
１００７３ ４月１８日 晴 良 （２１阪神２）第７日 第１競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１０時２０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

６１２ ティックルピンク 牝３栗 ５４ 安藤 勝己 �社台レースホース松田 博資 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４９８ ―１：２５．６ ４．１�

３５ 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 ４４８－ ２ 〃 クビ ４．０�
２３ クリムゾンブーケ 牝３栗 ５４ 浜中 俊 �キャロットファーム 石坂 正 早来 ノーザンファーム ４４０ ―１：２５．９１� １３．５�
２４ マイネシラユキ 牝３芦 ５４ 川島 信二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐々木晶三 新冠 ビッグレッドファーム ４２２＋ ２ 〃 ハナ ５１．９�
４７ ゴッドフェニックス 牝３黒鹿５４ 池添 謙一青山 洋一氏 池江 泰郎 日高 下河辺牧場 ４５２＋ ２１：２６．０クビ ７．２�
７１３ ホッコーフクヒメ 牝３芦 ５４ 渡辺 薫彦矢部 幸一氏 飯田 明弘 日高 浦新牧場 ４４４＋ ８ 〃 ハナ ２０．９	
１１ ワンダープリマ 牝３鹿 ５４ 武 豊山本 信行氏 佐藤 正雄 三石 フクダファーム ４４４＋ ４ 〃 クビ １１．７

８１６ マルヨモザー 牝３栗 ５４ 横山 典弘野村 春行氏 領家 政蔵 えりも 上島牧場 ４５６－ ４１：２６．１クビ １１．０�
８１５ ショウナンタイリン 牝３栗 ５４ 岩田 康誠国本 哲秀氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 ４４６－ ２１：２６．４２ １２．７�
５１０ マヤノカピオラニ 牝３栗 ５４ 幸 英明田所 英子氏 梅田 智之 日高 天羽牧場 ４４２ ― 〃 アタマ ５８．８
５９ アンディーフロイデ 牝３栗 ５４ 武 幸四郎 �サンデーレーシング 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４５０＋ ４１：２７．０３� ５０．１�
６１１ ハイウイング 牝３鹿 ５４ 木村 健服部 新平氏 吉岡 八郎 静内 田原橋本牧場 ４００－ ６１：２７．１クビ １４９．２�

（兵庫）

７１４ スプリングベリー 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎加藤 春夫氏 野村 彰彦 様似 宮本 一輝 ４７６± ０１：２７．４２ ２５．５�
１２ ブライティアソワレ 牝３鹿 ５４

５１ ▲国分 恭介小林 昌志氏 五十嵐忠男 日高 原田牧場 ４２４ ― 〃 ハナ ３３９．３�
４８ ミスアサート 牝３鹿 ５４ 酒井 学難波 経雄氏 西園 正都 新冠 石郷岡 雅樹 ４２４－１２ 〃 アタマ ４１９．８�
３６ キ ュ プ リ ス 牝３芦 ５４ 藤岡 佑介 �キャロットファーム 庄野 靖志 早来 ノーザンファーム ４６８ ―１：２７．５クビ ７．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，４９９，１００円 複勝： ２５，７５１，８００円 枠連： １８，１１６，０００円

普通馬連： ４７，４４６，２００円 馬単： ３６，２２０，０００円 ワイド【拡大馬連】： １９，４６７，８００円

３連複： ７０，０５６，５００円 ３連単： ９０，２８７，３００円 計： ３２２，８４４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １９０円 � １４０円 � ３７０円 枠 連（３－６） ６２０円

普通馬連 �� １，０２０円 馬 単 �� ２，１１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４１０円 �� １，４２０円 �� １，０８０円

３ 連 複 ��� ４，１２０円 ３ 連 単 ��� １８，０７０円

票 数

単勝票数 計 １５４９９１ 的中 � ３０３２４（２番人気）
複勝票数 計 ２５７５１８ 的中 � ３４９６７（２番人気）� ６２５３９（１番人気）� １３８０５（７番人気）
枠連票数 計 １８１１６０ 的中 （３－６） ２１６３９（２番人気）
普通馬連票数 計 ４７４４６２ 的中 �� ３４３４２（１番人気）
馬単票数 計 ３６２２００ 的中 �� １２６８７（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９４６７８ 的中 �� １３０７３（１番人気）�� ３１８８（１８番人気）�� ４２９９（１２番人気）
３連複票数 計 ７００５６５ 的中 ��� １２５７６（１０番人気）
３連単票数 計 ９０２８７３ 的中 ��� ３６８８（２７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．０―３４．８―４７．２―５９．９―１：１２．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ティックルピンク �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 Crafty Prospector 初出走

２００６．４．１生 牝３栗 母 ブラッシングプリンセス 母母 Princess Laika １戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔発走状況〕 ホッコーフクヒメ号は，馬場入場後に右後肢落鉄。蹄鉄を再装着できずに出走。発走時刻５分遅延。
※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 ビオンドパンテーラ号
（非抽選馬） ２頭 スターペスレイコ号・ラウンドブーケ号
※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。



１００７４ ４月１８日 晴 良 （２１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５０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

４５ タガノブレード 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠八木 良司氏 小原伊佐美 静内 桜井牧場 ５２４－２４１：５４．１ ２１．３�

５８ メイショウダイクン 牡３鹿 ５６ 幸 英明松本 好雄氏 高橋 成忠 新ひだか 三木田 明仁 ４８８＋１０ 〃 クビ １９４．５�
７１２ ミルフィアタッチ 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三飯田 正剛氏 西園 正都 静内 千代田牧場 ４４４＋ ２１：５４．２クビ ７．２�
２２ ヒカルマイアイドル 牡３鹿 ５６ 横山 典弘高橋 光氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７０＋ ４１：５５．３７ １０．０�
１１ シャーズブルー 牡３鹿 ５６ 小牧 太�谷川牧場 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 ５５４ ―１：５５．４� １０．０�
８１４ デンコウゼファー 牡３黒鹿５６ 木村 健田中 康弘氏 安達 昭夫 浦河 鎌田 正嗣 ４３８－ ２１：５５．５� １４．１�

（兵庫）

３４ アイノデュナミス 牡３鹿 ５６
５３ ▲国分 恭介田中 卓氏 安達 昭夫 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４７０－ ４１：５５．７１� １８１．７	
６９ ヒルノカンクン 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥蛭川 正文氏 福島 信晴 青森 今川 満良 ４７６± ０１：５６．１２� ８０．２

３３ ダノンソウマ 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文�ダノックス 小崎 憲 大樹 柏台牧場 ５０８－ ４１：５６．５２� ２．９�
６１０ リリープレジャー 牡３鹿 ５６ 池添 謙一土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 土田農場 ４８４± ０１：５６．６クビ ４．４
８１３ メジロヴェラクルス 牡３鹿 ５６ 浜中 俊�メジロ牧場 北出 成人 洞爺湖 メジロ牧場 ４６２± ０１：５６．８１� １５８．２�
４６ エアレブロン 牡３青鹿５６ 武 豊 �ラッキーフィールド松田 国英 千歳 社台ファーム ４６２ ―１：５７．０１� ５．３�
５７ エイユーレインボー 牡３鹿 ５６ 野元 昭嘉笹部 義則氏 野元 昭 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４６８＋ ４１：５８．３８ ４２６．０�
７１１ ヒビキヴィクトリー 牝３芦 ５４ 秋山真一郎竹本 弘氏 西橋 豊治 新ひだか 本桐牧場 ４２０－ ４１：５９．４７ ２４１．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １４，７５５，８００円 複勝： ２２，３７５，８００円 枠連： １２，２０１，１００円

