
０９０７３ ４月１９日 曇 重 （２０阪神２）第７日 第１競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１０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

８１６ スペシャルポケット 牝３黒鹿５４ 安藤 勝己吉田 照哉氏 宮本 博 千歳 社台ファーム ４４８－ ６１：１２．２ ６．３�

３６ アンクルトップ 牡３栗 ５６ 池添 謙一�有能 鹿戸 明 三石 猪野毛牧場 ４６６－ ４１：１２．３� ３．６�
６１２ ファンドリハンター 牡３栗 ５６

５３ ▲田村 太雅水戸 富雄氏 岩元 市三 三石 沖田 忠幸 ４７４＋ ２１：１２．７２� ３．９�
５９ グレイホーク 牡３青鹿５６ 川田 将雅後藤 繁樹氏 鮫島 一歩 鵡川 宇南山牧場 ４７６＋ ４１：１２．９１� ２６．１�
７１３ コロナドリリー 牝３栗 ５４ 長谷川浩大�谷口牧場 西浦 勝一 浦河トラストスリーファーム ４６４＋ ８１：１３．１１� １２．１�
４８ ファイナルパンチ 牡３鹿 ５６ 小牧 太長谷川光司氏 吉岡 八郎 浦河 小倉牧場 ４５８± ０１：１３．５２� １４．１	
２３ ヴォレハクユウ 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二伊藤 博文氏 浜田 光正 三石 沖田 忠幸 ４９０＋ ２ 〃 ハナ ３．８

３５ ユウキラッシュ 牝３芦 ５４ 熊沢 重文ちきり組合 梅田 康雄 門別 日西牧場 ４５２＋ ２１：１３．９２� ３９．４�
５１０ フジヤマオペラ 牝３鹿 ５４ 小林 徹弥藤本美也子氏 福島 信晴 新冠 越湖牧場 ４３０－ ８１：１５．０７ １９３．４�
６１１ サチノミステンマ 牝３鹿 ５４

５１ ▲大江原 圭佐藤 幸彦氏 武 宏平 門別 富川牧場 ４４６－ ４１：１５．２１� ７２．５
１２ デンコウコルモ 牡３栗 ５６

５３ ▲船曳 文士田中 康弘氏 鶴留 明雄 浦河 太陽牧場 ４５８ ―１：１５．７３ １０７．０�
７１４ メイショウキュロス 牡３鹿 ５６

５３ ▲田中 健松本 好雄氏 武田 博 浦河 岡部牧場 ４１０＋ ８１：１６．１２� １８１．９�
２４ サーパスオール 牡３鹿 ５６ 飯田 祐史河村 �平氏 荒川 義之 浦河 不二牧場 ４３２－ ２ 〃 クビ ２２０．４�
８１５ ケイティショウグン 牡３鹿 ５６ 野元 昭嘉瀧本 和義氏 野元 昭 浦河 永田 克之 ４３６ ―１：１６．９５ ８０．８�
１１ トーセンステージ 牡３栗 ５６ 幸 英明島川 �哉氏 高橋 成忠 静内 岡田スタツド ４７４－ ４１：１７．７５ ４２．８�
４７ カネトシブレーニー 牡３黒鹿５６ 秋山真一郎兼松 利男氏 橋本 寿正 門別 前川 義則 ４６６＋ ８ 〃 クビ １４９．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，６０６，１００円 複勝： １８，５６０，１００円 枠連： １２，６７０，１００円

普通馬連： ４８，４２３，３００円 馬単： ４９，６３８，９００円 ワイド【拡大馬連】： １５，５８７，０００円

３連複： ８０，８３５，０００円 ３連単： 発売なし 計： ２３７，３２０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６３０円 複 勝 � １９０円 � １６０円 � １４０円 枠 連（３－８） １，０４０円

普通馬連 �� １，４００円 馬 単 �� ２，９００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６３０円 �� ４７０円 �� ２８０円

３ 連 複 ��� １，５５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １１６０６１ 的中 � １４５３１（４番人気）
複勝票数 計 １８５６０１ 的中 � ２３３５９（４番人気）� ３０６５０（３番人気）� ４１３０２（２番人気）
枠連票数 計 １２６７０１ 的中 （３－８） ９０７２（４番人気）
普通馬連票数 計 ４８４２３３ 的中 �� ２５６１５（６番人気）
馬単票数 計 ４９６３８９ 的中 �� １２６４３（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５５８７０ 的中 �� ５６７９（１０番人気）�� ７９１５（４番人気）�� １５６３８（３番人気）
３連複票数 計 ８０８３５０ 的中 ��� ３８６９５（４番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．２―１１．９―１２．１―１２．０―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２３．８―３５．７―４７．８―５９．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スペシャルポケット �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 Two Punch デビュー ２００８．３．９ 阪神２着

２００５．４．４生 牝３黒鹿 母 トゥースペシャル 母母 Flaps Up ３戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔その他〕 トーセンステージ号は，３コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ケイティショウグン号・カネトシブレーニー号は，平成２０年５月１９日まで平地競走に出走できな

い。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 グラマラスシチー号
（非抽選馬） ２頭 シュンロク号・マサマロ号



０９０７４ ４月１９日 曇 重 （２０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

６１１ シャインモーメント 牡３栗 ５６ 安藤 勝己林 順子氏 飯田 雄三 新冠 協和牧場 ４７８＋ ２１：５４．１ ２．２�

７１３ ニシノハドウホウ 牡３鹿 ５６ 小牧 太西山 茂行氏 田所 秀孝 鵡川 西山牧場 ４９８－ ４１：５４．５２� ８．１�
８１６ メイショウロッシ 牡３黒鹿５６ 幸 英明松本 好雄氏 西橋 豊治 新冠 北星村田牧場 ４５２－ ４１：５５．１３� １０．１�
８１５ スズカクロフネ 牡３芦 ５６ 武 豊永井 啓弍氏 橋田 満 平取 びらとり牧場 ５００ ―１：５５．２� ５．７�
５９ 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 ４４２－ ４１：５５．３� ３５．２�
７１４ デルマレグルス 牡３栗 ５６ 飯田 祐史浅沼 廣幸氏 飯田 明弘 門別 ファニーヒルファーム ４５０± ０１：５５．４� １２．４�
６１２ スリーマーチャン 牝３栗 ５４ 生野 賢一永井商事� 橋本 寿正 三石 斉藤スタッド ４２６± ０１：５５．６１ ２５９．６	
３６ スキッピングビート 牡３栗 ５６ 和田 竜二 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 門別 三城牧場 B４５６± ０１：５６．０２� ７２．９

１２ パッセジャーレ 牡３鹿 ５６ 角田 晃一藤田 孟司氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム ５３２＋ ２１：５６．２１� ５．４�
２３ シルクメルヴェイユ 牡３黒鹿５６ 金折 知則有限会社シルク松元 茂樹 門別 ヤナガワ牧場 ５０２－ ４１：５６．４１� １１３．１�
５１０ ドリームドリーマー 牝３黒鹿５４ 上村 洋行畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４６６－ ２１：５６．７１� ３３．０
４７ 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± ０ 〃 ハナ １８９．４�
４８ オースミユニバース 牡３栗 ５６ 武 幸四郎�オースミ 武 邦彦 浦河 太陽牧場 ４８２ ―１：５７．３３� ４４．５�
１１ カシノハルト 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲大下 智柏木 務氏 福永 甲 鹿児島 柏木 務 ４４２＋ ４ 〃 クビ ３２９．７�
３５ ウインドコースト 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介福原 正博氏 橋口弘次郎 浦河 笹地牧場 ４７８－ ６１：５７．４クビ １６１．６�
２４ ス ト ー ム 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥吉永 清美氏 目野 哲也 門別 三輪牧場 ４９０± ０１：５８．６７ １８８．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，１８７，１００円 複勝： １８，７８８，８００円 枠連： １７，０２９，４００円

