
１００３７ ４月５日 曇 稍重 （２１阪神２）第４日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時１５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
１：０８．７

重

重

３５ キシュウグラシア 牝３黒鹿５４ 武 豊木村 善一氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４７２± ０１：１１．８ １．１�

２４ ブラストアート 牝３栗 ５４ 福永 祐一村中 徳広氏 本田 優 新冠 前川 隆範 ４５０－ ２１：１３．２９ ２２．７�
８１６ マルヨモザー 牝３栗 ５４ 北村 友一野村 春行氏 領家 政蔵 えりも 上島牧場 ４６０± ０１：１３．３� １１．０�
７１３ シゲルアサヒダケ 牝３栗 ５４ 和田 竜二森中 蕃氏 服部 利之 浦河 小島牧場 ４７２－ ４１：１３．８３ ２１２．９�
６１２ ビ バ エ ル フ 牝３鹿 ５４ 川田 将雅�高瀬牧場 河内 洋 新冠 須崎牧場 ４１４－ ２１：１３．９� ２６．５�
８１５ クインビスティー 牝３鹿 ５４

５２ △荻野 琢真備前島敏子氏 矢作 芳人 新冠 村上 欽哉 ４２４－ ４１：１４．０� ２５．７�
３６ フラワーウィンド 牝３黒鹿５４ 秋山真一郎川島 吉男氏 平田 修 三石 下屋敷牧場 ４４８± ０１：１４．２� ２４．８	
５９ スリーマイゲラン 牝３黒鹿５４ 河北 通永井商事
 小野 幸治 日高 白井牧場 ４７６ ―１：１４．３� １３７．６�
１１ クイーンバイオ 牝３鹿 ５４ 長谷川浩大バイオ
 西浦 勝一 平取 坂東牧場 ３９０－ ８１：１４．５１ ２６８．１�
１２ スズカミネルバ 牝３鹿 ５４

５３ ☆藤岡 康太永井 啓弍氏 武 宏平 新ひだか 武 牧場 ４６４ ―１：１５．３５ ２８９．４
５１０ オ ウ ハ 牝３芦 ５４ 上野 翔�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 ４５０＋ ２１：１５．４� １０１．３�
６１１ ハッピートーク 牝３黒鹿５４ 太宰 啓介�下河辺牧場 田中 章博 門別 下河辺牧場 ４３６＋ ２ 〃 ハナ ２５７．５�
４７ ニシノオルティア 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介西山 茂行氏 岡田 稲男 鵡川 西山牧場 ４２４－ ６ 〃 アタマ ２０．７�
４８ ニシノエトワール 牝３栗 ５４ 浜中 俊西山 茂行氏 宮本 博 むかわ 西山牧場 ４１８ ―１：１７．３大差 ７９．７�
７１４ ゴールデンドルチェ 牝３鹿 ５４ 安藤 光彰服部 新平氏 吉岡 八郎 三石 水上 習孝 ４８６ ―１：２０．４大差 ４７２．２�
２３ ハートランドコマチ 牝３栗 ５４ 芹沢 純一豊田 稔氏 須貝 彦三 浦河 アイオイファーム ４３４ ―１：２３．９大差 ３８６．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，３６３，７００円 複勝： ６１，０８８，７００円 枠連： １７，１２５，６００円

普通馬連： ４８，６６２，０００円 馬単： ５５，１２１，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，１４１，２００円

３連複： ６６，６６６，１００円 ３連単： １４０，５０４，７００円 計： ４３７，６７３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １１０円 複 勝 � １１０円 � ２８０円 � １４０円 枠 連（２－３） ８００円

普通馬連 �� ８４０円 馬 単 �� １，０４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３３０円 �� １７０円 �� ９４０円

３ 連 複 ��� １，３４０円 ３ 連 単 ��� ３，９２０円

票 数

単勝票数 計 ２６３６３７ 的中 � １９０７５６（１番人気）
複勝票数 計 ６１０８８７ 的中 � ４４０２５１（１番人気）� １７０２８（５番人気）� ５４４２９（２番人気）
枠連票数 計 １７１２５６ 的中 （２－３） １５９４４（４番人気）
普通馬連票数 計 ４８６６２０ 的中 �� ４２９６４（４番人気）
馬単票数 計 ５５１２１５ 的中 �� ３９２４６（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２１４１２ 的中 �� １５３８１（４番人気）�� ４２９３７（１番人気）�� ４５４８（１１番人気）
３連複票数 計 ６６６６６１ 的中 ��� ３６９１３（３番人気）
３連単票数 計１４０５０４７ 的中 ��� ２６４９４（１０番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．１―１１．６―１１．７―１２．１―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．５―３５．１―４６．８―５８．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キシュウグラシア �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 アンバーシヤダイ デビュー ２００８．１１．２ 京都３着

２００６．４．８生 牝３黒鹿 母 メイショウヤヨイ 母母 ニツセイリラ ７戦１勝 賞金 １３，２００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ニシノエトワール号・ゴールデンドルチェ号・ハートランドコマチ号は，平成２１年５月５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。
（非抽選馬） １頭 クイーンヘッド号



１００３８ ４月５日 晴 稍重 （２１阪神２）第４日 第２競走 １，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時４５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 ガ リ ア ー ノ 牡３栗 ５６
５３ ▲松山 弘平 �キャロットファーム 池添 兼雄 安平 ノーザンファーム ４４８± ０１：５５．７ ５．５�

６１０ ヒカリアスティル 牡３鹿 ５６ 中村 将之當山 �則氏 谷 潔 伊達 高橋農場 ４９４± ０１：５５．８� ６．４�
３４ タガノパルファン 牡３鹿 ５６

５３ ▲大下 智八木 良司氏 河内 洋 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ５２４＋１２１：５５．９� １９．１�

８１４ コンゴウテンリュオ 牡３栗 ５６ 田中 克典金岡 久夫氏 山内 研二 新ひだか 神垣 道弘 ４８８－ ４１：５６．０クビ ２８．７�
８１５ マジックゲイル 牡３鹿 ５６

５４ △田中 健�杵臼牧場 本田 優 新冠 長浜 忠 ４４８－ ４ 〃 クビ ９．５�
３５ ウインベルセルク 牡３鹿 ５６

５４ △荻野 琢真	ウイン 大久保龍志 新冠 村上 欽哉 ４９２ ―１：５７．３８ ４．０

４７ グランプリセイハ 牡３鹿 ５６ 田村 太雅	グランプリ 矢作 芳人 静内 服部 牧場 ４７４－ ６１：５８．１５ ４．９�
２２ グッドバイタル 牡３栗 ５６

５５ ☆藤岡 康太杉立 恭平氏 宮 徹 浦河 ヒダカフアーム ４８４± ０ 〃 クビ ５０．６�
１１ ブルーカルア 牡３青鹿 ５６

５３ ▲国分 恭介金子真人ホール
ディングス	 安田 隆行 日高 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６８＋ ２１：５８．６３ ９．８
６１１ ノッティングスカイ 牡３鹿 ５６ 上野 翔齊藤 直信氏 荒川 義之 浦河 冨岡 博一 ４５４－ ２ 〃 ハナ １８．５�
２３ サンジョバンニ 牡３鹿 ５６ 北村 浩平 �サンデーレーシング 荒川 義之 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム ４１２± ０１：５９．０２� ２６．３�
５９ ユーコーカズサ 牡３栗 ５６ 生野 賢一	有恒 武田 博 青森 ユーコー牧場 ４１４－３２１：５９．８５ １１５．８�
７１３ ブレークダンス 牝３青 ５４ 佐久間寛志�協和牧場 佐山 優 新冠 協和牧場 ４５６＋ ４２：０１．４１０ １７９．１�
７１２ デンコウローレル 牡３鹿 ５６ 船曳 文士田中 康弘氏 武田 博 様似 中脇 一幸 ４５６－ ６２：０２．３５ ５０．９�
５８ カムイリング 牡３鹿 ５６ 高井 彰大蛭川 年明氏 新川 恵 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４７２＋ ２２：０３．７９ ３３．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １２，９７２，２００円 複勝： ２０，４８０，５００円 枠連： ２０，３３０，９００円