普通馬連： ４０，８７４，５００円 馬単： ３２，７８５，５００円 ワイド【拡大馬連】： １５，６０６，３００円

３連複： ５３，９８３，６００円 ３連単： ８１，１５１，３００円 計： ２７３，７３３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，１３０円 複 勝 � ５９０円 � ３，７４０円 � ２００円 枠 連（４－５） １０，６４０円

普通馬連 �� １０８，１２０円 馬 単 �� １７０，４００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １６，０００円 �� １，５７０円 �� ６，８７０円

３ 連 複 ��� １８７，９３０円 ３ 連 単 ��� １，３６１，１３０円

票 数

単勝票数 計 １４７５５８ 的中 � ５４７０（８番人気）
複勝票数 計 ２２３７５８ 的中 � ９１１４（８番人気）� １２７３（１１番人気）� ３９２０６（２番人気）
枠連票数 計 １２２０１１ 的中 （４－５） ８４７（２４番人気）
普通馬連票数 計 ４０８７４５ 的中 �� ２７９（６７番人気）
馬単票数 計 ３２７８５５ 的中 �� １４２（１１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５６０６３ 的中 �� ２３６（５３番人気）�� ２５２２（２３番人気）�� ５５３（３９番人気）
３連複票数 計 ５３９８３６ 的中 ��� ２１２（１５６番人気）
３連単票数 計 ８１１５１３ 的中 ��� ４４（９２３番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．０―１２．３―１２．０―１２．５―１３．０―１３．２―１３．３―１４．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．７―３６．０―４８．０―１：００．５―１：１３．５―１：２６．７―１：４０．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．６―３F４０．６
１
３
３－１０，１，１２（５，１３）（２，１４）－８－４－１１，６（７，９）
３－（１，１０）１２－５（１３，１４）－２－８－（４，６）－１１，９，７

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

勝馬の
紹 介

タガノブレード �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Gulch デビュー ２００９．１．４ 京都８着

２００６．３．２９生 牡３鹿 母 カチェクリーク 母母 Find Happiness ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヒビキヴィクトリー号は，平成２１年５月１８日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１００７５ ４月１８日 晴 良 （２１阪神２）第７日 第３競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１１時２０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
１：０８．７

重

重

８１５ アスカノヨアケ 牡３鹿 ５６ 小牧 太平口 信行氏 境 直行 浦河 ハッピーネ
モファーム ４４０－ ４１：１３．１ ８．４�

５１０ メテオストリーム 牡３鹿 ５６ 福永 祐一 �ノースヒルズマネ
ジメント 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７８－ ２１：１３．３１� ２７．０�

３５ シャイニークエスト 牡３栗 ５６ 岩田 康誠小林 昌志氏 石坂 正 平取 雅 牧場 ４６６－ ６１：１３．５１� １．４�
４７ アイノタンゴ 牡３鹿 ５６ 上村 洋行田中 充氏 藤沢 則雄 日高 下河辺牧場 ４６８＋ ２１：１３．６� １５．２�
６１２ ファンドリカップ 牡３芦 ５６ 幸 英明水戸 富雄氏 高橋 成忠 浦河 有限会社

松田牧場 ４８８＋ ２ 〃 ハナ ７．５�
６１１ マルブツコロナド 牡３鹿 ５６ 武 豊大澤 毅氏 加用 正 浦河 桑田フアーム ４６６＋ ２１：１３．８１ １２．１�
５９ クリスタルネージュ 牡３芦 ５６ 酒井 学林 進氏 西園 正都 浦河 浦河日成牧場 ４５８ ―１：１４．０１� ９９．３	
１１ アドニスラモーサ 牝３青鹿５４ 秋山真一郎飯田 正剛氏 平田 修 静内 千代田牧場 ４８２＋ ６１：１４．５３ １９４．３

４８ ドリームプライマル 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三セゾンレースホース� 宮本 博 新冠 小松 隆弘 ４８０± ０１：１４．７１� １２８．７�
２４ ナンゴクシャンテ 牝３鹿 ５４

５２ △田中 健仁田脇 彰氏 谷 潔 鹿児島 松元 登 ４２４＋ ８１：１４．９１ ４２５．２
２３ ワンズターン 牡３鹿 ５６ 木村 健下井 道博氏 小原伊佐美 浦河 東栄牧場 ４５２ ― 〃 クビ １７７．０�

（兵庫）

１２ エーシンマシェリー 牝３栗 ５４ 小林 徹弥平井 宏承氏 中尾 秀正 新冠 山岡ファーム ４６４－ ２１：１５．０� ４６５．０�
７１３ ピサノイチバン 牡３青 ５６ 浜中 俊市川 義美氏 坂口 正大 新ひだか フジワラフアーム ４４０ ―１：１５．６３� １８．７�
８１６ パピヨンルージュ 牝３鹿 ５４ 川島 信二 �ノースヒルズマネ

ジメント 沖 芳夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４３６－ ２１：１５．７� ５３２．４�
７１４ メイショウランマン 牝３鹿 ５４ 石橋 守松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 三嶋牧場 B４１６－ ２１：１６．１２� ５９４．３�
３６ キタサンエンペラー 牡３栗 ５６ 藤田 伸二�大野商事 梅内 忍 浦河 山崎牧場 ４９２＋ ４１：１７．０５ ４４．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，４１７，１００円 複勝： ６０，５１６，３００円 枠連： １７，７１０，７００円

普通馬連： ５０，１１６，８００円 馬単： ４５，８９７，０００円 ワイド【拡大馬連】： １９，８７４，３００円

３連複： ６２，９７８，３００円 ３連単： １２０，０５５，７００円 計： ３９８，５６６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８４０円 複 勝 � １８０円 � ３８０円 � １１０円 枠 連（５－８） ６，０５０円

普通馬連 �� ６，２５０円 馬 単 �� １４，２５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２１０円 �� ２１０円 �� ４７０円

３ 連 複 ��� １，９７０円 ３ 連 単 ��� ２６，４５０円

票 数

単勝票数 計 ２１４１７１ 的中 � ２０２３８（３番人気）
複勝票数 計 ６０５１６３ 的中 � ３８２８９（３番人気）� １３４９２（６番人気）� ４２９８２１（１番人気）
枠連票数 計 １７７１０７ 的中 （５－８） ２１６１（１２番人気）
普通馬連票数 計 ５０１１６８ 的中 �� ５９２４（１５番人気）
馬単票数 計 ４５８９７０ 的中 �� ２３７７（３１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９８７４３ 的中 �� ３４０４（１４番人気）�� ２９１３６（２番人気）�� ９８１３（５番人気）
３連複票数 計 ６２９７８３ 的中 ��� ２３６０５（７番人気）
３連単票数 計１２００５５７ 的中 ��� ３３５１（７２番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１１．７―１２．１―１２．３―１３．６

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．７―３F３８．０
３ ７，１２（５，１３）１５（９，１１）１０（２，４，１４）－（１，６）８（３，１６） ４ ７，１２（５，１３）（１０，１５）（９，１１）（２，４，１４）－１，８（３，６）－１６
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

アスカノヨアケ �
�
父 サニングデール �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００８．８．３１ 小倉３着

２００６．５．２７生 牡３鹿 母 ミスバンダム 母母 レイズハピネス ９戦１勝 賞金 １４，６５０，０００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） １頭 ロングワイズ号
（非抽選馬） １頭 キャラバンシチー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１００７６ ４月１８日 晴 良 （２１阪神２）第７日 第４競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１２時１０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

１：４５．２
１：４４．１

良

良

３６ トーセンロマネ 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介島川 �哉氏 平田 修 千歳 社台ファーム ４４０－ ２１：４８．４ １４．７�

８１８ ナイトフッド 牡３青鹿５６ 福永 祐一 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４８６－ ４ 〃 クビ １．５�
５９ トーセンマドローナ 牡３芦 ５６ 川田 将雅島川 �哉氏 小崎 憲 新ひだか 土田農場 ５１０ ―１：４８．６１� ７．９�
１２ タクティクス 牡３栗 ５６ 安藤 勝己近藤 英子氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４５０＋ ２１：４８．８１� ６．７�
７１３ ツルマルノホシ 牡３鹿 ５６ 上村 洋行鶴田 任男氏 橋口弘次郎 浦河 市川牧場 ４８６± ０ 〃 ハナ ２４．８�
７１５ スティアヘッド 牡３鹿 ５６ 上野 翔�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 ４６６ ―１：４９．０１ ３２．５	
８１７ ミシュランシチー 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三 
友駿ホースクラブ 佐々木晶三 日高 富川田中牧場 ４７０ ―１：４９．２１� ３８．２�
４７ ネオイユドゥレーヌ 牝３黒鹿５４ 横山 典弘小林 仁幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４６４＋ ４１：４９．４１� １８．５�
６１２ メイショウソウコウ 牡３鹿 ５６ 幸 英明松本 好�氏 武田 博 浦河 山本牧場 ４７８ ― 〃 ハナ ２３３．１
８１６ エリモサリーレ 牡３栗 ５６ 小牧 太山本 敏晴氏 沖 芳夫 浦河 中島牧場 ４８２－ ２１：４９．６１� ７３．２�
４８ サンレイシャーマン 牝３芦 ５４ 難波 剛健永井 啓弍氏 高橋 成忠 新ひだか 岡野牧場 ４７８＋ ６ 〃 アタマ １０６．３�
１１ パープルラッキー 牡３栗 ５６ 小林 徹弥中野 銀十氏 大橋 勇樹 新ひだか 三石川上牧場 ４４８－ ２１：４９．８１� １１４．４�
３５ オートホワイティ 牝３芦 ５４ 渡辺 薫彦大戸 時子氏 沖 芳夫 新冠 八木農場 ４２０＋ ２１：４９．９� ７０．８�
７１４ ジャズシンガー 牝３黒鹿５４ 岩田 康誠前田 晋二氏 加藤 敬二 新ひだか 土居 忠吉 ４２６＋ ６１：５０．０� ５０．３�
６１１ スペースオーバー 牡３鹿 ５６ 木村 健服部 新平氏 吉岡 八郎 浦河 鮫川フアーム ４５４± ０１：５０．１� ２７１．５�

（兵庫）

２３ シャイニーバード 牡３鹿 ５６ 角田 晃一小林 昌志氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 ４４４± ０１：５０．４１� １２８．７�
５１０ メイショウクック 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎松本 好雄氏 増本 豊 浦河 山本牧場 ４４２ ―１：５０．６１� １５３．８�
２４ コスモミラクル 牡３鹿 ５６ 野元 昭嘉 �ビッグレッドファーム 野元 昭 日高 前川 義則 B４６６＋ ８１：５５．１大差 ２５８．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２３，１８３，５００円 複勝： ４２，４４９，６００円 枠連： ２１，１５６，９００円

普通馬連： ５３，３３６，８００円 馬単： ４８，０７８，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，１３０，４００円

３連複： ６８，１９９，２００円 ３連単： １１８，７１５，８００円 計： ３９７，２５０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４７０円 複 勝 � ２４０円 � １１０円 � ２２０円 枠 連（３－８） ６２０円

普通馬連 �� ９００円 馬 単 �� ２，８８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３８０円 �� ９３０円 �� ３１０円

３ 連 複 ��� １，７９０円 ３ 連 単 ��� １８，７００円

票 数

単勝票数 計 ２３１８３５ 的中 � １２４７８（４番人気）
複勝票数 計 ４２４４９６ 的中 � ２４３５９（４番人気）� ２３９０８７（１番人気）� ２８１１３（３番人気）
枠連票数 計 ２１１５６９ 的中 （３－８） ２５５１９（３番人気）
普通馬連票数 計 ５３３３６８ 的中 �� ４３８６６（３番人気）
馬単票数 計 ４８０７８６ 的中 �� １２３４３（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２１３０４ 的中 �� １４６８１（３番人気）�� ５２３９（１２番人気）�� １９１８０（２番人気）
３連複票数 計 ６８１９９２ 的中 ��� ２８２０９（４番人気）
３連単票数 計１１８７１５８ 的中 ��� ４６８７（４６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．０―３５．９―４８．５―１：００．７―１：１３．１―１：２４．６―１：３６．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーセンロマネ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．３．１ 阪神１３着

２００６．３．１０生 牡３栗 母 ベ ル モ ッ ト 母母 レガシーオブストレングス ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔制裁〕 トーセンロマネ号の騎手藤岡佑介は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（１５番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コスモミラクル号は，平成２１年５月１８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 セイウンシグナル号
※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。



１００７７ ４月１８日 晴 良 （２１阪神２）第７日 第５競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１２時４０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

８１４ スマートタイタン 牡３栗 ５６ 福永 祐一大川 徹氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム ５０２＋ ２１：５２．７ １９．８�

５８ ナリタカービン 牡３鹿 ５６ 角田 晃一�オースミ 飯田 雄三 千歳 社台ファーム ４８８± ０ 〃 クビ ２．３�
６１０ アズマタイショウ 牡３鹿 ５６ 鮫島 良太東 哲次氏 加用 正 日高 日高大洋牧場 ４８２＋ ８１：５３．５５ ５．８�
２３ アクアバンブー 牝３栗 ５４ 川田 将雅�バンブー牧場 谷 潔 浦河 バンブー牧場 ４５６－ ６１：５３．７１� ９．４�
１１ 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 ５０４－ ４１：５４．０１� １４．４�
２２ フィーリングトーン 牝３黒鹿５４ 横山 典弘 �社台レースホース松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５０＋ ４１：５４．１� ５１．１	
３５ キクノセンヒメ 牝３鹿 ５４ 川島 信二菊池 五郎氏 荒川 義之 新冠 松浦牧場 ４６０＋ ８１：５４．４２ ２２４．３

５９ ヒラボクワイルド 牡３青鹿５６ 松田 大作�平田牧場 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 ４８２＋ ２１：５４．７１� ５．８�
７１３ キングバンブー 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己後藤 繁樹氏 鮫島 一歩 浦河 バンブー牧場 ５０６＋ ６ 〃 クビ １２．８�
３４ ヤマイチタイキ 牡３鹿 ５６ 田嶋 翔坂本 肇氏 小島 貞博 平取 二風谷ファーム ４８８＋ ４１：５４．９１ ２４１．６
４６ マーリンシチー 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 日高 幾千世牧場 ４４４－ ２１：５５．２１� ２３．６�
４７ ウインペンタゴン 牡３鹿 ５６ 浜中 俊�ウイン 石坂 正 浦河 笠松牧場 ４８８－ ４ 〃 クビ ３９．７�
６１１ チョップチョップ 牡３青鹿５６ 武 豊西森 鶴氏 領家 政蔵 浦河 近藤牧場 ４６８－ ８１：５６．７９ １９．０�
７１２� テイエムビビッド 牡３鹿 ５６ 木村 健竹園 正繼氏 新川 恵 鹿児島 テイエム牧場 ４９６＋１３１：５７．０２ ３３４．５�

（兵庫）

８１５ パルクエスト 牝３鹿 ５４ 幸 英明木浪 巖氏 鮫島 一歩 鵡川 西山牧場 ４９４－１０ 〃 アタマ １１４．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２３，０４７，４００円 複勝： ３５，２８５，０００円 枠連： １９，７６８，３００円