普通馬連： ４８，７２２，４００円 馬単： ５１，７００，６００円 ワイド【拡大馬連】： １６，３８４，１００円

３連複： ８０，８５６，１００円 ３連単： 発売なし 計： ２４８，６６８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １２０円 � ２１０円 � ２１０円 枠 連（６－７） ４５０円

普通馬連 �� ８６０円 馬 単 �� １，２２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３３０円 �� ３９０円 �� １，２１０円

３ 連 複 ��� ２，５８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １５１８７１ 的中 � ５６６３６（１番人気）
複勝票数 計 １８７８８８ 的中 � ５８５３２（１番人気）� １９５９７（３番人気）� １９２２６（４番人気）
枠連票数 計 １７０２９４ 的中 （６－７） ２８３２２（２番人気）
普通馬連票数 計 ４８７２２４ 的中 �� ４１９７０（２番人気）
馬単票数 計 ５１７００６ 的中 �� ３１２９７（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６３８４１ 的中 �� １３３７２（２番人気）�� １０７６７（３番人気）�� ２９８１（１６番人気）
３連複票数 計 ８０８５６１ 的中 ��� ２３１４１（７番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．１―１４．０―１３．４―１３．３―１２．６―１２．３―１２．０―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．０―３８．０―５１．４―１：０４．７―１：１７．３―１：２９．６―１：４１．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．４―３F３６．８
１
３

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

勝馬の
紹 介

シャインモーメント �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００７．１２．１５ 阪神５着

２００５．３．２３生 牡３栗 母 キョウワグレイス 母母 エールノコイビト ７戦１勝 賞金 １０，２００，０００円
※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。
（非抽選馬） １頭 ニホンピロカフラー号



０９０７５ ４月１９日 曇 重 （２０阪神２）第７日 第３競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１１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

５１０ オークヒルズ 牝３黒鹿５４ 和田 竜二後藤 繁樹氏 池江 泰郎 新冠 松浦牧場 ４４２＋ ８１：２５．４ ５６．２�

３６ ヴェイルドクリス 牝３青鹿５４ 福永 祐一 �社台レースホース松元 茂樹 千歳 社台ファーム ４８０ ―１：２５．８２� ８．０�
７１４ メイショウフェーヴ 牝３栗 ５４ 熊沢 重文松本 好雄氏 高橋 成忠 浦河 三嶋牧場 ４３２＋ ８１：２６．０１� ２７．７�
１２ カノヤトップレディ 牝３鹿 ５４ 上村 洋行神田 薫氏 橋口弘次郎 門別 浜本牧場 ４６２＋ ４１：２６．２１� ３．１�
６１２ ア ー ラ 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎 �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± ０ 〃 ハナ １４．６�
２３ 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 ４６４－ ４１：２６．８３� ３．３	
４８ ウイニングフルール 牝３鹿 ５４

５１ ▲船曳 文士早川 澄雄氏 沖 芳夫 早来 ノーザンファーム ３８４－ ４１：２６．９� １３２．４

２４ アドマイヤマイン 牝３栗 ５４ 川田 将雅近藤 利一氏 松永 幹夫 早来 ノーザンファーム ４５８－ ２１：２７．０� １２．０�
１１ シゲルキボウ 牝３芦 ５４ 角田 晃一森中 蕃氏 庄野 靖志 新冠 ハシモトフアーム B４４４－ ６１：２７．１クビ １１．６�
６１１ スイートメリー 牝３栗 ５４ 池添 謙一山田 嘉昭氏 沖 芳夫 新冠 八木農場 ４６２＋ ８１：２７．３１� １１．５
７１３ レイクマーメイド 牝３栗 ５４ 岩田 康誠 �ローレルレーシング 北出 成人 新冠 佐藤 信広 ４５６ ―１：２７．４クビ ２０．１�
８１６ ハイシークレット 牝３黒鹿５４ 長谷川浩大矢野 秀春氏 白井 寿昭 静内 矢野牧場 ４７０± ０１：２７．６１� ４４．０�
４７ チャームマロン 牝３栗 ５４ 小牧 太タマモ� 五十嵐忠男 新冠 新冠伊藤牧場 ４５０＋１０１：２７．８１� ４７．５�
３５ シゲルアスピレ 牝３栗 ５４ 幸 英明森中 蕃氏 田中 章博 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４９０ ― 〃 ハナ ５３．１�
８１５ マキハタビーコン 牝３芦 ５４ 高井 彰大�槇本牧場 新川 恵 門別 三輪牧場 ４５２ ―１：２８．４３� ３６７．７�
５９ マーブルカーリー 牝３栗 ５４ 金折 知則下村 直氏 浜田 光正 三石 三石川上牧場 ４２６＋ ４ 〃 クビ ３１５．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，８９０，２００円 複勝： ２２，９０３，７００円 枠連： １９，２８８，３００円

普通馬連： ５６，８２９，３００円 馬単： ６１，６３１，９００円 ワイド【拡大馬連】： １８，８７０，４００円

３連複： ９４，１３８，７００円 ３連単： 発売なし 計： ２９０，５５２，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５，６２０円 複 勝 � １，４１０円 � ４４０円 � ７２０円 枠 連（３－５） １３，１２０円

普通馬連 �� ２８，７７０円 馬 単 �� ８７，４７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６，６１０円 �� ６，６３０円 �� ５，３７０円

３ 連 複 ��� １６７，４１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １６８９０２ 的中 � ２３７０（１３番人気）
複勝票数 計 ２２９０３７ 的中 � ４０３０（１１番人気）� １４８３４（６番人気）� ８３４１（９番人気）
枠連票数 計 １９２８８３ 的中 （３－５） １０８５（２８番人気）
普通馬連票数 計 ５６８２９３ 的中 �� １４５８（５９番人気）
馬単票数 計 ６１６３１９ 的中 �� ５２０（１３５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８８７０４ 的中 �� ７０２（５６番人気）�� ７００（５７番人気）�� ８６６（４７番人気）
３連複票数 計 ９４１３８７ 的中 ��� ４１５（２３６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．３―３４．８―４６．８―５９．４―１：１２．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オークヒルズ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Theatrical デビュー ２００８．２．２４ 京都５着

２００５．５．２９生 牝３黒鹿 母 バ ロ ネ ッ セ 母母 Baroness Direct ２戦１勝 賞金 ５，７００，０００円
※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 ディアカルテット号



０９０７６ ４月１９日 曇 良 （２０阪神２）第７日 第４競走 ��２，２００�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

２：１０．９
２：１０．１

良

良

２２ マイネルローゼン 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 新冠 ハクツ牧場 ４９２－ ２２：１８．４ ３．６�

３５ ナリタダイコク 牡３黒鹿５６ 佐藤 哲三�オースミ 加藤 敬二 静内 カントリー牧場 ４９０± ０ 〃 クビ ５．９�
２３ モ ル エ ラ ン 牡３青鹿５６ 角田 晃一 �ユートピア牧場 飯田 雄三 登別 ユートピア牧場 B４５８± ０２：１８．５クビ １２．２�
４６ エクスプレスワン 牡３青鹿５６ 安藤 勝己齊藤四方司氏 堀 宣行 早来 ノーザンファーム ５２６－１４２：１８．８２ ２．９�
１１ エーシングレーソロ 牡３芦 ５６ 幸 英明平井 宏承氏 湯窪 幸雄 浦河 栄進牧場 ４９６＋ ６２：１９．０１� １６．３�
５９ マイネソシオ 牝３青鹿５４ 岩田 康誠 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 岡田 稲男 新冠 コスモヴューファーム ４２０± ０２：１９．２１ １１．６	
６１１ メイショウベーネ 牝３鹿 ５４ 石橋 守松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 辻 牧場 ４３０－ ４ 〃 クビ ７５．８

４７ テイエムモモタロー 牡３青鹿５６ 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 静内 坂本 智広 ４４２± ０２：２０．０５ ２０．９�
６１０ キングプロローグ 牡３黒鹿５６ 川田 将雅 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 門別 佐々木牧場 ５００ ―２：２０．１� ６２．１�
５８ プライドエンブレム 牡３青 ５６ 福永 祐一吉田 勝己氏 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ４５８ ― 〃 クビ １１．７
８１５ ユウメリーウェザー 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人�アイテツ 鮫島 一歩 浦河 笹地牧場 ４７０± ０２：２０．２� ５８．９�
７１２ メイショウホバート 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲田中 克典松本 好雄氏 鶴留 明雄 浦河 富菜牧場 ４６６＋ ２ 〃 ハナ ８１．１�
３４ チョウスター 牡３青 ５６ 佐藤 友則丸山 隆雄氏 吉岡 八郎 三石 米田牧場 ４７０＋ ２２：２０．４１� ２４３．０�

（笠松）

８１４ オースミアタック 牡３栗 ５６
５３ ▲田中 健�オースミ 木原 一良 門別 碧雲牧場 ５１２＋ ８２：２０．８２� ３６．９�

７１３ メイショウハンク 牡３鹿 ５６
５３ ▲田村 太雅松本 好�氏 松永 昌博 浦河 日の出牧場 ４２８－ ４２：２０．９� １５４．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２２，９６５，６００円 複勝： ２８，０１８，４００円 枠連： ２０，４１０，２００円

普通馬連： ６５，７９８，５００円 馬単： ６９，２７０，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，８８６，５００円

３連複： １０５，２６６，４００円 ３連単： 発売なし 計： ３３２，６１５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １６０円 � １９０円 � ２９０円 枠 連（２－３） ６９０円

普通馬連 �� ９７０円 馬 単 �� １，６９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３５０円 �� ６００円 �� ９４０円

３ 連 複 ��� ２，８１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２２９６５６ 的中 � ５１０３２（２番人気）
複勝票数 計 ２８０１８４ 的中 � ５３３４５（２番人気）� ３９３７５（３番人気）� ２１３３５（４番人気）
枠連票数 計 ２０４１０２ 的中 （２－３） ２１８７６（２番人気）
普通馬連票数 計 ６５７９８５ 的中 �� ５０２９１（３番人気）
馬単票数 計 ６９２７０２ 的中 �� ３０３４６（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０８８６５ 的中 �� １６４１３（３番人気）�� ８４８４（５番人気）�� ５０８７（１２番人気）
３連複票数 計１０５２６６４ 的中 ��� ２７６６３（７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．９―２４．６―３７．０―５０．８―１：０４．５―１：１７．４―１：２９．９―１：４２．１―１：５４．１―２：０５．９

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

マイネルローゼン �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 ヤマニンスキー デビュー ２００７．１１．１１ 京都４着

２００５．４．２０生 牡３栗 母 フラワーケープ 母母 スイートジヤネツト ７戦１勝 賞金 １０，６００，０００円
※出走取消馬 アグネスアモーレ号（疾病〔左肩跛行〕のため）
※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１９日 曇 重 （２０阪神２）第７日 第５競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１２時２５分 （ダート・右）

牝，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

２４ ウォーターリング 牝３黒鹿 ５４
５１ ▲田中 克典山岡 正人氏 武 邦彦 門別 豊洋牧場 ４３６＋ ４１：１１．７ １３．２�

５９ ファルネーゼ 牝３栗 ５４ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５２－ ４１：１１．９１� １．８�

６１１ キ ア ー ロ 牝３栗 ５４ 角田 晃一 �ローレルレーシング 佐山 優 新冠 大栄牧場 ４３２－ ４１：１２．１１� ７３．２�
４７ テイエムクレナイ 牝３栗 ５４

５１ ▲田中 健竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 高岸 節雄 ４６０± ０ 〃 ハナ ３６．１�
７１４ インプリシット 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二一村 哲也氏 白井 寿昭 新冠 村上 雅規 ４８２＋１０ 〃 クビ ９．６�
８１６ コウエイアンズ 牝３黒鹿５４ 幸 英明伊東 政清氏 田所 清広 鹿児島 伊東 政清 ４８４＋ ４ 〃 ハナ ２３．７	
８１５ チャームキャップ 牝３黒鹿５４ 吉田 隼人タマモ� 水野 貴広 静内 フジワラフアーム ４３０－ ８１：１２．３１� １３８．６

１２ サマーファインデイ 牝３栗 ５４ 武 幸四郎セゾンレースホース� 宮 徹 青森 中山 雅信 ４６２＋１０１：１２．５１� ４．９�
１１ イイデソユーズ 牝３鹿 ５４ 石橋 守 �アールエスエーカントリ北出 成人 静内 フジワラフアーム ４３４－ ２１：１２．６� ３６．０�
６１２ コスモミネルヴァ 牝３青鹿５４ 福永 祐一 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 三石 大平 巧 ４２８－ ６ 〃 クビ ３９．３
５１０ トーホウヘレン 牝３栗 ５４ 川田 将雅東豊物産� 羽月 友彦 浦河 バンダム牧場 ４５２－１０１：１２．７クビ １４．９�
７１３ パナマックス 牝３芦 ５４ 秋山真一郎 �社台レースホース野村 彰彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６２＋ ６１：１２．８� ３２．７�
３６ ミステリアスバイオ 牝３栗 ５４ 上村 洋行バイオ� 鶴留 明雄 門別 中館牧場 ４４０－ ２１：１３．０１� １０６．１�
４８ オタカラボックス 牝３栗 ５４ 小牧 太小林 祥晃氏 須貝 彦三 浦河 成隆牧場 ４３０－ ４１：１３．１� ４８．８�
３５ アンプレシオネ 牝３芦 ５４ 横山 典弘 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小野 幸治 静内 カタオカステーブル ４３８－ ６１：１３．７３� ２０．９�
２３ � ゴールドコイン 牝３鹿 ５４ 佐藤 友則加藤 充彦氏 鈴木 良文 浦河 笹島 政信 ４７０－ ７１：１６．１大差 ２４２．１�

（笠松） （笠松）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，１６３，０００円 複勝： ３２，９４６，４００円 枠連： １９，８３２，４００円

普通馬連： ６６，８５７，３００円 馬単： ７４，３３６，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，３２５，０００円

３連複： １１０，５６８，４００円 ３連単： 発売なし 計： ３４８，０２８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３２０円 複 勝 � ２３０円 � １１０円 � １，２２０円 枠 連（２－５） ８１０円

普通馬連 �� ９３０円 馬 単 �� ３，１３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３６０円 �� ６，２６０円 �� ２，０４０円