普通馬連： ４７，５６７，１００円 馬単： ３４，９６３，１００円 ワイド【拡大馬連】： １７，５９６，８００円

３連複： ６９，２５９，９００円 ３連単： ９６，２７３，４００円 計： ３１９，４４３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５５０円 複 勝 � ２４０円 � ２９０円 � ５１０円 枠 連（４－６） ６１０円

普通馬連 �� ２，１００円 馬 単 �� ４，０４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７６０円 �� １，９４０円 �� ２，０１０円

３ 連 複 ��� ９，５１０円 ３ 連 単 ��� ４７，８２０円

票 数

単勝票数 計 １２９７２２ 的中 � １８６０９（３番人気）
複勝票数 計 ２０４８０５ 的中 � ２５１２５（３番人気）� １９５１３（５番人気）� ９４５０（７番人気）
枠連票数 計 ２０３３０９ 的中 （４－６） ２４８８８（２番人気）
普通馬連票数 計 ４７５６７１ 的中 �� １６７１７（８番人気）
馬単票数 計 ３４９６３１ 的中 �� ６３８８（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７５９６８ 的中 �� ６００２（７番人気）�� ２１９５（２５番人気）�� ２１１０（２７番人気）
３連複票数 計 ６９２５９９ 的中 ��� ５３７９（２９番人気）
３連単票数 計 ９６２７３４ 的中 ��� １４８６（１４１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．５―３８．２―５１．３―１：０３．８―１：１６．８―１：２９．５―１：４１．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．９―３F３８．９
１
３
１４，１５（７，１３）（１０，１１）（２，９，８）（３，１，５，１２）４，６
１４（１５，１１）（１０，１３）６（７，９，８，５）（１，３，４）（２，１２）

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

勝馬の
紹 介

ガ リ ア ー ノ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 Nureyev デビュー ２００８．８．１６ 札幌５着

２００６．４．１８生 牡３栗 母 ブ ー ケ ト ス 母母 Madam Magoo ９戦１勝 賞金 ８，０００，０００円
〔発走状況〕 カムイリング号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブレークダンス号・デンコウローレル号・カムイリング号は，平成２１年５月５日まで平地競走に出

走できない。



１００３９ ４月５日 晴 稍重 （２１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１５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

８１６ ピュアシルヴァー 牡３芦 ５６ 武 豊畑 清介氏 田島 良保 三石 折手牧場 ５０４－ ６１：２５．５ ４．５�

２４ メイショウゼウス 牡３芦 ５６ 浜中 俊松本 好�氏 武田 博 浦河 三嶋牧場 ４２８± ０１：２５．６� ５９．２�
３５ エーシンオナー 牡３栗 ５６ 小牧 太平井 宏承氏 野元 昭 浦河 栄進牧場 ４６２＋ ６１：２６．４５ １１．５�
５９ ハチマンタロウ 牡３鹿 ５６ 池添 謙一居城 要氏 境 直行 新冠 北勝ファーム ４９６ ―１：２６．５� ２２．７�
６１１ ハードイチオー 牡３鹿 ５６ 四位 洋文津田 一男氏 福永 甲 新冠 メイタイ牧場 ４６２－ ８１：２７．１３� １８．１�
１１ スプリングカエサル 牡３黒鹿５６ 秋山真一郎加藤 春夫氏 野村 彰彦 様似 堀 弘康 ４６６－ ２１：２７．３１� ３４６．３�
４７ ニホンピロララバイ 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介小林百太郎氏 作田 誠二 日高 佐々木 直孝 ４７４＋ ４ 〃 クビ １．６	
８１５ ニホンピロボレー 牝３栗 ５４ 渡辺 薫彦小林百太郎氏 服部 利之 浦河 鵜木 唯義 ４２４＋ ４ 〃 ハナ ３１６．６

５１０ テイエムミチシオ 牝３栗 ５４

５２ △田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 門別 藤本ファーム ４２２＋ ２ 〃 ハナ ５４３．５�
３６ マルブツワーキング 牡３栗 ５６ 岩田 康誠大澤 毅氏 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４７０＋ ２１：２７．４クビ １１．９�
１２ ヒビキヴィクトリー 牝３芦 ５４ 岩崎 祐己竹本 弘氏 西橋 豊治 新ひだか 本桐牧場 ４２４－ ６１：２７．８２� ６６２．１
４８ アイノデュナミス 牡３鹿 ５６ 川田 将雅田中 卓氏 安達 昭夫 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４７４－ ４ 〃 クビ ２９９．８�
７１４ ターンオーバー 牡３鹿 ５６

５３ ▲国分 恭介深見 敏男氏 田所 清広 浦河 高昭牧場 ４７２± ０１：２７．９クビ ８０３．４�
６１２ シゲルアソサン 牡３黒鹿 ５６

５４ △荻野 琢真森中 蕃氏 松永 幹夫 三石 川端牧場 ４９８± ０１：２８．３２� １１４．０�
２３ コパノカチーノ 牡３栗 ５６

５５ ☆藤岡 康太小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 ５２０ ―１：２９．０４ １５．９�
７１３ カシノローズ 牝３鹿 ５４ 野元 昭嘉柏木 務氏 野元 昭 熊本 村山 光弘 ４３４＋ ２１：２９．２１� ６２１．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，７９１，７００円 複勝： ４６，４２８，９００円 枠連： ２０，７２２，０００円

普通馬連： ６３，８３４，７００円 馬単： ５３，４５０，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，７８４，６００円

３連複： ８０，２８４，６００円 ３連単： １５４，４２６，９００円 計： ４６８，７２４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １７０円 � １，１８０円 � ３９０円 枠 連（２－８） ２，５９０円

普通馬連 �� ７，３９０円 馬 単 �� １１，０３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６９０円 �� ６００円 �� ２，５７０円

３ 連 複 ��� １４，３４０円 ３ 連 単 ��� ７３，３９０円

票 数

単勝票数 計 ２５７９１７ 的中 � ４６１１７（２番人気）
複勝票数 計 ４６４２８９ 的中 � ９５８４４（２番人気）� ８１２４（８番人気）� ２８４７３（４番人気）
枠連票数 計 ２０７２２０ 的中 （２－８） ５９１４（９番人気）
普通馬連票数 計 ６３８３４７ 的中 �� ６３８２（２０番人気）
馬単票数 計 ５３４５０７ 的中 �� ３５７９（２９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３７８４６ 的中 �� ３３８７（１６番人気）�� １０５３０（５番人気）�� ２１９１（２５番人気）
３連複票数 計 ８０２８４６ 的中 ��� ４１３４（３５番人気）
３連単票数 計１５４４２６９ 的中 ��� １５５３（１７１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．５―３５．６―４７．９―１：００．４―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 ４，９，１６（５，１１）（２，７，１５）１（６，１２）（１３，３）１４－８，１０ ４ ・（４，９）１６（２，５）１１，７（１，１５）－（１３，６，１２）３（１４，１０）８

勝馬の
紹 介

ピュアシルヴァー �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２００８．８．３１ 小倉４着

２００６．２．２８生 牡３芦 母 リ ス カ ム 母母 ラ ビ リ ン ス ８戦１勝 賞金 １２，１５０，０００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。
（非当選馬） ２頭 プレシャストップ号・マルシゲドトウ号
（非抽選馬） １頭 ホッコーアネゴ号