普通馬連： ５７，９０１，１００円 馬単： ４２，３３４，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，３３０，５００円

３連複： ７０，６１９，２００円 ３連単： １１７，０３２，５００円 計： ３８８，３１８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，９８０円 複 勝 � ３３０円 � １２０円 � １８０円 枠 連（５－８） １，０５０円

普通馬連 �� １，７９０円 馬 単 �� ４，５５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７１０円 �� １，２００円 �� ２１０円

３ 連 複 ��� ２，５６０円 ３ 連 単 ��� ２１，６１０円

票 数

単勝票数 計 ２３０４７４ 的中 � ９２１４（８番人気）
複勝票数 計 ３５２８５０ 的中 � １８８１４（６番人気）� １２０７５６（１番人気）� ４６４１４（３番人気）
枠連票数 計 １９７６８３ 的中 （５－８） １３９４０（４番人気）
普通馬連票数 計 ５７９０１１ 的中 �� ２３９８７（６番人気）
馬単票数 計 ４２３３４９ 的中 �� ６８７６（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２３３０５ 的中 �� ６９８２（８番人気）�� ３９２５（１２番人気）�� ３３７４７（１番人気）
３連複票数 計 ７０６１９２ 的中 ��� ２０４３１（４番人気）
３連単票数 計１１７０３２５ 的中 ��� ３９９７（５４番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．２―１３．６―１３．３―１３．２―１２．８―１１．９―１１．７―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．８―３７．４―５０．７―１：０３．９―１：１６．７―１：２８．６―１：４０．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．８―３F３６．０
１
３

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

スマートタイタン �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 Silver Deputy デビュー ２００９．２．２１ 京都１着

２００６．３．３１生 牡３栗 母 サーモンタイム 母母 Icelette ３戦２勝 賞金 １４，７００，０００円
〔制裁〕 キングバンブー号の騎手安藤勝己は，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。（７番への進路

影響）
※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。



１００７８ ４月１８日 晴 良 （２１阪神２）第７日 第６競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１３時１０分 （芝・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

１：１９．９
１：１９．０

良

良

４７ 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 ４３４－ ２１：２１．８ ３．０�

８１８ ナンヨーアイドル 牡３黒鹿５６ 安藤 勝己中村 �也氏 領家 政蔵 新ひだか 佐藤 陽一 ４６２± ０１：２２．０１� ２．８�
１１ アルテマイスター 牡３栗 ５６ 岩田 康誠水上 行雄氏 西浦 勝一 浦河 笠松牧場 ４３６－ ２１：２２．１� ８５．０�
３５ ダブルレインボー 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介吉田 勝己氏 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム ４７６± ０ 〃 クビ ５．０�
７１３ 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 ４３６＋ ２１：２２．２� １１．７�
６１２	 ボ ア ソ ル チ 牡３鹿 ５６ 木村 健柴原 榮氏 平松 徳彦 浦河 鈴木 武蔵 B５１４－ ６ 〃 アタマ １８５．４�

（兵庫） （兵庫）

７１５ セキサンダンスイン 牝３鹿 ５４ 小牧 太�関澤産業 坂口 正則 浦河 笹島 政信 ４３８＋ ２１：２２．３� １５．５	
２４ 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± ０１：２２．４� １９．１

８１６ ハイフィールド 牝３鹿 ５４ 田中 勝春服部 新平氏 吉岡 八郎 新ひだか へいはた牧場 ４０８＋ ４１：２２．５クビ １８３．９�
５９ ボーカリスト 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム ４７２－ ２１：２２．８２ １６３．８�
１２ ドゥミポワント 牝３栗 ５４ 津村 明秀�ミルファーム 斎藤 誠 新ひだか 前谷 武志 ４４８－ ８ 〃 ハナ １１６．５
８１７ 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± ０１：２２．９クビ ５１．２�
２３ 
 ヒシアカデミー 牡３青鹿５６ 橋本 美純阿部雅一郎氏 河内 洋 米

Donald S. & R. Mary
Zuckerman, as Tenants
by the Entireties

５１０＋１８ 〃 クビ ３０．６�
７１４ リ ー テ ィ ラ 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二吉田 修氏 梅内 忍 新冠 武田 修一 ４８８＋ ２ 〃 アタマ ７４．０�
５１０� アイファースイーツ 牝３鹿 ５４ 幸 英明中島 稔氏 坪 憲章 新ひだか 加野牧場 ４２２＋ ４１：２３．０クビ ２８２．３�
３６ エンドオール 牡３鹿 ５６ 浜中 俊前田 晋二氏 宮本 博 浦河 谷口牧場 ５１２－ ６ 〃 ハナ ２７．１�
６１１ 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 ４７０－ ２１：２３．５３ １１９．２�
４８ ブルーライジング 牡３鹿 ５６ 武 幸四郎 �ブルーマネジメント作田 誠二 静内 武 牧場 ４４８－ ２１：２３．６� １４７．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２０，７４２，０００円 複勝： ３１，２００，７００円 枠連： １９，６１９，９００円

普通馬連： ６０，６４１，６００円 馬単： ４２，８４０，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，５７３，２００円

３連複： ７４，５９８，６００円 ３連単： １２４，４７４，３００円 計： ３９６，６９０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １３０円 � １５０円 � １，１４０円 枠 連（４－８） ３５０円

普通馬連 �� ３９０円 馬 単 �� ８１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２２０円 �� ２，７６０円 �� ２，１８０円

３ 連 複 ��� ８，０１０円 ３ 連 単 ��� ３０，４６０円

票 数

単勝票数 計 ２０７４２０ 的中 � ５５１９０（２番人気）
複勝票数 計 ３１２００７ 的中 � ８１７３７（１番人気）� ６６２６３（２番人気）� ４２１４（１０番人気）
枠連票数 計 １９６１９９ 的中 （４－８） ４１４１１（１番人気）
普通馬連票数 計 ６０６４１６ 的中 �� １１５７５１（１番人気）
馬単票数 計 ４２８４０２ 的中 �� ３９４２２（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２５７３２ 的中 �� ３２９９０（１番人気）�� １７３４（２６番人気）�� ２２０９（２３番人気）
３連複票数 計 ７４５９８６ 的中 ��� ６８８１（２０番人気）
３連単票数 計１２４４７４３ 的中 ��� ３０１６（７５番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．０―１１．５―１１．７―１１．６―１１．５―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．６―３５．１―４６．８―５８．４―１：０９．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．７―３F３５．０
３ １３（１４，１２）（１，１０）１７（６，４，１６）（２，７，１８）（１１，１５）８（３，９，５） ４ ・（１３，１４，１２）（１，１０，１７，１６）（６，４）７，２，１８－（８，１１，１５）５（３，９）

勝馬の
紹 介

アルーリングムーン �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 End Sweep デビュー ２００８．７．２０ 小倉３着

２００６．３．１０生 牡３鹿 母 アルーリングアクト 母母 チャーミングファピアノ ７戦２勝 賞金 ２１，８００，０００円
※アルテマイスター号・ヒシアカデミー号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１００７９ ４月１８日 晴 良 （２１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４０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
１：０８．７

重

重

８１５ ワーキングウーマン 牝５黒鹿５５ 藤田 伸二 �サンデーレーシング 須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５８－ ４１：１２．１ ４．６�

７１４ ユ メ イ ッ ポ 牝４栗 ５５ 藤岡 佑介昴ホースクラブ 福島 信晴 三石 沖田 哲夫 ４８４＋ ６ 〃 クビ ６．４�
２３ ルーシーショー 牝４黒鹿５５ 岩田 康誠吉田 勝己氏 平田 修 早来 ノーザンファーム ４８６－ ６１：１２．４２ ２．６�
４８ モ モ フ ク 牝４栗 ５５