３ 連 複 ��� １７，１５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１１６３０ 的中 � １２７０５（４番人気）
複勝票数 計 ３２９４６４ 的中 � ２６５４４（３番人気）� １５９３０５（１番人気）� ３４９８（１３番人気）
枠連票数 計 １９８３２４ 的中 （２－５） １８２２６（３番人気）
普通馬連票数 計 ６６８５７３ 的中 �� ５３０８８（３番人気）
馬単票数 計 ７４３３６１ 的中 �� １７５６６（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２３２５０ 的中 �� １７７６２（３番人気）�� ８０４（５５番人気）�� ２５４０（２１番人気）
３連複票数 計１１０５６８４ 的中 ��� ４７５８（５１番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１１．５―１２．２―１２．１―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．２―３４．７―４６．９―５９．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウォーターリング �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Nureyev デビュー ２００７．６．３０ 函館４着

２００５．３．１９生 牝３黒鹿 母 ソフトボイス 母母 Squan Song １１戦２勝 賞金 ２０，２００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゴールドコイン号は，平成２０年５月１９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 ジファール号・ディマンシュ号・トシザコジーン号・メイショウベルーガ号
※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。



０９０７８ ４月１９日 曇 重 （２０阪神２）第７日 第６競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１２時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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

６１２� クイックリープ 牡３栗 ５６ 佐藤 友則松平 正樹氏 柴田 光陽 浦河（有）ビクトリーホース
ランチ 荻野 豊 ４３６± ０１：２３．５ ４７３．６�

（笠松）

８１６ アイソトープ 牡３栗 ５６ 藤田 伸二 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム ４７４－ ６１：２４．１３� １７．９�
１２ マルブツサクラオー 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠大澤 毅氏 大根田裕之 門別 正和山本牧場 ４６２＋ ２１：２４．４１� １１．４�
２３ タイキドゥカティ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一�大樹ファーム 藤原 英昭 浦河 三嶋牧場 ５０６＋ ４ 〃 アタマ １．６�
５９ シュウボンバー 牡３栗 ５６

５３ ▲田中 健小田 吉男氏 坂口 正則 三石 折手牧場 B５０８＋ ２１：２４．６１	 ５５．６�
８１５ ブラックルーラー 牡３黒鹿５６ 武 豊吉田 照哉氏 石坂 正 千歳 社台ファーム ４７０－ ４ 〃 クビ ６．４�
４７ カネトシトレンド 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎兼松 昌男氏 橋本 寿正 浦河 村下 明博 ４３６－ ４１：２４．７� ３０．８	
５１０ ブレイクオンスルー 牡３黒鹿５６ 川田 将雅飯田 正剛氏 平田 修 静内 千代田牧場 ５００－１２１：２４．８� ７．１

１１ マイネルトリオンフ 牡３栗 ５６ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 様似 ホウセイ牧場 ５１６＋ ４１：２４．９� １１０．６�
２４ エイシンキャップ 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介平井 豊光氏 藤岡 健一 えりも 上島牧場 ５００± ０１：２５．２１� １８．８
３５ ロ ジ ュ マ ン 牡３鹿 ５６ 畑端 省吾川上 哲司氏 目野 哲也 門別 田中 元寿 B４６６＋ ２１：２５．４１ ３５１．３�
６１１ トップオブボストン 牡３鹿 ５６ 池添 謙一横瀬 兼二氏 飯田 雄三 浦河 桑田フアーム ５１２－２６１：２５．６１� １０１．７�
７１３ クリスタルドア 牡３鹿 ５６ 幸 英明加藤 守氏 武田 博 様似 山本 和彦 ４８０＋ ６ 〃 ハナ ３１．２�
７１４ ショウナンマスター 牡３青鹿 ５６

５３ ▲田中 克典国本 哲秀氏 岡田 稲男 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４７０＋ ８１：２６．１３ ３４５．５�
３６ カシノブレイヴリ 牡３鹿 ５６

５３ ▲船曳 文士柏木 務氏 田所 清広 浦河 山下 恭茂 ５２４＋３２１：２７．４８ ４７．９�
４８ 
 ソウルスクリーム 牡３黒鹿５６ 長谷川浩大�アカデミー 鮫島 一歩 米

Liberation
Farm & Oratis
Thoroughbreds

４４８－ ６１：２８．７８ １６４．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，７４２，３００円 複勝： ３５，８３８，６００円 枠連： １９，９７２，６００円

普通馬連： ７５，８９０，４００円 馬単： ８４，６１３，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，６４３，５００円

３連複： １１８，８０３，７００円 ３連単： 発売なし 計： ３８５，５０４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７，３６０円 複 勝 � ９，９９０円 � ４７０円 � ３６０円 枠 連（６－８） ７，７３０円

普通馬連 �� ２０５，１６０円 馬 単 �� ２７０，３３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２７，６００円 �� ３４，７３０円 �� ２，６７０円

３ 連 複 ��� ５５１，４３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２６７４２３ 的中 � ４４５（１６番人気）
複勝票数 計 ３５８３８６ 的中 � ８２４（１６番人気）� ２０７８０（５番人気）� ２９１８７（４番人気）
枠連票数 計 １９９７２６ 的中 （６－８） １９０７（２０番人気）
普通馬連票数 計 ７５８９０４ 的中 �� ２７３（１０５番人気）
馬単票数 計 ８４６１３３ 的中 �� ２３１（１７１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３６４３５ 的中 �� ２０９（８４番人気）�� １６６（９４番人気）�� ２２１８（２７番人気）
３連複票数 計１１８８０３７ 的中 ��� １５９（３４５番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．６―１１．３―１１．７―１１．８―１２．６―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．１―３４．４―４６．１―５７．９―１：１０．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�クイックリープ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 リアルシヤダイ

２００５．４．５生 牡３栗 母 リープリッヒ 母母 ファーストブリーズ ５戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
地方デビュー ２００７．８．３０ 旭川

〔騎手変更〕 マイネルトリオンフ号の騎手角田晃一は，第５競走での入線後の落馬負傷のため和田竜二に変更。
〔制裁〕 シュウボンバー号の騎手田中健は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ソウルスクリーム号は，平成２０年５月１９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８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ８頭 エーシンジーライン号・エーシンドゥベター号・サンライズラッシュ号・タマモクリエイト号・ペプチドアトム号・

ボストンオー号・メイショウイッキ号・ライジングバイオ号
※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。



０９０７９ ４月１９日 曇 良 （２０阪神２）第７日 第７競走 ��
��１，２００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時２５分 （芝・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

１：０７．１
１：０６．５

良

良

４７ トーセンイマジゲン 牡４栗 ５７ 池添 謙一島川 �哉氏 平田 修 千歳 社台ファーム ４８２± ０１：１０．１ ３．９�

７１２ シロキタベガ 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠小西 和子氏 五十嵐忠男 鵡川 新井牧場 B４７６＋ ６１：１０．３１� ４．０�
５９ � ワンダータバスコ 牡５栗 ５７ 藤岡 佑介山本 信行氏 羽月 友彦 三石 米田牧場 ４９８＋ ４ 〃 ハナ ３０．４�
５８ ブラックティー 牝４鹿 ５５ 幸 英明�日進牧場 柴田 政見 様似 スイートフアーム ４５０－ ２１：１０．４	 １１７．１�
８１５� メイショウカーター 牡５鹿 ５７ 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 成忠 浦河 富田牧場 ４６４－ ４１：１０．７２ １１４．３�
３５ マヤラブハート 牝５栗 ５５ 小林 徹弥�まの 大橋 勇樹 浦河 市川フアーム ４５４＋ ４１：１０．８
 ２５．６	
７１３� ウインハンズダウン 牡４鹿 ５７ 四位 洋文前田 幸治氏 白井 寿昭 米 Golden Oak