１００４０ ４月５日 晴 良 （２１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５０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
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３：２６．４良

５７ ブルーアルパイン 牡７鹿 ６１ 小坂 忠士 �ブルーマネジメント武田 博 門別 藤本 直弘 ５０４－１２３：３０．１ １９．６�

５６ メイショウラダック 牡４栗 ５９ 今村 康成松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４８４＋ ２３：３０．２� ４．５�
８１３ チョウラブラブ 牝４黒鹿５７ 黒岩 悠丸山 隆雄氏 吉岡 八郎 新冠 平山牧場 ４５６－ ２３：３０．４１� ５１．１�
１１ マヤノスターダム 牡７鹿 ６０ 植野 貴也田所 英子氏 坂口 正大 静内 千代田牧場 ５１０＋ ２ 〃 クビ ７．４�
６８ ビコーフェザー �５鹿 ６０ 岩崎 祐己�レジェンド 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４３４＋ ２３：３０．５クビ １４．６�
７１１ スナークムサシ 牡６黒鹿６０ 仲田 雅興杉本仙次郎氏 高橋 隆 浦河 大島牧場 ４８２＋ ４３：３１．０３ ２５．２	
７１０ ニホンピロファイブ 牡６栗 ６０ 林 満明小林百太郎氏 大橋 勇樹 平取 稲原牧場 ４８６－ ６ 〃 アタマ ９．７

２２ アグネスヘルメス 牡７鹿 ６０ 北沢 伸也渡辺 孝男氏 大根田裕之 千歳 社台ファーム ５１０－ ２３：３１．３１� ５８．７�
４５ デイトレーダー 牡６鹿 ６０ 金子 光希 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 天間 昭一 青森 諏訪牧場 ４７８± ０３：３１．４� ３２．６�
６９ ゼットコマンダー 牡６黒鹿６０ 熊沢 重文�フォーレスト 池添 兼雄 静内 原 伸幸 ４７４± ０ 〃 クビ ６．３
８１２	 ランドマッハ 牡５栗 ６０ 金折 知則木村 昌三氏 安達 昭夫 門別 日西牧場 ５０６＋ ４３：３２．８９ １０．６�
３３ テイエムモノノフ 牡５鹿 ６０ 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 三石 京野 節子 ４５８－１２３：３３．２２� ３０．９�
４４ 
 エイシンボストン 牡７栗 ６０ 西谷 誠平井 豊光氏 松永 昌博 米 Audley Farm ４９４＋ ４ （競走中止） ３．５�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １４，５７７，９００円 複勝： ２２，９５４，１００円 枠連： １９，９８４，７００円

普通馬連： ５０，９２８，９００円 馬単： ３７，５１４，４００円 ワイド【拡大馬連】： １８，５７８，８００円

３連複： ７３，２６７，１００円 ３連単： １１４，４３２，９００円 計： ３５２，２３８，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，９６０円 複 勝 � ８４０円 � １８０円 � １，６６０円 枠 連（５－５） ６，１１０円

普通馬連 �� ４，４４０円 馬 単 �� １２，５４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５１０円 �� １０，９８０円 �� ４，３９０円

３ 連 複 ��� ７７，５８０円 ３ 連 単 ��� ３８３，８８０円

票 数

単勝票数 計 １４５７７９ 的中 � ５８８８（８番人気）
複勝票数 計 ２２９５４１ 的中 � ６１８６（９番人気）� ４４７３８（２番人気）� ２９７６（１３番人気）
枠連票数 計 １９９８４７ 的中 （５－５） ２４１４（１７番人気）
普通馬連票数 計 ５０９２８９ 的中 �� ８４８３（１９番人気）
馬単票数 計 ３７５１４４ 的中 �� ２２０９（４８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８５７８８ 的中 �� ３１１５（２０番人気）�� ４０９（７４番人気）�� １０３３（４８番人気）
３連複票数 計 ７３２６７１ 的中 ��� ６９７（１７５番人気）
３連単票数 計１１４４３２９ 的中 ��� ２２０（８９３番人気）

上り １マイル １：４６．０ ４F ５１．８－３F ３８．７
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブルーアルパイン �
�
父 タイキブリザード �

�
母父 ミルジヨージ デビュー ２００５．４．９ 福島９着

２００２．３．１３生 牡７鹿 母 スコールハート 母母 スコールリボン 障害：９戦３勝 賞金 ５８，９３０，０００円
〔競走中止〕 エイシンボストン号は，２周目４号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。



１００４１ ４月５日 晴 良 （２１阪神２）第４日 第５競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１２時４０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

６１２ ベルフローラ 牝３栗 ５４
５３ ☆藤岡 康太 �ユートピア牧場 羽月 友彦 登別 ユートピア牧場 ４１０ ―１：２３．０ １００．３�

６１１ ウィズインライアン 牝３鹿 ５４ 古川 吉洋内藤 耕造氏 福島 信晴 浦河 谷川牧場 ４２６＋ ６ 〃 クビ １８．７�
７１５ タニノスバル 牝３芦 ５４ 藤岡 佑介谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか カントリー牧場 ４３２± ０１：２３．３１� １２．７�
２４ ジャグラーキング 牡３鹿 ５６ 武 豊栗本 良明氏 矢作 芳人 様似 様似渡辺牧場 ４４０＋１２１：２３．４クビ ３．６�
１１ オカゲサマデ 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠小田切有一氏 谷 潔 日高 浦新牧場 ４３６－ ２１：２３．５� １２．７�
７１３ ラ フ ァ エ ロ 牡３芦 ５６ 上村 洋行 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ５０４－ ８１：２３．７１� ４．９�
４７ シンゼンライク 牡３鹿 ５６ 飯田 祐史原 司郎氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４５８－ ６ 〃 アタマ １９．９	
５１０ マンシュウクロフネ 牡３芦 ５６ 小牧 太平賀 修二氏 山内 研二 静内 神垣 道弘 ４８０± ０ 〃 アタマ １８．７

２３ ディアマジェスティ 牡３黒鹿５６ 松田 大作寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 橋本牧場 ４４６＋ ４１：２３．８クビ ４４．６�
３６ ハギノハニー 牝３鹿 ５４ 福永 祐一安岡美津子氏 松田 国英 浦河 村下 明博 ４３２＋１０１：２４．０１� ６０．２�
４８ シゲルクラマヤマ 牡３鹿 ５６ 横山 典弘森中 蕃氏 服部 利之 浦河 小島牧場 ４５０＋ ２１：２４．２１� ３．７
８１７	 セイウンシグナル 牡３鹿 ５６

５４ △荻野 琢真西山 茂行氏 田所 秀孝 米 Ruskerne
Limited ４７２ ― 〃 クビ ９．３�

１２ ルミエールブーケ 牝３栗 ５４ 和田 竜二 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 田中 章博 新ひだか 静内山田牧場 ４２６ ―１：２４．３クビ ５４．９�

３５ 	 ケンブリッジナイト 牡３芦 ５６ 太宰 啓介中西 健造氏 本田 優 米 Clovelly
Farms ４７０ ― 〃 クビ １５１．２�

（ミゼンマストブルー）

５９ ウエスタンヴァース 牡３鹿 ５６ 酒井 学西川 賢氏 西園 正都 新ひだか 北西牧場 ４３０ ―１：２４．７２� ２６３．６�
７１４ サマニレディー 牝３鹿 ５４ 荻野 要�ターフ・スポート境 直行 様似 小田牧場 ４４８－１０１：２４．８クビ ３３３．１�
８１６ クィーンワルツ 牝３鹿 ５４ 難波 剛健�協和牧場 高橋 成忠 新冠 協和牧場 ４２２－１０１：２５．６５ ２９５．６�
８１８ ライブリフラワー 牝３黒鹿５４ 石橋 守加藤 哲郎氏 佐山 優 新冠 �渡 信義 ４１４ ―１：２６．７７ ３６４．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２０，９６６，５００円 複勝： ３２，９４８，４００円 枠連： ２３，８０１，８００円