５２ ▲国分 恭介大澤 毅氏 加用 正 浦河 松田 憲一 ４６６＋１４ 〃 ハナ １２．２�
７１３ ア ズ ラ イ ト 牝５青 ５５ 浜中 俊 �ユートピア牧場 飯田 雄三 登別 ユートピア牧場 ４６８＋ ２１：１２．５クビ ３７．２�
１２ ウインクルラッキー 牝４鹿 ５５ 鮫島 良太塚本 能交氏 加用 正 三石 猪野毛牧場 ４５２＋ ４１：１２．７１� １３２．９�
６１１ ワンモアグリッター 牝４栗 ５５ 川島 信二松井 一三氏 須貝 尚介 新冠 長浜 秀昭 B４５８－ ８ 〃 アタマ ２７．０	
５１０ テイエムヨカドー 牝５鹿 ５５ 酒井 学竹園 正繼氏 西園 正都 鹿児島 テイエム牧場 ４４４－ ２１：１２．９１� ９．７

２４ � テーオーエンジェル 牝４栗 ５５ 武 豊小笹 公也氏 笹田 和秀 門別 ヤナガワ牧場 ４６８－ １１：１３．１１� １２．８�
１１ リッショウユーザー 牝４鹿 ５５

５３ △田中 健熊坂 俊一氏 野中 賢二 新冠 松浦牧場 B４０６＋ ４ 〃 ハナ ３６．９�
３６ � メイショウシオギリ 牝５鹿 ５５ 石橋 守松本 好雄氏 高橋 成忠 門別 高柳 隆男 B５２０± ０１：１３．２� ４０．９
４７ イイデソユーズ 牝４鹿 ５５ 木村 健 �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 ４４２－ ２１：１３．３� ２３．９�

（兵庫）

８１６ スマートストーム 牝５栗 ５５ 小牧 太大川 徹氏 宮 徹 静内 岡田スタツド ４７８＋ ２１：１３．４クビ ３４．２�
５９ � レディショコラ 牝４黒鹿５５ 福永 祐一 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 三石 ケイアイファーム ４４４－ ４１：１３．６１� ２７．１�
３５ マルノパイオニア 牝５芦 ５５ 幸 英明穐吉 正孝氏 吉岡 八郎 浦河 鮫川フアーム B４２８± ０１：１３．７クビ ２５８．４�
６１２� マッキーサマンサ 牝４鹿 ５５ 野元 昭嘉薪浦 亨氏 野元 昭 新冠 セントラルスタツド ４４６＋ ８１：１４．０１� ２３６．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，４０９，４００円 複勝： ３３，００４，６００円 枠連： ２１，４５５，３００円

普通馬連： ６５，１０３，７００円 馬単： ４７，３９３，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，２９７，０００円

３連複： ８２，０６４，６００円 ３連単： １３３，８４０，７００円 計： ４２７，５６９，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １７０円 � １６０円 � １３０円 枠 連（７－８） １，１１０円

普通馬連 �� １，３５０円 馬 単 �� ２，５８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４４０円 �� ３５０円 �� ３１０円

３ 連 複 ��� １，１６０円 ３ 連 単 ��� ８，０９０円

票 数

単勝票数 計 ２１４０９４ 的中 � ３６７６５（２番人気）
複勝票数 計 ３３００４６ 的中 � ４７８０１（３番人気）� ５２００８（２番人気）� ８１８９８（１番人気）
枠連票数 計 ２１４５５３ 的中 （７－８） １４２７４（５番人気）
普通馬連票数 計 ６５１０３７ 的中 �� ３５７６９（４番人気）
馬単票数 計 ４７３９３７ 的中 �� １３５９１（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３２９７０ 的中 �� １２６８２（４番人気）�� １６７８２（２番人気）�� １９６４６（１番人気）
３連複票数 計 ８２０６４６ 的中 ��� ５２４９４（１番人気）
３連単票数 計１３３８４０７ 的中 ��� １２２１７（９番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．３―１１．５―１２．０―１１．９―１３．１

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

勝馬の
紹 介

ワーキングウーマン �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２００７．１．２１ 京都８着

２００４．２．２生 牝５黒鹿 母 ワーキングイオン 母母 ワーキングガール １２戦３勝 賞金 ３１，２００，０００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 メイデンミヤビ号
※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。



１００８０ ４月１８日 晴 良 （２１阪神２）第７日 第８競走 ��
��２，２００�

し ら さ ぎ

白 鷺 特 別
発走１４時１５分 （芝・右）
４歳以上，１，０００万円以下，２０．４．１９以降２１．４．１２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 ４６９，０００円 １３４，０００円 ６７，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：１０．９
２：１０．１

良

良

６１２ ニシノコンドコソ 牡５栗 ５７ 岩田 康誠西山 茂行氏 萱野 浩二 鵡川 西山牧場 ４９４－１２２：１２．２ ７．９�

７１４ テンシノゴールド 牡６鹿 ５７ 小牧 太杉谷 枡夫氏 橋口弘次郎 門別 北海牧場 ４７０－ ４ 〃 ハナ ４．８�
７１５ メインストリーム 牡４鹿 ５５ 福永 祐一臼田 浩義氏 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ４８６－ ６ 〃 クビ ６．３�
２３ � マイネルクルーガー 牡５黒鹿５７ 武 豊 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 英 R. W. K.
Lewis ４６６－ ２２：１２．４１� ３．２�

１１ ヴェルトマイスター 牡５鹿 ５４ 藤田 伸二 �社台レースホース笹田 和秀 千歳 社台ファーム ４９８＋ ２ 〃 アタマ ７．６�
２４ テンシノコンコルド 牡６青 ５４ 北村 浩平杉谷 枡夫氏 田所 秀孝 門別 法理牧場 ４９２± ０２：１２．６� ３６．７	
３５ マームードイモン 牡４鹿 ５４ 小原 義之井門 昭二氏 小原伊佐美 新冠 岡 裕 ４２６＋ ６ 〃 ハナ ６６．２

８１７ ディジュリドゥー 牡５鹿 ５３ 熊沢 重文�錦岡牧場 柴田 政見 新冠 錦岡牧場 ５０６－ ８２：１２．９１� ２４．６�
１２ メイショウグラード 牡４鹿 ５４ 幸 英明松本 好雄氏 高橋 成忠 浦河 富田牧場 ４９０＋ ６ 〃 クビ ９４．２�
５９ アグネスヨジゲン 牡６鹿 ５４ 川田 将雅渡辺 孝男氏 村山 明 浦河 高昭牧場 ４８６－ ６２：１３．０� ５０．１
４８ ニホンピロコナユキ 牝５栗 ５０ 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 静内 福岡 清 ４６２＋ ４ 〃 クビ １４３．４�
６１１ マッキーバッハ 牡４鹿 ５６ 浜中 俊薪浦 亨氏 石坂 正 門別 浜本牧場 ４５８＋ ２２：１３．４２	 １４．５�
８１８ ピエナオンリーワン 
８鹿 ５４ 小林 徹弥本谷 兼三氏 谷 潔 門別 白井牧場 ５０６± ０２：１３．９３ １０３．８�
４７ クリスタルルージュ 牡６鹿 ５４ 渡辺 薫彦山田眞理子氏 梅内 忍 浦河 久保牧場 ４６８＋ ２ 〃 アタマ １４７．４�
８１６� シゲルレスポワール 牡４青鹿５１ 田中 健森中 蕃氏 川村 禎彦 新冠 長浜 秀昭 ４６０± ０２：１４．０	 ４２４．９�
７１３ マチカネフクノカミ 牡５栗 ５３ 津村 明秀細川 益男氏 小島 茂之 門別 待兼牧場 ４６８－ ４２：１４．３１� ４７．０�
３６ マイネルクロイツ 牡４黒鹿５５ 佐藤 哲三 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐々木晶三 新冠 ビッグレッドファーム B４７４＋ ４２：１４．９３	 １２．７�
５１０ キングオブウィナー 牡８黒鹿５３ 秋山真一郎辻 俊夫氏 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 ５２６＋ ２２：２０．８大差 １２３．１�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２４，９０７，６００円 複勝： ３９，４０７，８００円 枠連： ２９，２１２，３００円