Farm LLC ４３４－ ８１：１０．９クビ １０．７

２２ アジアンホープ 牝４鹿 ５５ 秋山真一郎廣村 茂一氏 目野 哲也 静内 フジワラフアーム ４６０＋ ２１：１１．０	 １２．７�
８１４ エースデヨバン 牡６黒鹿５７ 武 幸四郎�ターフ・スポート田所 秀孝 様似 �村 伸一 ４６２＋１２ 〃 ハナ １５．６�
３４ キャプテンシチー �４鹿 ５７

５４ ▲田中 克典 友駿ホースクラブ 佐々木晶三 門別 富川田中牧場 ４１８± ０１：１１．１
 １２１．２�
６１１ マイネルプルート 牡４黒鹿５７ 長谷川浩大 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 目野 哲也 門別 庄野牧場 ４５６± ０１：１１．２
 １５．４�
４６ クレバージェフリー 牡５鹿 ５７ 武 豊田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 ４５２－ ２ 〃 ハナ ４．０�
６１０� アスタートリッピー 牡５鹿 ５７ 吉田 隼人加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Harold J

Plumley ４６２－ ４１：１１．３
 １４．５�
２３ メジログラーヴェ 牝５鹿 ５５

５２ ▲船曳 文士�メジロ牧場 田島 良保 洞爺 メジロ牧場 ４６６－ ８１：１１．６２ ４７．４�
１１ � リッカレイクブルー 牝４芦 ５５ 小牧 太立花 幸雄氏 境 直行 浦河 中島 俊明 ４３６－１２１：１２．５５ ８８．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２０，６９１，３００円 複勝： ２４，４３３，３００円 枠連： ２３，５７６，０００円

普通馬連： ７５，１６９，５００円 馬単： ６５，０５１，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，８２４，１００円

３連複： １０７，３３１，７００円 ３連単： 発売なし 計： ３３７，０７７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １８０円 � １８０円 � ６１０円 枠 連（４－７） ３６０円

普通馬連 �� ９２０円 馬 単 �� １，８５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４３０円 �� １，７６０円 �� ２，１３０円

３ 連 複 ��� ９，１９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２０６９１３ 的中 � ４２５８４（１番人気）
複勝票数 計 ２４４３３３ 的中 � ４２６１３（２番人気）� ４２００９（３番人気）� ７８１３（１０番人気）
枠連票数 計 ２３５７６０ 的中 （４－７） ４９６００（１番人気）
普通馬連票数 計 ７５１６９５ 的中 �� ６０３７７（３番人気）
馬単票数 計 ６５０５１４ 的中 �� ２６０２３（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０８２４１ 的中 �� １３２５１（３番人気）�� ２７７５（２６番人気）�� ２２８２（３２番人気）
３連複票数 計１０７３３１７ 的中 ��� ８６２２（２７番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．０―１１．２―１１．３―１２．１―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．３―３４．５―４５．８―５７．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーセンイマジゲン �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００７．５．１３ 東京１着

２００４．５．４生 牡４栗 母 サワヤカプリンセス 母母 スコツチプリンセス ５戦２勝 賞金 １６，３００，０００円
〔制裁〕 アジアンホープ号の騎手秋山真一郎は，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５０，０００円。



０９０８０ ４月１９日 曇 重 （２０阪神２）第７日 第８競走 ��２，０００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時５５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

２：０１．０
２：０１．０

不良

不良

６６ ウォータークルーズ 牡５栗 ５７ 小牧 太山岡 正人氏 田所 秀孝 浦河 伏木田牧場 ４６８± ０２：０５．９ １１．５�

５５ ホーマンジュピター 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠久保 久人氏 安田 隆行 門別 日高大洋牧場 ４８８－ ６２：０６．２１� １．７�
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 ５１２＋ ６ 〃 クビ ５．２�
２２ � 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± ０２：０６．６２� ２０．１�
８８ � バブルスプリングス 牡５鹿 ５７ 武 豊 �社台レースホース本田 優 千歳 社台ファーム ４９８－ ５２：０７．７７ ４．８�
３３ イブキレボルシオン 牡６栗 ５７ 藤岡 佑介石瀬 浩三氏 羽月 友彦 門別 北陽ファーム ５１８－ ６２：０８．０１� １２．５�
７７ 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 ５３０－ ２２：０９．０６ ３３．２	
４４ � リバートーマス 牡４栗 ５７ 白坂 聡河越 武治氏 須貝 彦三 門別 小岩ファーム ４７４－ ８２：１３．０大差 ９８．２


（８頭）

売 得 金

単勝： ２１，７８０，４００円 複勝： ３７，０７８，８００円 枠連： 発売なし

普通馬連： ７５，９８８，７００円 馬単： １０１，３３１，２００円 ワイド【拡大馬連】： １７，３０６，０００円

３連複： １０６，７３５，３００円 ３連単： 発売なし 計： ３６０，２２０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１５０円 複 勝 � １８０円 � １１０円 � １３０円 枠 連 発売なし

普通馬連 �� ５９０円 馬 単 �� ２，３３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２２０円 �� ３２０円 �� １４０円

３ 連 複 ��� ４９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１７８０４ 的中 � １５０２８（４番人気）
複勝票数 計 ３７０７８８ 的中 � ２２９４３（４番人気）� ２３４７３７（１番人気）� ４４９６８（２番人気）
普通馬連票数 計 ７５９８８７ 的中 �� ９６２４１（３番人気）
馬単票数 計１０１３３１２ 的中 �� ３２１１７（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７３０６０ 的中 �� １７７９４（２番人気）�� １０４５１（６番人気）�� ４１３０５（１番人気）
３連複票数 計１０６７３５３ 的中 ��� １６３３４３（２番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．８―１２．４―１３．６―１２．７―１２．６―１２．２―１２．０―１２．２―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．９―２４．７―３７．１―５０．７―１：０３．４―１：１６．０―１：２８．２―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４F４９．９―３F３７．７
１
３
１，６（２，４，７）５（３，８）
１，６，２（５，７）４（３，８）

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

勝馬の
紹 介

ウォータークルーズ �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 コインドシルバー デビュー ２００５．１０．２３ 京都９着

２００３．５．２６生 牡５栗 母 ウォーターライン 母母 ウオーターメロデイ ２２戦３勝 賞金 ３３，２４０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リバートーマス号は，平成２０年５月１９日まで平地競走に出走できない。



０９０８１ ４月１９日 曇 良 （２０阪神２）第７日 第９競走 ��
��１，２００�

ち ぐ さ が わ

千 種 川 特 別
発走１４時３０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 ４１３，０００円 １１８，０００円 ５９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．１
１：０６．５

良

良

２３ リッカバクシンオ 牡６黒鹿５７ 安藤 勝己立花 幸雄氏 鶴留 明雄 浦河 佐々木 貴博 ４７２－ ４１：０９．９ ５．１�

６１１� エーシンエフダンズ 牡４黒鹿５７ 藤岡 佑介平井 宏承氏 藤岡 健一 米 Winches-
ter Farm ４９８＋ ６ 〃 ハナ １０．３�

５１０ ビ ン チ ェ ロ 牡４黒鹿５７ 小牧 太 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム B４６４－ ４１：１０．０� ４．１�
２４ キングスベリー 牝４鹿 ５５ 佐藤 友則�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 ４２８＋ ６１：１０．１	 １３．７�

（笠松）

３５ ゴッドスマイルユー 牡５芦 ５７ 武 豊中西 憲治氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４６８＋ ４ 〃 クビ ４．６�
１２ � コ ス モ ベ ル 牝４鹿 ５５ 佐藤 哲三 �ビッグレッドファーム 西園 正都 米 Dr. D. W.

