 
�
父 オペラハウス 

�
母父 アンバーシヤダイ デビュー ２００８．２．１０ 京都２着

２００５．３．３１生 牡３鹿 母 カ ル メ ン 母母 ド ミ ン ガ ４戦２勝 賞金 １８，１０８，０００円
〔出走取消〕 グローリーシーズ号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
※イエロータキオン号は，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。



０９０５８ ４月１２日 晴 良 （２０阪神２）第５日 第１０競走 ��
��２，４００�大阪―ハンブルクカップ

発走１５時１０分 （芝・右・外）

４歳以上，１９．４．７以降２０．４．６まで１回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ
ハンブルク競馬場賞（１着）

賞 品
本 賞 ２４，０００，０００円 ９，６００，０００円 ６，０００，０００円 ３，６００，０００円 ２，４００，０００円
付 加 賞 ３５０，０００円 １００，０００円 ５０，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２４．７
２：２２．１

良

良

８１４ シルクネクサス 牡６栗 ５６ 藤岡 佑介有限会社シルク岡田 稲男 新冠 早田牧場新
冠支場 ５０６－ ４２：２５．０ ７．０�

７１３ メトロシュタイン 牡４青鹿５４ 福永 祐一太田 廣子氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ５１８＋ ４２：２５．５３ ５．４�
２３ フォルテベリーニ 牡６栗 ５４ 岩田 康誠 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ５０４－１４２：２６．０３ １０．３�
５８ � パープルファルコン 牡８鹿 ５１ 田中 克典中野 銀十氏 境 直行 浦河 山口 義彦 ４７４＋ ２２：２６．２１� ３２．８�
７１２ サンバレンティン 牡７栗 ５７ 佐藤 哲三吉田 勝己氏 佐々木晶三 早来 ノーザンファーム ４６０± ０２：２６．４１� ２１．１�
２２ スクールボーイ 牡８黒鹿４９ 飯田 祐史後藤 繁樹氏 小林 常泰 静内 曾田農園 ４９６－ ４２：２６．５クビ ８８．４�
３５ マイネルダイナモ 牡４鹿 ５３ 四位 洋文 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 浦河 金成吉田牧場 ５０４－ ８ 〃 ハナ ４９．６

６１１ ワンダースティーヴ 牡４黒鹿５４ 小牧 太山本 信行氏 小崎 憲 三石 米田牧場 ５２４＋ ４２：２６．７	 ６．５�
８１５ ペガサスファイト 牡６鹿 ５４ 熊沢 重文�天羽牧場 長浜 博之 門別 天羽牧場 ５１６－ ４２：２６．８	 ３１．５�
５９ ドリームフライト 牡４栗 ５１ 西田雄一郎吉田 勝己氏 福永 甲 早来 ノーザンファーム ４９６± ０２：２７．５４ １３．４
４７ � バトルハートオー 牡７黒鹿５２ 安部 幸夫宮川 秋信氏 矢作 芳人 浦河 多田 善弘 ５０４＋ ６２：２７．９２� ２９．６�

（愛知）

１１ ストロングドン 牡８鹿 ４８ 畑端 省吾新木 鈴子氏 小原伊佐美 千歳 社台ファーム ５３２＋ ６ 〃 ハナ ５３．１�
４６ ニュービギニング 牡４鹿 ５５ 幸 英明金子真人ホール

ディングス	 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム B４５６＋ ２２：２８．１１� ３．７�
６１０ テイエムプリキュア 牝５黒鹿５０ 酒井 学竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 ５０４＋ ４２：２８．２� ９．０�
３４ ローズプレステージ 牡４栗 ５４ 上村 洋行 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４６０± ０２：２８．６２� ３６．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３２，６０３，０００円 複勝： ３９，７７７，６００円 枠連： ３６，５７２，４００円

普通馬連： １７０，９５１，０００円 馬単： ９７，５２５，４００円 ワイド【拡大馬連】： ４３，９４０，５００円

３連複： １８７，６２９，６００円 ３連単： ４００，４４４，２００円 計： １，００９，４４３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７００円 複 勝 � ２６０円 � １９０円 � ２６０円 枠 連（７－８） １，１５０円

普通馬連 �� ２，０３０円 馬 単 �� ４，４４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９２０円 �� １，３２０円 �� ７９０円