普通馬連： ６５，０２０，５００円 馬単： ４６，９４２，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，６７４，０００円

３連複： ８４，４０７，５００円 ３連単： １３１，５３３，７００円 計： ４３０，２９５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １０，０３０円 複 勝 � ３，１４０円 � ５５０円 � ３８０円 枠 連（６－６） ３９，６６０円

普通馬連 �� ６３，５６０円 馬 単 �� １５４，６７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １３，０７０円 �� ９，９００円 �� １，９３０円

３ 連 複 ��� １９５，８９０円 ３ 連 単 ��� １，６４５，２９０円

票 数

単勝票数 計 ２０９６６５ 的中 � １６４８（１３番人気）
複勝票数 計 ３２９４８４ 的中 � ２４７０（１３番人気）� １６１４２（７番人気）� ２５４７１（４番人気）
枠連票数 計 ２３８０１８ 的中 （６－６） ４４３（３４番人気）
普通馬連票数 計 ６５０２０５ 的中 �� ７５５（７８番人気）
馬単票数 計 ４６９４２９ 的中 �� ２２４（１６８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４６７４０ 的中 �� ４５９（７４番人気）�� ６０７（６０番人気）�� ３２２２（２２番人気）
３連複票数 計 ８４４０７５ 的中 ��� ３１８（２６６番人気）
３連単票数 計１３１５３３７ 的中 ��� ５９（１７７９番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．１―１１．２―１１．４―１２．０―１２．６―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．４―３４．６―４６．０―５８．０―１：１０．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．４―３F３７．０
３ ８＝１１，１２（４，１５）（６，７）１３（１，１０）１８（３，１４）（９，１７）２（５，１６） ４ ８＝１１－（４，１２）１５，６（７，１３）１（１０，１８）（３，１４）（２，１７）９，１６，５

勝馬の
紹 介

ベルフローラ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 アジュディケーティング 初出走

２００６．３．２１生 牝３栗 母 パ フ ィ オ 母母 エマーズロッカ 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 エリモフォーダイヤ号・ナナイロカメン号・ピーチパトラ号



１００４２ ４月５日 晴 良 （２１阪神２）第４日 第６競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１３時１５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

１：３２．０
１：３１．５

良

良

８１６ イ コ ピ コ 牡３鹿 ５６ 田中 勝春�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 ４５８＋ ２１：３７．４ ４．８�

５９ アルーリングムーン 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎 �サンデーレーシング 野村 彰彦 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４３６± ０ 〃 クビ ４．４�

３６ ナンヨーアイドル 牡３黒鹿５６ 横山 典弘中村 �也氏 領家 政蔵 新ひだか 佐藤 陽一 ４６２－ ８ 〃 ハナ ５．３�
６１２ ナショナルヒーロー 牡３鹿 ５６ 角田 晃一青山 洋一氏 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４３４± ０１：３７．５� １５．２�
４８ フェストシュピール 牡３青 ５６ 上村 洋行 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４７２－ ２１：３７．９２� ７．５�
８１５ アローベアタキオン 牡３栗 ５６ 武 幸四郎宮原 廣伸氏 昆 貢 新冠 村田牧場 ５０８＋２０ 〃 ハナ ７．９	
６１１ ユーセイヤマトオー 牡３鹿 ５６ 和田 竜二�アサヒクラブ 岩元 市三 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ５０８＋ ８ 〃 クビ ７９．９

２４ シルクドミニオン 牡３栗 ５６ 浜中 俊有限会社シルク坂口 正大 新ひだか 千代田牧場 ４５８± ０１：３８．０クビ １７．４�
１１ ヒシロイヤル 牡３黒鹿５６ 福永 祐一阿部雅一郎氏 佐山 優 浦河 中村 雅明 ４９６－ ８１：３８．１� １０．１�
７１３ ザバトルユージロー 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか 三石川上牧場 ４２４－ ８１：３８．２� ７７．１
５１０ ボーカリスト 牡３鹿 ５６ 小牧 太増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム ４７４＋ ４ 〃 クビ ７６．３�
２３ デイブレイクスベル 牡３黒鹿５６ 佐藤 哲三�協和牧場 吉岡 八郎 新冠 協和牧場 ４６２＋ ２１：３８．４１� ４１．０�
４７ マルカゼウス 牡３栗 ５６ 池添 謙一河長産業� 鶴留 明雄 千歳 社台ファーム ４７２－ ６１：３８．５� ４９．１�
７１４ サクラアビリティー 牡３芦 ５６ 藤岡 佑介�さくらコマース藤岡 健一 新ひだか 谷岡牧場 ４５２－ ２１：３８．７１� ２８．５�
１２ ハイフィールド 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦服部 新平氏 吉岡 八郎 新ひだか へいはた牧場 ４０４－ ４ 〃 ハナ １２５．１�
３５ ロングキャロル 牝３鹿 ５４ 松田 大作中井 敏雄氏 梅内 忍 浦河 高野牧場 ４４２± ０１：３９．４４ ３６．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，１１７，１００円 複勝： ４１，３８６，２００円 枠連： ２７，７７７，７００円

普通馬連： ７８，６２４，２００円 馬単： ５３，７２５，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，２５４，８００円

３連複： １０３，６０８，４００円 ３連単： １５７，８２３，８００円 計： ５１６，３１７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � １６０円 � １６０円 � １６０円 枠 連（５－８） ６００円

普通馬連 �� １，２６０円 馬 単 �� ２，３５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５２０円 �� ４５０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� ２，０００円 ３ 連 単 ��� ８，２００円

票 数

単勝票数 計 ２４１１７１ 的中 � ３９９５９（２番人気）
複勝票数 計 ４１３８６２ 的中 � ６７０００（３番人気）� ７４００８（１番人気）� ６９５０８（２番人気）
枠連票数 計 ２７７７７７ 的中 （５－８） ３４２５９（１番人気）
普通馬連票数 計 ７８６２４２ 的中 �� ４６０５７（１番人気）
馬単票数 計 ５３７２５５ 的中 �� １６９３５（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９２５４８ 的中 �� １３６３４（３番人気）�� １６１４１（２番人気）�� １７２０５（１番人気）
３連複票数 計１０３６０８４ 的中 ��� ３８３５８（１番人気）
３連単票数 計１５７８２３８ 的中 ��� １４２１２（１番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．４―１２．４―１３．５―１３．１―１１．７―１０．９―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２４．２―３６．６―５０．１―１：０３．２―１：１４．９―１：２５．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．３―３F３４．２
３ ７，１２（６，１５）（８，１３）（１，４，１４）１１（２，１０，１６）（５，９）３ ４ ・（７，１２）（６，１５）（８，１４）（１，１３，１６）（４，１１，３）（２，９）（５，１０）

勝馬の
紹 介

イ コ ピ コ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２００８．１１．８ 京都１５着

２００６．４．２９生 牡３鹿 母 ガンダーラプソディ 母母 プロミネントカット ４戦２勝 賞金 １３，８００，０００円



１００４３ ４月５日 晴 良 （２１阪神２）第４日 第７競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１３時５０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

４７ ショウサンウルル 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介鈴木 昭和氏 矢作 芳人 浦河 バンダム牧場 ４６０－ ４１：５３．４ １７．１�

７１３ レッドボルサリーノ 牡３鹿 ５６ 横山 典弘 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４９４＋ ６１：５３．６１� １１．６�
３６ サダムマンテン 牡３栗 ５６ 浜中 俊大西 定氏 中村 均 日高 日高大洋牧場 ５２４－ ４１：５４．１３ ９．４�
３５ シルバーフィールド 牡３黒鹿５６ 池添 謙一近藤 克麿氏 清水 出美 浦河 丸幸小林牧場 ４８２＋ ２１：５４．８４ １３．３�
５９ ハギノリベラ 牡３鹿 ５６ 中村 将之安岡美津子氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ５０２－ ６ 〃 アタマ ６．１�
１１ トップオブパンチ 牡３鹿 ５６ 川田 将雅横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム ４９４＋ ４１：５４．９クビ １１．８�
４８ トミケンプライマリ 牝３栗 ５４

５１ ▲松山 弘平冨樫 賢二氏 池添 兼雄 浦河 平成ファーム ４４８－ ４１：５５．０� ９６．４	
１２ スマートパルス 牝３芦 ５４ 武 豊大川 徹氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム ５１８＋ ２１：５５．１� ２．４

６１２ レッドブリッツァー 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 石坂 正 日高 下河辺牧場 ４７６＋１６ 〃 ハナ ２３．２�
８１６ マジックアロー 牡３鹿 ５６ 芹沢 純一�杵臼牧場 新川 恵 浦河 杵臼牧場 ４５２－ ６１：５５．２クビ ９．０
６１１ クオリティタイム 牡３鹿 ５６ 飯田 祐史名古屋友豊� 小野 幸治 安平 ノーザンファーム ４３８＋ ８１：５５．５１� ９７．０�
８１５ ケイアイコンジン 牡３鹿 ５６ 上村 洋行 �啓愛義肢材料販売所 西浦 勝一 新冠 川島牧場 ４５０＋ ２１：５５．８２ １０１．９�
５１０� ベイビーローズ 牝３鹿 ５４ 小牧 太広尾レース� 小崎 憲 愛 Rockhart

Traping Ltd ４６４± ０１：５５．９	 ２３．７�
２４ ギガブレイク 牡３黒鹿５６ 和田 竜二岡部 益周氏 北出 成人 浦河 出口 宜己 ５１０± ０１：５６．１１� ２６．６�
７１４ カシノヘラクレス 牡３鹿 ５６ 小坂 忠士柏木 務氏 田所 清広 日高 島瀬 順一 ４６６± ０１：５７．２７ ２９９．９�
２３ 
 ミステリーハンター 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三高浪 宣昭氏 小島 茂之 新冠 村田牧場 ４７２－ ４１：５７．３	 ２４４．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，３２５，９００円 複勝： ４４，７１４，８００円 枠連： ３３，１０６，２００円

普通馬連： ９９，２７５，２００円 馬単： ６８，２７８，０００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，９０７，７００円

３連複： １２１，９００，２００円 ３連単： ２０２，６４０，０００円 計： ６３１，１４８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７１０円 複 勝 � ６１０円 � ３９０円 � ３００円 枠 連（４－７） ７，５９０円

普通馬連 �� ８，２９０円 馬 単 �� １６，９００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，４３０円 �� ２，５５０円 �� １，３５０円

３ 連 複 ��� ２５，５８０円 ３ 連 単 ��� １６９，７５０円

票 数

単勝票数 計 ２７３２５９ 的中 � １２６６２（８番人気）
複勝票数 計 ４４７１４８ 的中 � １７９８０（８番人気）� ３０１０２（６番人気）� ４３２０２（３番人気）
枠連票数 計 ３３１０６２ 的中 （４－７） ３２２２（２５番人気）
普通馬連票数 計 ９９２７５２ 的中 �� ８８４０（３１番人気）
馬単票数 計 ６８２７８０ 的中 �� ２９８３（６０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３９０７７ 的中 �� ３４１５（３０番人気）�� ３２５０（３２番人気）�� ６３１４（１６番人気）
３連複票数 計１２１９００２ 的中 ��� ３５１７（８８番人気）
３連単票数 計２０２６４００ 的中 ��� ８８１（５４７番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１３．４―１２．８―１３．２―１２．９―１２．７―１１．８―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．２―３６．６―４９．４―１：０２．６―１：１５．５―１：２８．２―１：４０．０

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ショウサンウルル �
�
父 Grand Slam �

�
母父 Kingmambo デビュー ２００９．２．２８ 阪神１着

２００６．５．２６生 牝３鹿 母 キングズラヴ 母母 Love From the Air ３戦２勝 賞金 １４，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 コスモオーカン号



１００４４ ４月５日 晴 良 （２１阪神２）第４日 第８競走 ��
��１，４００�

ち ぐ さ が わ

千 種 川 特 別
発走１４時２５分 （芝・右）
４歳以上，１，０００万円以下，２０．４．５以降２１．３．２９まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ３７８，０００円 １０８，０００円 ５４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．９
１：１９．０

良

良

４７ � ミゼリコルデ 牝４鹿 ５４ 福永 祐一吉田 和子氏 音無 秀孝 英 Meon Val-
ley Stud ４９２＋１０１：２１．７ １１．５�

８１４� オセアニアボス 牡４青鹿５５ 武 豊�グランプリ 矢作 芳人 豪 Strawberry
Hill Stud ４９０＋ ２１：２１．９１� ２．０�

４６ ファイアレッド 牡４青鹿５５ 池添 謙一 �社台レースホース長浜 博之 三石 追分ファーム B４６８－ ２１：２２．０� ７．２�
３４ コパノオーシャンズ 牝５黒鹿５２ 浜中 俊小林 祥晃氏 村山 明 門別 ヤナガワ牧場 ４１８＋１０ 〃 クビ １８．３�
７１２ キヲウエタオトコ 牡４鹿 ５６ 佐藤 哲三小田切有一氏 佐々木晶三 門別 大江牧場 ４５２－ ４１：２２．１� ９．７�
８１５ アスドゥクール 牝４栗 ５３ 川田 将雅 �社台レースホース鮫島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４４＋ ２ 〃 ハナ １４．９	
６１０ ケンエンデバー 牝６鹿 ５３ 太宰 啓介中西 健造氏 本田 優 新冠 グラッドホースパーク ４６４＋ ２ 〃 ハナ ７２．９

５８ シゲルハスラット 牡４栗 ５５ 秋山真一郎森中 蕃氏 鶴留 明雄 浦河 中村 雅明 ４５２＋ ６１：２２．２� １５．５�
２２ バクシンミノル 牡４鹿 ５１ 酒井 学吉岡 實氏 南井 克巳 新冠 須崎牧場 ４８８－ ２１：２２．３クビ ７１．３�
２３ ゼンノモナルカ 牡５黒鹿５５ 小牧 太大迫久美子氏 藤岡 範士 三石 水上 習孝 B４６８＋ ４ 〃 アタマ ２０．２
１１ アンノルーチェ 牡４鹿 ５５ 和田 竜二�ターフ・スポート田島 良保 三石 三石ビクト

リーファーム ４３４－ ４１：２２．５１� ３６．６�
６１１ カシノマイケル 牡６青鹿５４ 安藤 光彰柏木 務氏 田所 清広 新冠 小泉 学 ４６６－ ４ 〃 ハナ １１１．６�
３５ ミルクトーレル 牝５鹿 ５５ 四位 洋文宮原 廣伸氏 昆 貢 三石 山際牧場 ５０８± ０ 〃 クビ １１．０�
５９ 	 シゲルレスポワール 牡４青鹿５２ 北村 友一森中 蕃氏 川村 禎彦 新冠 長浜 秀昭 ４６０＋ ４１：２２．７１� ３０２．５�
７１３ キングスベリー 牝５鹿 ５２ 藤岡 康太�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 ４３０± ０１：２２．８クビ ４１．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３７，５４２，２００円 複勝： ６０，５６８，２００円 枠連： ３９，６５５，５００円