Frazier ４５２＋ ６ 〃 アタマ ７．９�
６１２ テイエムカゲムシャ 牡４栗 ５７ 長谷川浩大竹園 正繼氏 柴田 政見 静内 静内酒井牧場 ４７８＋ ２ 〃 ハナ ２１．６	
４８ 
 キャプテンシラユリ 牝５栗 ５５ 熊沢 重文平井 裕氏 平田 修 浦河 小柳牧場 ４８２－ ２１：１０．４１� １３６．４

８１５ エーシンビーエル 牡４鹿 ５７ 幸 英明平井 宏承氏 湯窪 幸雄 米 Winches-

ter Farm ５２８－ ４ 〃 ハナ １１．２�
４７ マルサンテクニカル 牡４鹿 ５７ 南井 大志松井三千年氏 南井 克巳 様似 様似堀牧場 ４７０－ ６１：１０．６１� ６４．０�
１１ ミスズアロハ 牝４鹿 ５５ 川田 将雅永井 啓弍氏 加藤 敬二 静内 友田牧場 ４６８＋ ２１：１０．７クビ ２４．３
５９ タイキミューズ 牝６青鹿５５ 大江原 圭�大樹ファーム 作田 誠二 大樹 大樹ファーム ４５０＋ ６ 〃 アタマ １０４．４�
７１３ メイショウバレーヌ 牝４栗 ５５ 岩田 康誠松本 好雄氏 安達 昭夫 門別 日西牧場 ４６４＋ ６１：１０．９１� １６．２�
３６ ライブリシュロム 牡５栗 ５７ 石橋 守加藤 哲郎氏 湯窪 幸雄 厚真 大川牧場 ４８６± ０１：１１．３２	 ７８．９�
８１６ ナンゴクプラネット 牝４黒鹿５５ 酒井 学渡 義光氏 武 宏平 鵡川 六角牧場 ４５２± ０ （競走中止） ４９．３�

（１５頭）
７１４ ゲットブラック 牡４栗 ５７ 福永 祐一幅田 昌伸氏 藤原 英昭 浦河 ガーベラパー

クスタツド ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２７，１１３，６００円 複勝： ４３，８７５，９００円 枠連： ３２，９４８，５００円

普通馬連： １３１，７２８，８００円 馬単： ８３，３３３，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，５２１，３００円

３連複： １４７，５０１，１００円 ３連単： ３２０，７６０，１００円 計： ８２１，７８２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � １９０円 � ２９０円 � １８０円 枠 連（２－６） １，４８０円

普通馬連 �� ３，０５０円 馬 単 �� ５，８６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０４０円 �� ５１０円 �� ７６０円

３ 連 複 ��� ４，０９０円 ３ 連 単 ��� ２９，２７０円

票 数

単勝票数 計 ２７１１３６ 的中 � ４２０３４（３番人気）
複勝票数 計 ４３８７５９ 的中 � ６７６０６（３番人気）� ３３４０６（５番人気）� ７３９７５（２番人気）
枠連票数 計 ３２９４８５ 的中 （２－６） １６５１２（８番人気）
普通馬連票数 計１３１７２８８ 的中 �� ３１９５５（１２番人気）
馬単票数 計 ８３３３３４ 的中 �� １０４９５（２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４５２１３ 的中 �� ７９３０（１２番人気）�� １７７７８（２番人気）�� １１１７４（７番人気）
３連複票数 計１４７５０１１ 的中 ��� ２６６２６（７番人気）
３連単票数 計３２０７６０１ 的中 ��� ８０９０（６８番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．７―１１．４―１１．３―１１．５―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．２―３４．６―４５．９―５７．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リッカバクシンオ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ハイセイコー デビュー ２００４．７．４ 函館１着

２００２．３．１７生 牡６黒鹿 母 パラダイスチャイム 母母 ラヴリーチヤイムズ ３４戦４勝 賞金 １０３，３６４，０００円
〔出走取消〕 ゲットブラック号は，疾病〔右前肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔競走中止〕 ナンゴクプラネット号は，４コーナーでバランスをくずし，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。
（非当選馬） ５頭 アグネスレプトン号・ヒシワンスモア号・ヤマニンエマイユ号・リッターヴォルト号・ワイルドイリーガル号
※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。



０９０８２ ４月１９日 晴 稍重 （２０阪神２）第７日 第１０競走 ��
��１，４００�

ようしゅん

陽春ステークス
発走１５時０５分 （ダート・右）
４歳以上，１，６００万円以下，１９．４．１４以降２０．４．１３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 １８，３００，０００円 ７，３００，０００円 ４，６００，０００円 ２，７００，０００円 １，８３０，０００円
付 加 賞 ４２０，０００円 １２０，０００円 ６０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．９

重

重

６１２ ナムラアトランテス 牡５栗 ５４ 秋山真一郎奈村 信重氏 野村 彰彦 静内 漆原 哲雄 ４９８＋ ４１：２２．５ ５．１�

６１１� セイウンプレジャー 牡６鹿 ５６ 武 豊西山 茂行氏 宮本 博 米
Dale Roberts,
Bob Austin &
Bill Austin

４８８－ ４１：２２．８１� ３．８�
１１ � ガ ブ リ ン 牡６鹿 ５７ 小牧 太榮 義則氏 森 秀行 豪 Mr JR

Fleming ４７６＋ ６ 〃 ハナ ３．６�
２３ � ミスターモナルコス 牡４鹿 ５６ 佐藤 哲三加藤 守氏 中竹 和也 米 Woodlynn

Farm, Inc. ４８４＋ ８ 〃 ハナ ３０．７�
８１５ アグネスマクシマム 牡４栗 ５５ 福永 祐一渡辺 孝男氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ４６６＋ ８ 〃 クビ １２．２�
４７ セフティーステージ 牡６鹿 ５５ 藤岡 佑介池田 實氏 小野 幸治 門別 沖田牧場 ４９０－ ４１：２３．０１� ３４．７�
３５ マチカネモエギ 牡７栗 ５２ 酒井 学細川 悦男氏 南井 克巳 新冠 村上牧場 ４４０－ ２１：２３．１クビ ８６．８�
８１６ プ リ ュ ネ ル 牝６黒鹿５４ 池添 謙一前田 晋二氏 宮本 博 三石 土居 忠吉 ４９６－ ４１：２３．２� １１．５	
７１４ スマートギルド 牡６鹿 ５４ 石橋 守大川 徹氏 飯田 雄三 静内 井高牧場 ４９６＋ ６１：２３．４１� １５．４

７１３ スナークユーチャン 牡４黒鹿５６ 四位 洋文杉本仙次郎氏 嶋田 潤 静内 見上牧場 ４７２－ ４ 〃 クビ １８．９�
３６ レ ソ ナ ル 牡５鹿 ５３ 佐藤 友則門野 重雄氏 北出 成人 門別 日高大洋牧場 ４７４＋ ２１：２３．５クビ ６１．７�

（笠松）

５９ グランパティシエ 	７黒鹿５２ 和田 竜二 サンデーレーシング 福永 甲 早来 ノーザンファーム ５００＋ ２１：２４．０３ ９３．９�
２４ コアレスピューマ 牡４青鹿５４ 北村 宏司小林 昌志氏 池上 昌弘 門別 �橋 耀代 B４５２－ ２ 〃 アタマ ３６．１�
５１０� マルブツバンダリー 牡５栗 ５４ 藤田 伸二大澤 毅氏 白井 寿昭 米

Runnymede
Farm Inc. &
Catesby W. Clay

５２２－ ２１：２４．１� ２０．１�
４８ スズノメヒョー 牝４黒鹿５２ 川田 将雅小紫 芳夫氏 伊藤 正徳 早来 ノーザンファーム ４６８－１４１：２４．２クビ ２９．５�
１２ ゼンノトレヴィ 牡６黒鹿５６ 幸 英明大迫久美子氏 藤沢 則雄 千歳 社台ファーム ５６２＋ ２１：２５．２６ ４５．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３４，７９６，０００円 複勝： ５３，８１２，７００円 枠連： ４９，１６１，２００円

普通馬連： １８２，６４２，６００円 馬単： １１２，８１１，１００円 ワイド【拡大馬連】： ４６，４６４，１００円

３連複： ２００，２２３，９００円 ３連単： ４３１，６５７，８００円 計： １，１１１，５６９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � １６０円 � １５０円 � １５０円 枠 連（６－６） １，０１０円

普通馬連 �� １，０００円 馬 単 �� ２，０４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３９０円 �� ３４０円 �� ３９０円

３ 連 複 ��� １，１９０円 ３ 連 単 ��� ６，７７０円

票 数

単勝票数 計 ３４７９６０ 的中 � ５４１３８（３番人気）
複勝票数 計 ５３８１２７ 的中 � ８９１１９（３番人気）� ９３７３６（２番人気）� １０５４４９（１番人気）
枠連票数 計 ４９１６１２ 的中 （６－６） ３６０６１（５番人気）
普通馬連票数 計１８２６４２６ 的中 �� １３５２２６（３番人気）
馬単票数 計１１２８１１１ 的中 �� ４０９１５（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４６４６４１ 的中 �� ２９３２９（３番人気）�� ３４４８５（１番人気）�� ２９５８０（２番人気）
３連複票数 計２００２２３９ 的中 ��� １２４６００（１番人気）
３連単票数 計４３１６５７８ 的中 ��� ４７１０９（５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２２．９―３４．１―４５．９―５７．７―１：０９．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナムラアトランテス �
�
父 デザートキング �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２００５．１１．１９ 京都５着

２００３．４．１１生 牡５栗 母 ナムラウタヒメ 母母 サンピエトラ ２５戦５勝 賞金 ９８，９１４，０００円
〔その他〕 ゼンノトレヴィ号は，競走中に疾病〔鼻出血（２回目）〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ゼンノトレヴィ号は，平成２０年６月１９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２２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２２頭 アルヴィス号・アルバレスト号・イリューシブネス号・ウォーターバロン号・カシノエスケイプ号・

カルナバリート号・ケアレスウィスパー号・ゴッドヘイロー号・ジョウノデイリー号・スズカフォイル号・
セレスクラブ号・タンティモール号・トップオブザロック号・トップディアマンテ号・ビコージェネラル号・
ビッグカポネ号・ビッグホワイト号・プリンスコウベ号・フルブラッサム号・ヘラクレスバイオ号・
ベルモントプロテア号・マイネルテセウス号

※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。



０９０８３ ４月１９日 晴 良 （２０阪神２）第７日 第１１競走 ��
��１，６００�第３９回読売マイラーズカップ（ＧⅡ）

発走１５時４５分 （芝・右・外）
４歳以上；負担重量は，５７�，牝馬２�減，１９．４．１４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，１９．４．１３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 １，１４８，０００円 ３２８，０００円 １６４，０００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

１：３２．０
１：３１．５

良

良

２３ カ ン パ ニ ー 牡７鹿 ５８ 横山 典弘近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４６６＋ ６１：３３．６ ２．９�

６１１ ニシノマナムスメ 牝４青鹿５５ 吉田 隼人西山 茂行氏 河内 洋 鵡川 西山牧場 ４４６＋ ２ 〃 クビ ２０．０�
４６ � エイシンドーバー 牡６栗 ５８ 福永 祐一平井 豊光氏 小崎 憲 米 Columbi-

ana Farm ４６０－ ４１：３３．７� ６．６�
３５ ハイアーゲーム 牡７青鹿５７ 藤岡 佑介臼田 浩義氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム B５１４－１０１：３３．９１ １３．４�
７１３ キングストレイル 牡６黒鹿５７ 安藤 勝己 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ５００－ ２ 〃 ハナ １０．６�
１１ マイネルポライト 牡５鹿 ５７ 池添 謙一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西浦 勝一 三石 下屋敷牧場 ４９８± ０ 〃 クビ ２４．４	
８１４� コンゴウリキシオー 牡６鹿 ５８ 藤田 伸二金岡 久夫氏 山内 研二 愛

Pacello S. A. and
A. Swersky and
Associates

５０４＋１０１：３４．０クビ ７．３

４７ ゲイルスパーキー 牡４鹿 ５７ 北村 宏司�RRA 古賀 慎明 静内 タイヘイ牧場 ４９０－ ６１：３４．１� ４４．８�
２２ オースミグラスワン 牡６栗 ５７ 川田 将雅�オースミ 荒川 義之 浦河 鮫川 啓一 ５４０＋ ４ 〃 ハナ １５．３�
３４ ショウワモダン 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ５０８－１０１：３４．２	 ２１．６
５８ ナスノストローク 牡７栗 ５７ 小牧 太�須野牧場 加用 正 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 ５２４－ ２１：３４．３クビ ５８．０�
５９ マルカフェニックス 牡４栗 ５７ 武 幸四郎河長産業� 松永 昌博 浦河 日の出牧場 ５２６－ ２１：３４．７２� ３２．２�
７１２ スターイレブン 
８鹿 ５７ 幸 英明吉野 隆郎氏 松元 茂樹 三石 本桐牧場 ４８４＋ ６１：３４．９１� ８９．３�
８１５ ドリームジャーニー 牡４鹿 ５８ 武 豊 �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 ４２６＋１０１：３５．０� ６．０�
６１０ ダイナミックグロウ 牡４鹿 ５７ 小林 徹弥小川 勲氏 目野 哲也 浦河 杵臼牧場 ４６０－ ８１：３５．１� ２３４．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １０６，４３９，５００円 複勝： １４９，８９０，２００円 枠連： １１１，７２７，４００円

普通馬連： ６８９，８２６，９００円 馬単： ３７８，２８９，３００円 ワイド【拡大馬連】： １５２，３０７，９００円

３連複： ７１７，４９４，９００円 ３連単： １，５４６，０４５，１００円 計： ３，８５２，０２１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １４０円 � ４１０円 � １８０円 枠 連（２－６） ２，３１０円

普通馬連 �� ２，８７０円 馬 単 �� ４，２５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０２０円 �� ３２０円 �� １，４２０円