３ 連 複 ��� ６，５２０円 ３ 連 単 ��� ３９，０４０円

票 数

単勝票数 計 ３２６０３０ 的中 � ３６８６５（４番人気）
複勝票数 計 ３９７７７６ 的中 � ３８１０６（５番人気）� ６２７０２（２番人気）� ３８８６４（４番人気）
枠連票数 計 ３６５７２４ 的中 （７－８） ２３６７１（５番人気）
普通馬連票数 計１７０９５１０ 的中 �� ６２２７０（５番人気）
馬単票数 計 ９７５２５４ 的中 �� １６２２６（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４３９４０５ 的中 �� １１９１８（８番人気）�� ８０３０（１６番人気）�� １４００２（４番人気）
３連複票数 計１８７６２９６ 的中 ��� ２１２４６（１８番人気）
３連単票数 計４００４４４２ 的中 ��� ７５７０（９８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．５―２３．４―３５．９―４８．３―１：００．５―１：１２．６―１：２４．１―１：３５．９―１：４７．８―２：００．０―２：１２．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シルクネクサス �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 スターリフト デビュー ２００４．７．１１ 阪神８着

２００２．２．１９生 牡６栗 母 シルキーヒロイン 母母 シルヴアード ４５戦７勝 賞金 ２４０，２２９，０００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。



０９０５９ ４月１２日 晴 良 （２０阪神２）第５日 第１１競走 ��
��１，４００�第５１回サンケイスポーツ杯阪神牝馬ステークス（ＧⅡ）

発走１５時４５分 （芝・右）
牝，４歳以上；負担重量は，５５�，１９．４．７以降GⅠ競走１着馬２�増，GⅡ競走１着馬１�
増，１９．４．６以前のGⅠ競走１着馬１�増（ただし２歳時の成績を除く）

サンケイスポーツ賞（１着）
賞 品

本 賞 ５５，０００，０００円 ２２，０００，０００円 １４，０００，０００円 ８，３００，０００円 ５，５００，０００円
付 加 賞 １，０９２，０００円 ３１２，０００円 １５６，０００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

１：１９．９
１：１９．０

良

良

２３ エイジアンウインズ 牝４鹿 ５５ 鮫島 良太太田 美實氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４８４＋ ４１：２１．４ ８．８�

４７ ブルーメンブラット 牝５黒鹿５５ 後藤 浩輝 �キャロットファーム 石坂 正 早来 ノーザンファーム ４６８－ ２ 〃 クビ ３．４�
７１３ パーフェクトジョイ 牝５青鹿５５ 秋山真一郎吉田 勝己氏 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ４３８＋ ２１：２１．９３ ２９．２�
５８ キストゥヘヴン 牝５鹿 ５６ 幸 英明吉田 和子氏 戸田 博文 門別 正和山本牧場 ４２４－ ２ 〃 ハナ ７．１�
４６ ジョリーダンス 牝７芦 ５６ 岩田 康誠小林 薫氏 堀 宣行 新冠 錦岡牧場 ４７６－ ２１：２２．０クビ ４．０�
７１２� ローブデコルテ 牝４芦 ５７ 福永 祐一前田 幸治氏 松元 茂樹 米 Mr. & Mrs. Larry

D. Williams ４６４＋ ４１：２２．２１� ４．８�
８１５ ミルクトーレル 牝４鹿 ５５ 武 幸四郎宮原 廣伸氏 昆 貢 三石 山際牧場 ５０６± ０１：２２．４１	 ５４．１	
５９ カタマチボタン 牝４黒鹿５５ 小牧 太諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４７４－ ４１：２２．５
 ２０．３

２２ キッスアンドライド 牝５青 ５５ 藤岡 佑介 �グリーンファーム 加用 正 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 ４８２－ ４ 〃 ハナ ５６．６
１１ シールビーバック 牝６栗 ５５ 角田 晃一�富美男企画 飯田 雄三 新冠 隆栄牧場 ４７０＋ ６１：２２．６クビ １４４．２�
３４ タニノハイクレア 牝４鹿 ５５ 四位 洋文谷水 雄三氏 矢作 芳人 静内 橋本牧場 ４５４＋ ６ 〃 ハナ ２３．３�
３５ ヘイローフジ 牝５栗 ５５ 飯田 祐史林 順子氏 飯田 明弘 新冠 協和牧場 ４８６＋ ４ 〃 同着 ５０．４�
６１０ ニホンピロブリュレ 牝７栗 ５５ 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 静内 福岡 清 ４６２＋ ６１：２２．８１� １３０．０�
８１４ ピンクカメオ 牝４鹿 ５７ 池添 謙一金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 新冠 パカパカ
ファーム ４７２－ ６ 〃 クビ ２２．９�

６１１ アルーリングボイス 牝５鹿 ５５ 上村 洋行 �サンデーレーシング 野村 彰彦 白老 白老ファーム ４５２－１０１：２３．３３ １０３．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ７４，６４８，９００円 複勝： １１１，８８７，０００円 枠連： １０２，６９４，５００円

普通馬連： ５２１，６３８，３００円 馬単： ２８１，４８２，６００円 ワイド【拡大馬連】： １１５，６３０，３００円

３連複： ５５５，７６３，０００円 ３連単： １，２０１，９５０，０００円 計： ２，９６５，６９４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８８０円 複 勝 � ３００円 � １６０円 � ６３０円 枠 連（２－４） ８３０円

普通馬連 �� １，３１０円 馬 単 �� ３，３７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５４０円 �� ２，５７０円 �� １，４９０円

３ 連 複 ��� ９，７８０円 ３ 連 単 ��� ５２，２４０円

票 数

単勝票数 計 ７４６４８９ 的中 � ６６９９０（５番人気）
複勝票数 計１１１８８７０ 的中 � ９１８１３（５番人気）� ２５７４５７（１番人気）� ３６２９２（８番人気）
枠連票数 計１０２６９４５ 的中 （２－４） ９２０８８（４番人気）
普通馬連票数 計５２１６３８３ 的中 �� ２９４３２８（５番人気）
馬単票数 計２８１４８２６ 的中 �� ６１７２４（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１１５６３０３ 的中 �� ５６５０６（５番人気）�� １０５６６（２８番人気）�� １８６０４（１５番人気）
３連複票数 計５５５７６３０ 的中 ��� ４１９７６（２９番人気）
３連単票数 計１２０１９５００ 的中 ��� １６９８１（１４１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．８―２３．９―３５．４―４７．２―５８．５―１：０９．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．０―３F３４．２
３ ３，９（１，１２）５（６，１１，１４）（４，７，１３）２（８，１０，１５） ４ ３，９（１，１２）（５，６，１１，１４）（４，７，１３）（２，８，１０，１５）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

エイジアンウインズ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 デ イ ン ヒ ル デビュー ２００６．１２．３ 阪神３着

２００４．３．２８生 牝４鹿 母 サクラサクⅡ 母母 サクラフブキ １０戦５勝 賞金 １１９，６１１，０００円
〔発走状況〕 シールビーバック号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ジョリーダンス号の騎手岩田康誠は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。



０９０６０ ４月１２日 晴 良 （２０阪神２）第５日 第１２競走 ��
��１，８００�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

１：４８．５
１：４８．４

重

重

６１１ ケージームサシ 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝川井 五郎氏 梅内 忍 三石 松本牧場 ４７２＋ ２１：５２．７ ５．１�

３５ � ダブルダンスシチー 牡４栗 ５７ 佐藤 哲三 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 米 Chad
Schumer ４９４± ０ 〃 クビ ７．７�

２４ テンザンメダリスト 牡４鹿 ５７ 小林 徹弥平野 澄江氏 松永 昌博 静内 藤原牧場 ５３４＋ ２１：５２．８� １９．９�
７１３� マルブツセンター 牡４栗 ５７ 上村 洋行大澤 毅氏 白井 寿昭 米

G. Watts Hum-
phrey Jr. & Lou-
ise I. Humphrey

B４７０＋ ２１：５２．９	 ７．０�
５１０ ナリタチャレンジ 牡４鹿 ５７

５４ ▲船曳 文士�オースミ 宮本 博 門別 豊郷牧場 ４８８－ ４１：５３．３２� ５７．７�
２３ ハギノプレシャス 
６黒鹿５７ 小坂 忠士日隈 良江氏 松田 国英 早来 ノーザンファーム ４６４－ ８１：５３．４クビ ３９．１�
８１６ ゼンノジュウシン 牡５栗 ５７ 福永 祐一大迫久美子氏 大久保龍志 平取 坂東牧場 ４９４＋１０１：５３．６１� ７．３	
３６ デ ュ ヴ ァ ル 牡７鹿 ５７ 四位 洋文 
サンデーレーシング 松田 国英 早来 ノーザンファーム ５３６＋ ２ 〃 ハナ １８．５�
５９ ヤマニンコーリング 牡６鹿 ５７ 熊沢 重文土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 ４９２－ ４ 〃 アタマ ６４．７�
６１２� ニッシンテースト 牡６鹿 ５７ 安部 幸夫武田 隆雄氏 梅内 忍 浦河 バンダム牧場 ５６２＋１０１：５３．７	 ５９．８