普通馬連： ９８，１７５，０００円 馬単： ６２，６９１，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，１８３，３００円

３連複： １１７，１３８，７００円 ３連単： ２１４，６８３，６００円 計： ６１６，３９９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７９０円 複 勝 � ３３０円 � １６０円 � ２１０円 枠 連（６－７） ７７０円

普通馬連 �� １，６３０円 馬 単 �� ３，９５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７９０円 �� １，０５０円 �� ５２０円

３ 連 複 ��� ４，２３０円 ３ 連 単 ��� ２４，９２０円

票 数

単勝票数 計 ２４９０７６ 的中 � ２４９５７（５番人気）
複勝票数 計 ３９４０７８ 的中 � ２６４２７（５番人気）� ７９２３５（２番人気）� ４９３１１（３番人気）
枠連票数 計 ２９２１２３ 的中 （６－７） ２８０５９（２番人気）
普通馬連票数 計 ９８１７５０ 的中 �� ４４６１６（６番人気）
馬単票数 計 ６２６９１４ 的中 �� １１７１３（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０１８３３ 的中 �� ９３７３（８番人気）�� ６８５３（１２番人気）�� １５１８８（４番人気）
３連複票数 計１１７１３８７ 的中 ��� ２０４３８（１２番人気）
３連単票数 計２１４６８３６ 的中 ��� ６３６０（６２番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．４―１０．７―１１．９―１２．３―１２．６―１３．１―１２．４―１２．０―１２．１―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．５―２２．９―３３．６―４５．５―５７．８―１：１０．４―１：２３．５―１：３５．９―１：４７．９―２：００．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．７―３F３６．３
１
３
６，１０＝１３，１（８，１７）７（４，９，１１）２－１６，５（３，１５）（１２，１８）１４・（６，１３）１７（１，１０，８）１１（７，９，２）（４，５）（３，１６，１５，１４）１２，１８

２
４

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

勝馬の
紹 介

ニシノコンドコソ �
�
父 カリズマティック �

�
母父 サツカーボーイ デビュー ２００６．７．３０ 新潟１着

２００４．４．２９生 牡５栗 母 ニシノチャペル 母母 シスターミル １８戦４勝 賞金 ６８，３９４，０００円
〔その他〕 キングオブウィナー号は，競走中に疾病〔右第１指骨剥離骨折〕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。



１００８１ ４月１８日 晴 良 （２１阪神２）第７日 第９競走 ��
��１，２００�

な る と

鳴門ステークス
発走１４時５０分 （ダート・右）

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 ３７１，０００円 １０６，０００円 ５３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０９．７
１：０８．７

重

重

７１４ トーホウドルチェ 牝４黒鹿５５ 四位 洋文東豊物産� 田島 良保 門別 竹島 幸治 ４３８＋ ２１：１０．７ ６．８�

７１３ ストーリーテリング 牝４鹿 ５５ 川島 信二�日進牧場 荒川 義之 浦河 日進牧場 ４８４＋ ４１：１０．８� ４１．５�
５１０ ショウナンアクト 牝５鹿 ５５ 岩田 康誠国本 哲秀氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 ４９０－ ４１：１１．１１� ４．７�
１１ ポ ー ト ラ ヴ 牡５栗 ５７ 幸 英明水戸眞知子氏 南井 克巳 様似 様似堀牧場 ５５４＋ ４１：１１．３１ １２．０�
３６ スペースフライト 牡５栃栗５７ 佐藤 哲三 �ノースヒルズマネ

ジメント 佐々木晶三 三石 土居 忠吉 ４７２± ０１：１１．４� ２５６．９�
１２ ダノンアスカ 牡４青鹿５７ 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 ４９６－ ４ 〃 クビ ３．４	
２３ 	 アルシラート 牡５鹿 ５７ 福永 祐一広尾レース� 森 秀行 米 Eve Kuhl-

mann ４９２＋ ６１：１１．８２� １４．３

４８ 	 イリューシブネス 牡６栗 ５７ 池添 謙一加藤 守氏 武田 博 米 Steve C. Snowden

& Dan Considine ４８４± ０ 〃 アタマ ２１．４�
５９ ドリームクラウン 牡４栗 ５７ 角田 晃一セゾンレースホース� 中村 均 静内 へいはた牧場 ５１８＋ ２１：１１．９クビ ３３．２�
４７ トウショウブリッツ 牡５鹿 ５７ 浜中 俊トウショウ産業� 池添 兼雄 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４８２＋ ４１：１２．１１
 １１．６
２４ ミステリアスバイオ 牝４栗 ５５ 田村 太雅バイオ� 鶴留 明雄 門別 中館牧場 ４５０＋ ４１：１２．４１� １５１．４�
６１２ リボンノキシ 牝５青 ５５ 秋山真一郎森岡 一郎氏 菊川 正達 早来 吉田牧場 ４５４－ ４１：１２．５クビ １７．９�
８１６ トウショウガナー 牡５鹿 ５７ 横山 典弘トウショウ産業� 奥平 雅士 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４８４－ ２１：１２．６� ７．１�
３５ � サ ラ ト ガ 牝５芦 ５５ 田中 勝春平井 裕氏 本郷 一彦 浦河 岡部牧場 ４８０－ ２１：１２．７� ５５．０�
６１１	 エーソングフォー 牝４栗 ５５ 武 幸四郎小田 吉男氏 森 秀行 米 Robert

Spiegel ４９８± ０１：１３．６５ ３２．８�
８１５� ツタンカーメン 牡９黒鹿５７ 川田 将雅杉岡 時治氏 庄野 靖志 様似 �村 伸一 ４９８－１８１：１３．９１� １４２．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３０，８６４，６００円 複勝： ４８，１５８，５００円 枠連： ３６，２１９，２００円

普通馬連： １４１，６７５，０００円 馬単： ８５，５０４，３００円 ワイド【拡大馬連】： ４１，４１８，９００円

３連複： １７１，０３４，５００円 ３連単： ３２５，４７５，８００円 計： ８８０，３５０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６８０円 複 勝 � ２５０円 � ８２０円 � １９０円 枠 連（７－７） １０，４１０円

普通馬連 �� １０，９４０円 馬 単 �� ２１，１４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，９９０円 �� ７１０円 �� ２，４６０円

３ 連 複 ��� ２０，７２０円 ３ 連 単 ��� １６７，０４０円

票 数

単勝票数 計 ３０８６４６ 的中 � ３６００６（３番人気）
複勝票数 計 ４８１５８５ 的中 � ５１９０５（４番人気）� １２１１７（１１番人気）� ８２８５３（１番人気）
枠連票数 計 ３６２１９２ 的中 （７－７） ２５６８（２９番人気）
普通馬連票数 計１４１６７５０ 的中 �� ９５５８（４２番人気）
馬単票数 計 ８５５０４３ 的中 �� ２９８５（７９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４１４１８９ 的中 �� ３３１１（４０番人気）�� １５２３４（２番人気）�� ４０３９（３５番人気）
３連複票数 計１７１０３４５ 的中 ��� ６０９３（７７番人気）
３連単票数 計３２５４７５８ 的中 ��� １４３８（５８４番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．２―１１．８―１１．７―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．０―３４．２―４６．０―５７．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーホウドルチェ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００７．１１．１７ 京都３着