３ 連 複 ��� ４，０３０円 ３ 連 単 ��� ２１，７１０円

票 数

単勝票数 計１０６４３９５ 的中 � ２９２９５９（１番人気）
複勝票数 計１４９８９０２ 的中 � ３６３４１０（１番人気）� ６９２５２（８番人気）� ２３０６００（２番人気）
枠連票数 計１１１７２７４ 的中 （２－６） ３５８１６（１０番人気）
普通馬連票数 計６８９８２６９ 的中 �� １７７４１４（１１番人気）
馬単票数 計３７８２８９３ 的中 �� ６５７４７（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１５２３０７９ 的中 �� ３４６２９（１０番人気）�� １３４７７５（１番人気）�� ２４４４９（１８番人気）
３連複票数 計７１７４９４９ 的中 ��� １３１３９４（８番人気）
３連単票数 計１５４６０４５１ 的中 ��� ５２５６７（４２番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．３―１１．４―１１．７―１１．６―１１．２―１１．２―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２４．１―３５．５―４７．２―５８．８―１：１０．０―１：２１．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カ ン パ ニ ー �
�
父 ミラクルアドマイヤ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００４．１．１７ 京都１着

２００１．４．２４生 牡７鹿 母 ブリリアントベリー 母母 クラフテイワイフ ２４戦８勝 賞金 ４６８，３６２，０００円



０９０８４ ４月１９日 晴 稍重 （２０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）

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

４７ 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± ０１：１０．６ １５．７�

６１２ ワンダープロ 牡５栗 ５７ 福永 祐一山本 信行氏 小崎 憲 浦河 帰山 清貴 ４９６＋ ２ 〃 クビ ２．６�
８１６ メ ガ リ ス 牡４黒鹿５７ 武 幸四郎 �社台レースホース宮 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９８－ ２１：１０．８１� ４．６�
３５ セトノヒット 牡７栗 ５７ 酒井 学難波 経雄氏 西園 正都 三石 片山 修 ４８４＋ ２１：１１．０１ ２９．９�
７１３ ポートジェネラル 牡５栃栗５７ 石橋 守水戸眞知子氏 西園 正都 新冠 前川 隆範 B４９２＋１０１：１１．２１� ９．５�
１１ ソロソログランプリ 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠�グランプリ 矢作 芳人 千歳 社台ファーム ４８４＋ ４１：１１．４１� ５．２	
６１１ ハードムーン 牡６黒鹿 ５７

５４ ▲田中 克典津田 一男氏 福永 甲 浦河 日優牧場 ４８０－ ４１：１１．６１� ７５．８

５９ ミヤジレオン 牡４鹿 ５７ 和田 竜二曽我 司氏 川村 禎彦 新冠 的場牧場 ４９８＋１０１：１２．０２� ３７．１�
３６ キ ー レ タ ー 牝５鹿 ５５ 川田 将雅北前孔一郎氏 吉田 直弘 浦河 村下農場 ４６６＋ ８１：１２．２１� １３．２�
８１５ ディープスマート 牝５栗 ５５ 熊沢 重文深見 富朗氏 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 ４６４＋ ４ 〃 ハナ １７８．８
４８ トーセンマエストロ 牡６鹿 ５７

５４ ▲船曳 文士島川 �哉氏 飯田 雄三 浦河 日優牧場 ４７４－１４ 〃 アタマ １３．５�
２３ フェスティヴマロン 牝４鹿 ５５ 長谷川浩大臼井義太郎氏 岡田 稲男 新冠 大栄牧場 ４５２± ０ 〃 ハナ ８５．８�
５１０ バリーバーン 牝７黒鹿５５ 岩崎 祐己飯田 吉哉氏 田所 秀孝 早来 ノーザンファーム ４４２＋ ６ 〃 ハナ １１８．２�
２４ ゼンノリヴァーサル 牡４鹿 ５７ 藤岡 佑介大迫久美子氏 藤岡 健一 三石 大平 巧 ５１０＋ ２１：１２．５２ ３１．０�
１２ クリノゴールド 牡５栗 ５７ 北村 浩平栗本 守氏 田所 秀孝 平取 広川牧場 ４５６－ ２１：１２．６クビ １２１．３�
７１４ コアレスパレード 牡９青鹿５７ 高野 容輔小林 昌志氏 梅田 康雄 三石 沖田 博志 ４８０－ ４１：１２．９２ １９２．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３５，８６２，１００円 複勝： ４６，８１３，３００円 枠連： ４３，３６５，１００円

普通馬連： １７６，２１６，７００円 馬単： １１９，４８３，８００円 ワイド【拡大馬連】： ４５，７４９，５００円

３連複： １９４，４３２，４００円 ３連単： ４６２，５２８，７００円 計： １，１２４，４５１，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５７０円 複 勝 � ２６０円 � １３０円 � １７０円 枠 連（４－６） ７８０円

普通馬連 �� １，４７０円 馬 単 �� ４，４４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５１０円 �� ８１０円 �� ２７０円

３ 連 複 ��� １，９７０円 ３ 連 単 ��� １６，４７０円

票 数

単勝票数 計 ３５８６２１ 的中 � １８０９４（７番人気）
複勝票数 計 ４６８１３３ 的中 � ３６９９１（６番人気）� １２０１５９（１番人気）� ７０７９５（２番人気）
枠連票数 計 ４３３６５１ 的中 （４－６） ４１０３６（２番人気）
普通馬連票数 計１７６２１６７ 的中 �� ８８５９７（５番人気）
馬単票数 計１１９４８３８ 的中 �� １９８７０（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４５７４９５ 的中 �� ２１１５９（４番人気）�� １２５４４（１０番人気）�� ４９３１０（１番人気）
３連複票数 計１９４４３２４ 的中 ��� ７３０４９（３番人気）
３連単票数 計４６２５２８７ 的中 ��� ２０７２６（３９番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．７―１１．４―１１．６―１２．１―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．７―３４．１―４５．７―５７．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．９―３F３６．５
３ １，４（３，９）（６，１２）（２，８）（７，１５）（５，１６）１３（１０，１１）１４ ４ １（４，９，１２）８，３（６，７，１６）（２，１３）（５，１５）－（１０，１１）１４
市場取引馬

勝馬の
紹 介

マイネルラファエロ �
�
父 シ ャ ン ハ イ �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２００３．８．２４ 札幌１２着

２００１．４．３０生 牡７栗 母 アイシンモナリザ 母母 サクラナイス ４３戦４勝 賞金 ６４，０３０，０００円
［他本会外：２戦０勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１６頭 アグネスハッピー号・アースコマンダー号・オースノムスメ号・サンエムウラノス号・ジェイケイセラヴィ号・

ジェットバニヤン号・スーサンライダー号・タムロイーネー号・デンコウグラス号・バリオン号・
ブライトロジック号・マイティシルバー号・ミリオンディスク号・ラインストーム号・リトルホープ号・
ワンダーボーイ号



（２０阪神２）第７日 ４月１９日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
重後稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １８０頭 本 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

２９０，０４０，０００円
２２，４４０，０００円
２，８３０，０００円
３１，７４０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６４，１８６，０００円
４，９３５，０００円
１，８１８，０００円

勝馬投票券売得金
３６１，２３７，２００円
５１２，９６０，２００円
３６９，９８１，２００円
１，６９４，０９４，４００円
１，２５１，４９１，２００円
４３４，８６９，４００円
２，０６４，１８７，６００円
２，７６０，９９１，７００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 ９，４４９，８１２，９００円

総入場人員 １８，９７３名 （有料入場人員 １７，９５２名）