（愛知）

１２ ハイエンドクォーツ 牡５栗 ５７ 村田 一誠 
サンデーレーシング 本間 忍 追分 追分ファーム ４６４－１６ 〃 アタマ ２１．８�
４８ �� ウィッシングデュー 牝４黒鹿５５ 鮫島 良太中村 浩章氏 増本 豊 米 Hopewell In-

vestments LLC ４８６＋ ６１：５４．０１	 ３．３�
１１ キラーストリート 牝５栗 ５５ 酒井 学永田 清男氏 河内 洋 門別 浜本 幸雄 ４３８＋ ８１：５４．３１	 ３８．４�
８１５ ツルマルキセキ 牡４青鹿 ５７

５４ ▲田中 克典鶴田 任男氏 坂口 正則 三石 城地 和義 ４５８＋ ８ 〃 クビ １３１．４�
７１４ テンシノコンコルド 牡５青 ５７ 武 幸四郎杉谷 枡夫氏 田所 秀孝 門別 法理牧場 ４９６＋ ６１：５５．０４ １２．９�
４７ オナーリーブ 牝５鹿 ５５ 藤岡 佑介 
ノースヒルズマネ

ジメント 橋口弘次郎 静内 桜井牧場 ４８６＋１０１：５６．５９ ７４．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３３，０１１，８００円 複勝： ４３，６３９，６００円 枠連： ４４，８５１，５００円

普通馬連： １６６，４７９，５００円 馬単： １０５，９３５，３００円 ワイド【拡大馬連】： ４３，８０９，３００円

３連複： １７８，５９７，４００円 ３連単： ３９５，４０９，６００円 計： １，０１１，７３４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � １７０円 � ２７０円 � ４５０円 枠 連（３－６） １，１７０円

普通馬連 �� １，７００円 馬 単 �� ３，３１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６７０円 �� １，０７０円 �� ２，４３０円

３ 連 複 ��� １０，７５０円 ３ 連 単 ��� ４９，３４０円

票 数

単勝票数 計 ３３０１１８ 的中 � ５１８９０（２番人気）
複勝票数 計 ４３６３９６ 的中 � ８５２９９（１番人気）� ４０４６３（５番人気）� ２０９７８（７番人気）
枠連票数 計 ４４８５１５ 的中 （３－６） ２８３７１（６番人気）
普通馬連票数 計１６６４７９５ 的中 �� ７２４７４（６番人気）
馬単票数 計１０５９３５３ 的中 �� ２３６８１（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４３８０９３ 的中 �� １６８９７（６番人気）�� １０１４２（１０番人気）�� ４２６１（２７番人気）
３連複票数 計１７８５９７４ 的中 ��� １２２６７（３１番人気）
３連単票数 計３９５４０９６ 的中 ��� ５９１５（１２８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．７―３７．０―４９．６―１：０２．４―１：１５．０―１：２７．３―１：３９．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．３―３F３７．７
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ケージームサシ �
�
父 コマンダーインチーフ �

�
母父 ニチドウタロー デビュー ２００７．４．２２ 福島６着

２００４．５．１３生 牡４鹿 母 タニノオトメ 母母 タニノカンザシ １４戦３勝 賞金 ３８，９００，０００円
〔発走状況〕 キラーストリート号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 アクセルカフェ号・イエス号・グランプリサクセス号・ホワイトベッセル号
※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。



（２０阪神２）第５日 ４月１２日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 １２回 出走頭数 １７７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

２９１，１９０，０００円
１１，９００，０００円
１４，３６０，０００円
２，５００，０００円
３１，５００，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６２，９６２，０００円
５，５３１，８００円
１，７８７，７００円

勝馬投票券売得金
３１４，０５５，４００円
４３０，３２１，２００円
３４６，３３３，３００円
１，４６７，２２７，１００円
１，０５９，７１５，２００円
３８２，６３５，９００円
１，７８２，０８４，２００円
２，３０２，５１３，５００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 ８，０８４，８８５，８００円

総入場人員 ２３，６５２名 （有料入場人員 ２２，６４４名）