２００５．３．３０生 牝４黒鹿 母 トーホウウインド 母母 テルノビクトリ １５戦４勝 賞金 ５８，５２７，０００円
※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） ６頭 サザンビューティー号・スーサンライダー号・トップディアマンテ号・ブラックシャドウ号・メリッサ号・

リンリンリン号



１００８２ ４月１８日 晴 良 （２１阪神２）第７日 第１０競走 ��
��１，６００�第４０回読売マイラーズカップ（ＧⅡ）

発走１５時３０分 （芝・右・外）
４歳以上；負担重量は，５７�，牝馬２�減，２０．４．１９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，２０．４．１８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 ８１２，０００円 ２３２，０００円 １１６，０００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

３３ スーパーホーネット 牡６鹿 ５８ 藤岡 佑介田島 政光氏 矢作 芳人 浦河 ガーベラパー
クスタツド ４７４＋ ９１：３３．９ ２．４�

５５ カ ン パ ニ ー 牡８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 ４７０＋１０ 〃 クビ ５．８�
８１０ スマイルジャック 牡４黒鹿５７ 岩田 康誠齊藤四方司氏 小桧山 悟 鵡川 上水牧場 ４７６－ ２ 〃 ハナ ２８．４�
４４ オースミグラスワン 牡７栗 ５７ 川田 将雅�オースミ 荒川 義之 浦河 鮫川 啓一 ５４２＋ ６１：３４．０クビ １９．５�
２２ アブソリュート 牡５黒鹿５７ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４５６－１４１：３４．２１� １４．８�
６６ ヒカルオオゾラ 牡５青 ５７ 武 豊高橋 光氏 池江 泰寿 洞爺（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１６－ ２１：３４．３� ３．４�
１１ リトルアマポーラ 牝４黒鹿５６ 福永 祐一 	社台レースホース長浜 博之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７０－ ４ 〃 クビ １２．４

７７ ビービーガルダン 牡５青鹿５７ 安藤 勝己	坂東牧場 領家 政蔵 平取 坂東牧場 B５００－ ２１：３４．５１� １５．３�
７８ タマモサポート 牡６鹿 ５７ 津村 明秀タマモ� 藤岡 健一 新冠 対馬 正 ４９４＋１０ 〃 アタマ ２５．３�
８９ 	 ライブコンサート 
５黒鹿５７ 小牧 太グリーンフィールズ� 白井 寿昭 愛 Mrs J.

Chandris ４８０± ０１：３４．６クビ ３４．１

（１０頭）

売 得 金

単勝： １１７，５６４，０００円 複勝： １６７，０３８，４００円 枠連： ７３，４００，９００円

普通馬連： ５４３，１５３，０００円 馬単： ３５３，９４５，５００円 ワイド【拡大馬連】： １４３，３３７，９００円

３連複： ５７３，４８４，８００円 ３連単： １，５１２，１００，８００円 計： ３，４８４，０２５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １３０円 � １８０円 � ４８０円 枠 連（３－５） ５３０円

普通馬連 �� ５５０円 馬 単 �� ９００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２６０円 �� １，１４０円 �� １，６５０円

３ 連 複 ��� ４，９００円 ３ 連 単 ��� １４，０１０円

票 数

単勝票数 計１１７５６４０ 的中 � ３９６０３６（１番人気）
複勝票数 計１６７０３８４ 的中 � ４７２３０３（１番人気）� ２４０９５４（３番人気）� ６１７７７（８番人気）
枠連票数 計 ７３４００９ 的中 （３－５） １０３６９３（２番人気）
普通馬連票数 計５４３１５３０ 的中 �� ７３８８３４（２番人気）
馬単票数 計３５３９４５５ 的中 �� ２９０５９５（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１４３３３７９ 的中 �� １６５８９３（２番人気）�� ２８１８０（１６番人気）�� １９１２２（２４番人気）
３連複票数 計５７３４８４８ 的中 ��� ８６５００（１９番人気）
３連単票数 計１５１２１００８ 的中 ��� ７９７０６（３８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１３．０―２４．８―３６．２―４８．３―１：００．２―１：１１．２―１：２２．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．６―３F３３．７
３ ・（７，８）１０（１，２）－３（５，９，６）－４ ４ ・（７，８）－１０（１，２）（５，３）（９，６）－４

勝馬の
紹 介

スーパーホーネット �
�
父 ロドリゴデトリアーノ �

�
母父 エルセニョール デビュー ２００５．９．１１ 札幌４着

２００３．３．２０生 牡６鹿 母 ユウサンポリッシュ 母母 エルゼビアー ２５戦１０勝 賞金 ４９４，３０８，０００円
［他本会外：１戦０勝］



１００８３ ４月１８日 晴 良 （２１阪神２）第７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

２３ 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± ０１：２４．５ ２．８�

２４ ペプチドアトム 牡４鹿 ５７ 和田 竜二沼川 一彦氏 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 ４７４－１０ 〃 クビ ２１．６�
７１３ シャドウストライプ 牡５栗 ５７ 安藤 勝己飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム B５３０± ０１：２４．７１� ２．７�
６１２ メイショウセンゴク 牡４栗 ５７ 幸 英明松本 好雄氏 武田 博 様似 猿倉牧場 ４６４＋ ２１：２５．１２� １１．５�
３６ スピードアタック 牡４青鹿５７ 武 豊齋藤 文男氏 小崎 憲 平取 清水牧場 ５１８＋ ６ 〃 クビ ８．２�
８１５	 エイシンハンコック 牡６黒鹿５７ 池添 謙一平井 豊光氏 大久保龍志 米 Winches-

ter Farm ４８０± ０１：２５．２クビ １７．６�
１２ エンシャントアーツ 牝４栗 ５５ 川田 将雅岡田 牧雄氏 飯田 雄三 静内 大典牧場 ４５６＋ ４１：２５．３
 ４８．５�
８１６ リリーハーバー 牡５黒鹿５７ 佐藤 哲三土井 孝夫氏 池添 兼雄 三石 下屋敷牧場 ４９８－ ２１：２５．４クビ １６．６	
７１４ モ チ 牡５青鹿５７ 木村 健小田切有一氏 田中 章博 白老 社台牧場 ５１８＋ ６１：２５．５� ７７．６


（兵庫）

５１０ ブルーアイガー 牡６黒鹿５７ 角田 晃一 �ブルーマネジメント武田 博 門別 小屋畑 和久 ４５６－ ６１：２５．９２� ３０．２�
５９ 	 フェスティバルイヴ �４黒鹿５７ 川島 信二前田 幸治氏 和田 正道 米 Brereton

C. Jones ４５８－ ８ 〃 クビ ５９．９
６１１ ハギノプレシャス �７黒鹿５７ 福永 祐一日隈 良江氏 松田 国英 早来 ノーザンファーム ４６６－ ４１：２６．０クビ ６０．８�
３５ マイグローリアス 牡７芦 ５７ 上村 洋行五影 慶則氏 西浦 勝一 三石 坂本牧場 ５２０＋ ４１：２６．４２� １５２．６�
４８ ハードムーン 牡７黒鹿５７ 熊沢 重文津田 一男氏 福永 甲 浦河 日優牧場 ４８０－ ２１：２６．５クビ １６０．５�
４７ カシノヨウスケ 牡４鹿 ５７ 秋山真一郎柏木 務氏 須貝 彦三 鹿児島 柏木 務 ５３４＋２０１：２６．６� ２１８．４�
１１ マ サ ヤ マ ト 牡４栗 ５７ 四位 洋文丸井 正貴氏 増本 豊 静内 山岸 康 ５２６－ ４１：２７．３４ ２４．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３５，８８２，３００円 複勝： ６０，７５１，５００円 枠連： ３９，８９８，０００円