普通馬連： １３６，３７６，５００円 馬単： ９２，５７２，６００円 ワイド【拡大馬連】： ４４，３１９，０００円

３連複： １６５，３８６，３００円 ３連単： ３１５，３８６，８００円 計： ８９１，８０７，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１５０円 複 勝 � ２７０円 � １２０円 � １８０円 枠 連（４－８） ３３０円

普通馬連 �� １，２２０円 馬 単 �� ３，３５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５７０円 �� １，０６０円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� ２，２７０円 ３ 連 単 ��� １７，７５０円

票 数

単勝票数 計 ３７５４２２ 的中 � ２５７４９（５番人気）
複勝票数 計 ６０５６８２ 的中 � ４１１８９（５番人気）� ２００６１８（１番人気）� ８１４２１（２番人気）
枠連票数 計 ３９６５５５ 的中 （４－８） ９１２７３（１番人気）
普通馬連票数 計１３６３７６５ 的中 �� ８２５９１（４番人気）
馬単票数 計 ９２５７２６ 的中 �� ２０４０２（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４４３１９０ 的中 �� １９０２１（４番人気）�� ９５０１（１２番人気）�� ３４９８０（１番人気）
３連複票数 計１６５３８６３ 的中 ��� ５３９４２（３番人気）
３連単票数 計３１５３８６８ 的中 ��� １３１１８（３６番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１１．４―１１．７―１１．７―１１．６―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．４―３４．８―４６．５―５８．２―１：０９．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ミゼリコルデ �
�
父 Fasliyev �

�
母父 Unfuwain デビュー ２００７．７．８ 函館１着

２００５．２．２８生 牝４鹿 母 Match Point 母母 Top of The League １５戦３勝 賞金 ５２，６１８，０００円



１００４５ ４月５日 晴 良 （２１阪神２）第４日 第９競走 ��
��１，８００�

な ん ば

難波ステークス
発走１５時００分 （芝・右・外）

４歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００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

１：４５．２
１：４４．１

良

良

８１６ ブーケフレグランス 牝４栗 ５５ 四位 洋文 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム ５１８＋ ８１：４７．６ ２０．５�

４７ コーナーストーン 牡５鹿 ５７ 角田 晃一セゾンレースホース� 国枝 栄 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８８－ ２１：４７．７� ７．８�

７１３ ロードアリエス 牡４黒鹿５７ 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 三石 ケイアイファーム ５０４＋ ６１：４７．９１� ６．０�
５１０ ヴィヴィッドカラー 牝５青 ５５ 川田 将雅近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４９４－ ２ 〃 ハナ １４．６�
５９ エーティーボス 牡５鹿 ５７ 浜中 俊荒木 徹氏 湯窪 幸雄 静内 伊藤 敏明 ４８４± ０１：４８．０� ２９．８�
１１ アグネスマクシマム 牡５栗 ５７ 北村 友一渡辺 孝男氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ４７８＋ ６１：４８．１クビ １３１．６	
４８ コスモスペシャリー 牡６鹿 ５７ 和田 竜二 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 門別 白井牧場 ４５６－ ２ 〃 ハナ ２３．４

２３ ミダースタッチ 牡４栗 ５７ 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 静内 グランド牧場 ５３８＋ ４１：４８．３１ １４．１�
１２ キングスエンブレム 牡４青 ５７ 武 豊 �サンデーレーシング 石坂 正 早来 ノーザンファーム ４６６－ ２１：４８．４� ６．２�
２４ ニュービギニング 牡５鹿 ５７ 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 B４６６＋ ４１：４８．６１	 ２６．２
３５ メイショウベルーガ 牝４芦 ５５ 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 ４８０＋ ６１：４８．７クビ ４．９�
６１１ カネトシリベルテ 牝５鹿 ５５ 田中 勝春兼松 昌男氏 田中 章博 平取 清水牧場 ４６０＋ ４１：４８．９１ １１８．７�
３６ タニノディキディキ 牡６鹿 ５７ 秋山真一郎谷水 雄三氏 長浜 博之 静内 カントリー牧場 ４６８－ ４ 〃 クビ ７．１�
８１５ アメジストリング 牝５黒鹿５５ 熊沢 重文 �サンデーレーシング 浅見 秀一 早来 ノーザンファーム ４７８± ０１：４９．１１� １２１．７�
７１４ アペリティフ 
６鹿 ５７ 小牧 太 �ノースヒルズマネ

ジメント 坪 憲章 千歳 社台ファーム ５０６± ０１：４９．２クビ ８．１�
６１２ アクセルファイヤー 牝５鹿 ５５ 中村 将之中村 浩章氏 武田 博 静内 原 忠夫 ４０４＋ ２１：４９．５１� １３５．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３４，７７８，３００円 複勝： ６３，３１３，５００円 枠連： ５２，８５６，９００円

普通馬連： １８０，６５０，８００円 馬単： １０３，１２７，６００円 ワイド【拡大馬連】： ５０，５５７，７００円

３連複： ２１１，７９９，４００円 ３連単： ３９２，７０１，７００円 計： １，０８９，７８５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，０５０円 複 勝 � ６５０円 � ２６０円 � ２１０円 枠 連（４－８） ５，１６０円

普通馬連 �� ７，５７０円 馬 単 �� １７，５３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，４８０円 �� １，９９０円 �� ８２０円

３ 連 複 ��� １３，９８０円 ３ 連 単 ��� １１５，５６０円

票 数

単勝票数 計 ３４７７８３ 的中 � １３４２８（９番人気）
複勝票数 計 ６３３１３５ 的中 � ２１４７０（１０番人気）� ６７４１９（５番人気）� ９２４２３（１番人気）
枠連票数 計 ５２８５６９ 的中 （４－８） ７５６７（１９番人気）
普通馬連票数 計１８０６５０８ 的中 �� １７６２８（３１番人気）
馬単票数 計１０３１２７６ 的中 �� ４３４３（６９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５０５５７７ 的中 �� ４８９４（３３番人気）�� ６１５０（２８番人気）�� １５９６７（６番人気）
３連複票数 計２１１７９９４ 的中 ��� １１１８５（５２番人気）
３連単票数 計３９２７０１７ 的中 ��� ２５０８（４０１番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．８―１１．７―１２．１―１２．２―１１．９―１１．２―１１．８―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．５―３６．２―４８．３―１：００．５―１：１２．４―１：２３．６―１：３５．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブーケフレグランス �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００７．１２．１ 阪神２着

２００５．５．２０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 １８戦４勝 賞金 ６２，３５８，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。



１００４６ ４月５日 晴 良 （２１阪神２）第４日 第１０競走 ��
��２，０００�第５３回産 経 大 阪 杯（ＧⅡ）

発走１５時３５分 （芝・右）
４歳以上；負担重量は，５７�，牝馬２�減，２０．４．５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，２０．４．４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 ８８２，０００円 ２５２，０００円 １２６，０００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

６８ ドリームジャーニー 牡５鹿 ５７ 池添 謙一 �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 ４２８± ０１：５９．７ ６．９�

８１１ ディープスカイ 牡４栗 ５９ 四位 洋文深見 敏男氏 昆 貢 浦河 笠松牧場 ５１０－ ８ 〃 クビ １．６�
２２ カワカミプリンセス 牝６鹿 ５５ 横山 典弘 �三石川上牧場 西浦 勝一 三石 三石川上牧場 ４８０－ ８２：００．０２ １１．５�
４４ アドマイヤフジ 牡７黒鹿５７ 川田 将雅近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ５３６＋ ６ 〃 ハナ ２０．０�
７１０ ダイシングロウ 牡５黒鹿５７ 藤岡 佑介大八木信行氏 松田 博資 門別 滝本 健二 ５０６＋ ４２：００．１クビ ９３．２�
７９ シャドウゲイト 牡７黒鹿５８ 田中 勝春飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４９６＋ ４２：００．４１� １５７．９�
１１ マツリダゴッホ 牡６鹿 ５８ 武 豊�橋 文枝氏 国枝 栄 静内 岡田スタツド ４９６－ ２ 〃 ハナ ６．２	
３３ サンライズマックス 牡５黒鹿５７ 岩田 康誠松岡 隆雄氏 増本 豊 新冠 ヒカル牧場 ４５４＋１０２：００．５� １３．４

６７ マストビートゥルー 牡６栗 ５７ 浜中 俊�信岡牧場 加用 正 浦河 信岡牧場 ４６８＋ ２２：００．６� ４８．２�
５６ アグネストレジャー 牡７黒鹿５７ 福永 祐一渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ５０２± ０２：０１．０２� ２０９．６�
５５ ヴィクトリー 牡５鹿 ５８ 和田 竜二近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４８６± ０２：０１．２１� １５．３
８１２ サザンツイスター 牡９黒鹿５７ 安藤 光彰 �ノースヒルズマネ

ジメント 新川 恵 浦河 鎌田 正嗣 B４８４－ ８２：０１．４１� ３７７．１�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２１７，０６０，６００円 複勝： ３１０，２０２，３００円 枠連： １１９，４７１，４００円

普通馬連： ８７７，０１５，６００円 馬単： ７０５，９８０，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２１４，２７２，２００円

３連複： ９５０，７０７，６００円 ３連単： ３，０５７，５５０，９００円 計： ６，４５２，２６１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６９０円 複 勝 � １６０円 � １１０円 � ２２０円 枠 連（６－８） ４６０円

普通馬連 �� ５２０円 馬 単 �� １，６００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２３０円 �� ７３０円 �� ３７０円

３ 連 複 ��� １，５４０円 ３ 連 単 ��� ８，６４０円

票 数

単勝票数 計２１７０６０６ 的中 � ２４９８６４（３番人気）
複勝票数 計３１０２０２３ 的中 � ３４９６０２（２番人気）� １５９６５９４（１番人気）� ２０６８２７（４番人気）
枠連票数 計１１９４７１４ 的中 （６－８） １９１９８１（１番人気）
普通馬連票数 計８７７０１５６ 的中 �� １２５７７６１（２番人気）
馬単票数 計７０５９８０６ 的中 �� ３２５９０２（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計２１４２７２２ 的中 �� ２７１５３１（１番人気）�� ６３１８５（８番人気）�� １４０４９０（３番人気）
３連複票数 計９５０７０７６ 的中 ��� ４５７４７５（３番人気）
３連単票数 計３０５７５５０９ 的中 ��� ２６１４５７（２８番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．５―１１．９―１１．９―１２．１―１２．８―１２．１―１１．９―１１．２―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２４．１―３６．０―４７．９―１：００．０―１：１２．８―１：２４．９―１：３６．８―１：４８．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ドリームジャーニー �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 メジロマックイーン デビュー ２００６．９．３ 新潟１着

２００４．２．２４生 牡５鹿 母 オリエンタルアート 母母 エレクトロアート １９戦７勝 賞金 ３９１，１７７，０００円



１００４７ ４月５日 晴 良 （２１阪神２）第４日 第１１競走 ��１，４００�サラブレッド系４歳以上
発走１６時１０分 （ダート・右）

１０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

４７ スマートブレード 牡８黒鹿５７ 岩田 康誠大川 徹氏 宮 徹 浦河 松田 次郎 ５３６－ ６１：２４．２ ３．４�

５１０ ルティラーレ 牡４栗 ５７ 武 幸四郎岡田 牧雄氏 佐山 優 門別 国中 一男 ４８２－ ６ 〃 アタマ ４．５�
８１６ セレスコクオー 牡４青鹿５７ 池添 謙一岡 浩二氏 宮本 博 浦河 大柳ファーム ５２８－ ６１：２４．７３ １６．０�
６１１ ド キ ャ ー レ 牡４栗 ５７ 小牧 太浜RC組合 大橋 勇樹 静内 酒井 静男 ４６０－ ２１：２４．８� １０．３�
７１３� エイトサンデー 牡５鹿 ５７ 渡辺 薫彦河合良太郎氏 小西 一男 静内 千代田牧場 ５０８－ ２ 〃 ハナ ６．５�
５９ テイエムフルパワー 牡５栗 ５７ 太宰 啓介竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 競優牧場 ４３２± ０ 〃 ハナ １０．７�
３６ ブライトロジック �５黒鹿５７ 鮫島 良太金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 追分 追分ファーム ４５８－ ２１：２５．０１ ２０．８	
２３ マルサンテクニカル 牡５鹿 ５７

５４ ▲松山 弘平松井三千年氏 南井 克巳 様似 様似堀牧場 ４７０－ ４ 〃 クビ １０．９

３５ セイカアレグロ 牡４鹿 ５７ 和田 竜二久米 大氏 稲葉 隆一 新冠 シンユウフアーム ４９８＋ ６１：２５．１� １１．５�
２４ カシノブレイヴリ 牡４鹿 ５７ 浜中 俊柏木 務氏 田所 清広 浦河 山下 恭茂 ５１６－１２１：２５．２� ４７．６�
１１ メイショウフウライ 牡６栗 ５７ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 静内 寺越 政幸 B４８６－１４ 〃 クビ ３３．１
８１５ ミンナシアワセ 牝６鹿 ５５ 古川 吉洋神山 幸男氏 土田 稔 門別 北海牧場 ４８６－ ８１：２５．３クビ ９４．２�
４８ セイウンマル 牡６黒鹿５７ 秋山真一郎西山 茂行氏 武藤 善則 浦河 高昭牧場 ４６２－ ４１：２５．４� ６４．７�
７１４ コパノカチドキ 牡６鹿 ５７ 田中 勝春小林 祥晃氏 小島 太 門別 ヤナガワ牧場 ４９２± ０１：２５．６１	 ４９．３�
１２ コアレスピューマ 牡５青鹿５７ 北村 友一小林 昌志氏 池上 昌弘 門別 �橋 耀代 B４４２－１２１：２６．２３� ９０．９�
６１２ テイエムジカッド 牡５栗 ５７

５６ ☆藤岡 康太竹園 正繼氏 木原 一良 鹿児島 テイエム牧場 ４７２－ ２１：２８．９大差 ２４２．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３９，９４２，０００円 複勝： ６２，３２６，１００円 枠連： ５１，１７７，７００円

普通馬連： １９８，０３９，４００円 馬単： １２５，４３８，７００円 ワイド【拡大馬連】： ５７，７０４，５００円

３連複： ２３８，０４９，７００円 ３連単： ５１２，８９５，８００円 計： １，２８５，５７３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １５０円 � １８０円 � ３６０円 枠 連（４－５） ５７０円

普通馬連 �� １，０００円 馬 単 �� １，７５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３７０円 �� １，０８０円 �� １，３８０円

３ 連 複 ��� ４，９５０円 ３ 連 単 ��� １９，２７０円

票 数

単勝票数 計 ３９９４２０ 的中 � ９２８２２（１番人気）
複勝票数 計 ６２３２６１ 的中 � １３８０５０（１番人気）� ９３５９７（２番人気）� ３４５１２（８番人気）
枠連票数 計 ５１１７７７ 的中 （４－５） ６６７３４（１番人気）
普通馬連票数 計１９８０３９４ 的中 �� １４７０６７（１番人気）
馬単票数 計１２５４３８７ 的中 �� ５３０８４（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５７７０４５ 的中 �� ４３７３１（１番人気）�� １２５２３（１１番人気）�� ９６６５（２０番人気）
３連複票数 計２３８０４９７ 的中 ��� ３５５０３（１１番人気）
３連単票数 計５１２８９５８ 的中 ��� １９６４７（２４番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１１．８―１２．２―１２．１―１１．９―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．１―３４．９―４７．１―５９．２―１：１１．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマートブレード �
�
父 エ リ シ オ �

�
母父 Storm Cat デビュー ２００３．１１．２ 東京５着

２００１．３．１６生 牡８黒鹿 母 スプリンターキャット 母母 My Cherie Amour ３０戦３勝 賞金 ４５，７４８，０００円
［他本会外：１戦１勝］

※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 イチオカ号・ウォーターダッシュ号・サーユウジーン号・モチ号



１００４８ ４月５日 晴 良 （２１阪神２）第４日 第１２競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１６時４０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

１２ サンデーヒストリー 牡４青鹿５７ 鮫島 良太�ターフ・スポート平田 修 浦河 秋場牧場 ５２８－ ８１：５３．１ ２．５�

６１２ ニューイチトク 牡４鹿 ５７ 小牧 太高浦 正雄氏 吉田 直弘 門別 中前 義隆 ４６６－ ６ 〃 クビ ３．７�
７１４ エナージバイオ 牡４栗 ５７ 武 豊バイオ� 梅田 智之 門別 日高大洋牧場 ４６２± ０ 〃 ハナ ６．９�
５１０ ナリタキングパワー 牡４栗 ５７ 岩田 康誠�オースミ 小野 幸治 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５２０－ ２１：５３．９５ ９．３�
８１５ ブルーホリゾン 牡５鹿 ５７ 藤岡 佑介金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４５０－ ４ 〃 アタマ １０８．３�
５９ � テキサスイーグル 牡５鹿 ５７ 秋山真一郎飯田 正剛氏 梅田 智之 静内 千代田牧場 B５２６－１４１：５４．５３� ３７．４	
２３ メイショウオニカゲ 牡４黒鹿５７ 福永 祐一松本 好雄氏 安田 隆行 門別 下河辺牧場 B４６０＋ ２１：５４．７１� ２４．４

３５ シークレットハート 牡４栗 ５７ 川田 将雅平井 裕氏 谷 潔 新冠 パカパカ

ファーム ５１２－ ３１：５４．８クビ １１１．５�
４７ スティールシャーク 牝４鹿 ５５

５２ ▲松山 弘平 �東京ホースレーシング 鮫島 一歩 千歳 社台ファーム ４５２－ ２１：５４．９� １４３．５�
４８ � シゲルアマル 牡４栗 ５７ 渡辺 薫彦森中 蕃氏 西橋 豊治 浦河 バンダム牧場 ５３０－ １１：５５．１� ４３．９
２４ アクセルカフェ 牡５黒鹿５７ 熊沢 重文平賀 修二氏 山内 研二 静内 出羽牧場 B５４８－１４１：５５．２� ６．７�
３６ アコニットライアン 牡４青鹿５７ 和田 竜二渡邉 光典氏 服部 利之 静内 大典牧場 ４７６－ ２１：５５．３クビ ３１．４�
８１６ チャーミングシチー 牝４芦 ５５ 池添 謙一 �友駿ホースクラブ 清水 出美 門別 富川田中牧場 ４２６－ ４１：５６．４７ １２５．７�
１１ � アルスグローリア 牡５鹿 ５７

５５ △荻野 琢真池田 正孝氏 矢作 芳人 門別 下河辺牧場 ５０６－ ７１：５６．５� １５４．２�
６１１ ゲイリーライアン 牡４鹿 ５７ 浜中 俊中村 浩章氏 武田 博 静内 原 忠夫 ４８０＋ ６１：５７．７７ １０５．２�
７１３� バトルパリジェンヌ 牝４黒鹿５５ 太宰 啓介宮川 秋信氏 吉岡 八郎 浦河 杵臼牧場 ４０２－３５１：５８．４４ ３２８．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５９，７４７，０００円 複勝： ７５，６１８，３００円 枠連： ６３，９５２，２００円

普通馬連： ２３６，６３５，０００円 馬単： １６８，５３０，３００円 ワイド【拡大馬連】： ７３，１５５，２００円

３連複： ２９３，９９７，３００円 ３連単： ７１４，０３６，５００円 計： １，６８５，６７１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １２０円 � １３０円 � １８０円 枠 連（１－６） ４００円

普通馬連 �� ３９０円 馬 単 �� ６３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １８０円 �� ４００円 �� ３７０円

３ 連 複 ��� ７８０円 ３ 連 単 ��� ２，６９０円

票 数

単勝票数 計 ５９７４７０ 的中 � １９３９８０（１番人気）
複勝票数 計 ７５６１８３ 的中 � １９７１４３（１番人気）� １６６８３１（２番人気）� ８７８４７（４番人気）
枠連票数 計 ６３９５２２ 的中 （１－６） １１９０９９（１番人気）
普通馬連票数 計２３６６３５０ 的中 �� ４５４４５３（１番人気）
馬単票数 計１６８５３０３ 的中 �� １９７９３０（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７３１５５２ 的中 �� １３１４２６（１番人気）�� ３９９９９（５番人気）�� ４３７３９（３番人気）
３連複票数 計２９３９９７３ 的中 ��� ２８０２７９（１番人気）
３連単票数 計７１４０３６５ 的中 ��� １９６２３９（１番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．９―１２．８―１２．６―１３．０―１２．８―１２．８―１２．７―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．５―３６．３―４８．９―１：０１．９―１：１４．７―１：２７．５―１：４０．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．２―３F３８．４
１
３
１，７（２，１２）１０（４，９，１１）６，５－１５，８，１４，１３－（３，１６）
１，７，１２，２，１０（４，９）１１，６（５，１５）（８，１４）（１３，３）１６

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

勝馬の
紹 介

サンデーヒストリー �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ホ リ ス キ ー デビュー ２００８．９．６ 小倉３着

２００５．３．７生 牡４青鹿 母 フジノタカコトブキ 母母 フジノタカコマチ ４戦２勝 賞金 １６，７００，０００円
〔発走状況〕 シークレットハート号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

メイショウオニカゲ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 シークレットハート号は，平成２１年４月６日から平成２１年５月５日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 バトルパリジェンヌ号は，平成２１年５月５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 テイエムライダー号
（非抽選馬） ２頭 センノカゼ号・マーベラスブレイド号



（２１阪神２）第４日 ４月５日（日曜日） 曇後晴 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 １８５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

３１１，６５０，０００円
２，１３０，０００円
６，２１０，０００円
２，３００，０００円
３２，６５０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６６，７２８，０００円
５，６４０，６００円
１，８３１，５００円

勝馬投票券売得金
５４１，１８５，１００円
８４２，０３０，０００円
４８９，９６２，６００円
２，０８２，６２９，９００円
１，５４５，６４５，９００円
６０９，９４６，５００円
２，４５９，３３４，１００円
５，９９０，２０７，１００円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 １４，５６０，９４１，２００円

総入場人員 ２８，０３５名 （有料入場人員 ２６，６５３名）