普通馬連： １６６，９５５，８００円 馬単： １０１，８５７，９００円 ワイド【拡大馬連】： ４８，５７１，２００円

３連複： １８４，０５４，４００円 ３連単： ３８７，９３２，５００円 計： １，０２５，９０３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １３０円 � ３４０円 � １３０円 枠 連（２－２） ３，２７０円

普通馬連 �� ３，４４０円 馬 単 �� ５，２７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９７０円 �� １９０円 �� ９９０円

３ 連 複 ��� ２，４８０円 ３ 連 単 ��� １８，２８０円

票 数

単勝票数 計 ３５８８２３ 的中 � １０１６３４（２番人気）
複勝票数 計 ６０７５１５ 的中 � １５１６０１（１番人気）� ２９５６８（７番人気）� １４８６３１（２番人気）
枠連票数 計 ３９８９８０ 的中 （２－２） ９０２６（１５番人気）
普通馬連票数 計１６６９５５８ 的中 �� ３５８４８（１２番人気）
馬単票数 計１０１８５７９ 的中 �� １４２６６（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４８５７１２ 的中 �� １０４７２（１０番人気）�� ８６９３３（１番人気）�� １０２５０（１２番人気）
３連複票数 計１８４０５４４ 的中 ��� ５４９７５（６番人気）
３連単票数 計３８７９３２５ 的中 ��� １５６７０（３９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．５―３５．５―４８．０―１：００．０―１：１１．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．０―３F３６．５
３ ４，９（２，１１，１３）（６，１５）（５，１２）（７，１６）１４（１０，３）８－１ ４ ・（４，９，１３）１１（２，１２，１５）（６，１６）（５，１４）３，１０－７（８，１）

勝馬の
紹 介

ルティラーレ �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２００７．１１．１１ 京都７着

２００５．５．８生 牡４栗 母 マンジュデンレッド 母母 マンジユデンレデイ １０戦３勝 賞金 ３２，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 アグネスハッピー号・トラベルシチー号
（非抽選馬） ２頭 ドキャーレ号・ブライトロジック号
※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。



１００８４ ４月１８日 晴 良 （２１阪神２）第７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

２４ 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 ４６８＋ ２１：５１．２ １．４�

７１３ パレスミサイル �４黒鹿５７ 田嶋 翔坂本 肇氏 小島 貞博 新冠 安達 洋生 ４６４－ ６１：５２．６９ １９．４�
５９ 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 ５１０－１０１：５３．２３� ５．２�
３６ � メルシーマック 牡５芦 ５７ 木村 健永井 康郎氏 武 宏平 平取 スガタ牧場 ４５２－ ２１：５３．３クビ ２０．７�

（兵庫）

４７ � ピースオブレグルス 牡６芦 ５７
５４ ▲国分 恭介阿部榮乃進氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 ４７０－ ８１：５３．５１� １８．７�

１１ テンザンメダリスト 牡５鹿 ５７ 田中 克典平野 澄江氏 松永 昌博 静内 藤原牧場 ５２８＋ ２１：５３．６� ９３．６�
７１４� ジェンティリティー 牡４栗 ５７ 浜中 俊前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ５４４－ ６ 〃 ハナ ８８．１	
８１６ 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 ４５８＋ ８ 〃 アタマ ２７．７

４８ メイスンファースト 牡４鹿 ５７ 池添 謙一梅村 浩氏 小島 茂之 浦河 地興牧場 ４８２＋ ４１：５３．７� １２８．２�
２３ � スマートレイズ 牡４芦 ５７ 福永 祐一大川 徹氏 松田 国英 千歳 社台ファーム ５２８＋ ４１：５３．８クビ ４１．８�
６１１ メガロスバンダム 牡４鹿 ５７ 熊沢 重文山科 統氏 柴田 政見 浦河 山田牧場 ４９２± ０１：５４．３３ ４８．０
８１５ ウインステルス 牡５栗 ５７ 川田 将雅�ウイン 池江 泰郎 浦河 カナイシスタッド ５２６＋ ８１：５４．６１	 ２０．２�
６１２ ファンドリゲット 牡５鹿 ５７ 和田 竜二水戸 富雄氏 岩元 市三 門別 槇本牧場 ４８２＋１４１：５４．７� ９３．９�
１２ マイティーバッカス 牡５栗 ５７ 武 幸四郎小川 勲氏 宮 徹 浦河 平成ファーム ４７８－ ２１：５６．６大差 １８１．９�
５１０� キクノディアナ 牝５黒鹿５５ 上村 洋行菊池 五郎氏 吉田 直弘 三石 フクダファーム ４６０± ０１：５６．７クビ ７３．４�
３５ マーベラスブレイド 牡４黒鹿５７ 石橋 守 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 河内 洋 浦河 鎌田 正嗣 ４５２－ ８１：５６．９１� ７６．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４３，５３１，６００円 複勝： １０９，０８０，２００円 枠連： ４４，１５５，５００円

普通馬連： １５７，６４２，２００円 馬単： １２８，０８３，９００円 ワイド【拡大馬連】： ５０，６３２，７００円

３連複： １８７，６４５，３００円 ３連単： ４７０，９４０，４００円 計： １，１９１，７１１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � ４３０円 � １５０円 枠 連（２－７） １，１９０円

普通馬連 �� １，４９０円 馬 単 �� ２，１６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５８０円 �� １８０円 �� １，５９０円

３ 連 複 ��� １，９８０円 ３ 連 単 ��� ９，２２０円

票 数

単勝票数 計 ４３５３１６ 的中 � ２４５９１４（１番人気）
複勝票数 計１０９０８０２ 的中 � ７３９３３５（１番人気）� ２０６７９（７番人気）� １０６５０７（２番人気）
枠連票数 計 ４４１５５５ 的中 （２－７） ２７５６７（５番人気）
普通馬連票数 計１５７６４２２ 的中 �� ７８３４４（６番人気）
馬単票数 計１２８０８３９ 的中 �� ４３８７４（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５０６３２７ 的中 �� １８９８８（６番人気）�� ９３７１４（１番人気）�� ６２８９（２０番人気）
３連複票数 計１８７６４５３ 的中 ��� ７０１０８（５番人気）
３連単票数 計４７０９４０４ 的中 ��� ３７７２８（１８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．６―３６．３―４８．５―１：０１．１―１：１３．８―１：２６．６―１：３８．３

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ニューイチトク �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー ２００８．６．１５ 中京１３着

２００５．５．２９生 牡４鹿 母 フリースピリツト 母母 ダイナフランダース ９戦２勝 賞金 ２６，８００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マイティーバッカス号・キクノディアナ号・マーベラスブレイド号は，平成２１年５月１８日まで平地

競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 クリノコブオー号・チャーミングシチー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



（２１阪神２）第７日 ４月１８日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８９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

２８９，１９０，０００円
８，５２０，０００円
２６，４６０，０００円
２，３６０，０００円
３０，３６０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６７，５２１，５００円
５，０８４，０００円
１，８７１，１００円

勝馬投票券売得金
３９２，８０４，４００円
６７５，０２０，２００円
３５２，９１４，１００円
１，４８３，０２１，７００円
１，０２７，６３２，９００円
４５９，４２３，５００円
１，７１５，８５７，７００円
３，６９６，６９０，７００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 ９，８０３，３６５，２００円

総入場人員 ２２，２１０名 （有料入場人員 ２０，６６８名）




