
０９０４９ ４月１０日 晴 良 （２２阪神２）第５日 第１競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時３０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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

３５ タマモチャーム 牝３鹿 ５４ 熊沢 重文タマモ� 南井 克巳 新ひだか 岡田牧場 ４６４± ０１：５５．９ １８．７�

２３ イザベルドスメーン 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介 �社台レースホース大久保龍志 千歳 社台ファーム ４８８－ ８１：５６．２１� ５．６�
４７ ユメミルテーラー 牝３黒鹿５４ 藤田 伸二中西 浩一氏 佐山 優 新ひだか 西村 和夫 ４５８＋ ８１：５６．５１� ２．９�
８１４ キモンピンキー 牝３鹿 ５４

５１ ▲高倉 稜小林 祥晃氏 崎山 博樹 日高 ヤナガワ牧場 ４８６＋ ２ 〃 クビ ３３．１�
２２ ラクスクライン 牝３鹿 ５４ 川島 信二三宅 勝俊氏 田島 良保 様似 能登ファーム ４４６－１２１：５６．６� ２０５．７�
７１３ コ ン カ ラ ン 牝３栗 ５４ 川田 将雅吉田 和美氏 吉田 直弘 新冠 アサヒ牧場 ４４６－ ２１：５６．７� ８．８	
６１０ ニシノグラビア 牝３黒鹿５４ 渡辺 薫彦西山 茂行氏 梅田 智之 むかわ 西山牧場 ４６６＋ ４１：５７．０１� ２１８．１

３４ アドマイヤオンリー 牝３芦 ５４ 岩田 康誠近藤 利一氏 須貝 尚介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８２＋ ２ 〃 クビ ２．９�
８１５ ワンダーストーリリ 牝３黒鹿５４ 和田 竜二山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム ４０８＋ ４１：５７．６３� ９９．４�
７１２ マーベラスマドンナ 牝３青 ５４

５２ △松山 弘平笹原 貞生氏 柴田 政見 新ひだか 松田 三千雄 ３９６± ０１：５７．９１� １２０．６
４６ ヴァージンフライト 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣トール＆ワイド 藤沢 則雄 浦河 磯野牧場 ４４４－ ２１：５８．７５ ２３５．３�
６１１ メイショウハウオリ 牝３鹿 ５４ 松田 大作松本 好�氏 沖 芳夫 浦河 村下 明博 ４０８－ ８ 〃 クビ ３３４．７�
５８ トワオンワード 牝３青鹿５４ 小林 徹弥樫山 ハル氏 目野 哲也 浦河 オンワード牧場 ４５２－ ６１：５８．８� １１２．３�
５９ デルフィニウム 牝３鹿 ５４ 浜中 俊 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４６０－ ２１：５９．４３� ７．６�
１１ レルシールフローラ 牝３黒鹿５４ 武 幸四郎大迫久美子氏 野中 賢二 新冠 村上 欽哉 ４８４± ０２：００．９９ ７６．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １５，９６９，２００円 複勝： ２４，７８９，１００円 枠連： １０，６９０，１００円

普通馬連： ３９，３７７，３００円 馬単： ３１，７６９，９００円 ワイド【拡大馬連】： １７，０５５，７００円

３連複： ５８，４５９，８００円 ３連単： ９３，５３１，５００円 計： ２９１，６４２，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，８７０円 複 勝 � ４６０円 � ２１０円 � １５０円 枠 連（２－３） ５９０円

普通馬連 �� ５，３６０円 馬 単 �� １３，９８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５８０円 �� ７２０円 �� ３９０円

３ 連 複 ��� ５，０６０円 ３ 連 単 ��� ５７，１９０円

票 数

単勝票数 計 １５９６９２ 的中 � ６７５０（６番人気）
複勝票数 計 ２４７８９１ 的中 � １０５０２（６番人気）� ３１２５７（３番人気）� ５９４１７（２番人気）
枠連票数 計 １０６９０１ 的中 （２－３） １３６００（２番人気）
普通馬連票数 計 ３９３７７３ 的中 �� ５４２４（１５番人気）
馬単票数 計 ３１７６９９ 的中 �� １６７８（３５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７０５５７ 的中 �� ２４６２（１８番人気）�� ５８０９（９番人気）�� １１８９５（４番人気）
３連複票数 計 ５８４５９８ 的中 ��� ８５３５（１８番人気）
３連単票数 計 ９３５３１５ 的中 ��� １２０７（１５３番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１３．３―１２．９―１３．３―１３．０―１２．８―１２．７―１４．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．８―３７．１―５０．０―１：０３．３―１：１６．３―１：２９．１―１：４１．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．６―３F３９．６
１
３

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

勝馬の
紹 介

タマモチャーム �
�
父 シルバーチャーム �

�
母父 クリスタルグリツターズ デビュー ２００９．１２．５ 阪神６着

２００７．４．１３生 牝３鹿 母 ノ ク タ ー ン 母母 ノーノーネヴアー ７戦１勝 賞金 ７，３００，０００円
〔制裁〕 キモンピンキー号の騎手高倉稜は，３コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（３番への進路影響）



０９０５０ ４月１０日 晴 良 （２２阪神２）第５日 第２競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１１時００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

４８ エーシンハダル 牡３鹿 ５６ 四位 洋文�栄進堂 野中 賢二 新ひだか タイヘイ牧場 ４８８－ ４１：１３．６ １．３�

６１１ アクティビューティ 牝３芦 ５４ 熊沢 重文�宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 ４９６－ ２ 〃 クビ １６．３�
３５ アスタータイクーン 牡３栗 ５６ 吉田 稔加藤 久枝氏 木原 一良 新ひだか カタオカフアーム ４６２＋ ２１：１４．０２� ６．９�

（愛知）

７１３ アラビアータ 牝３鹿 ５４ 内田 博幸吉田 照哉氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ４４２＋ ４１：１４．５３ ９．８�
５９ フリークムーン 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介吉永 清美氏 藤岡 範士 新冠 新冠橋本牧場 B４４６＋２０１：１４．６� ５５．１�
５１０ サンレイラヴ 牡３鹿 ５６ 難波 剛健永井 啓弍氏 高橋 成忠 浦河 竹内 英雄 ４７０－ ２１：１４．８１� ９４．８	
２４ タイセイグリッター 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎田中 成奉氏 新川 恵 日高 ヤナガワ牧場 ５１２－ ２１：１４．９クビ ２２．５

２３ キョウワキングダム 牡３青 ５６ 飯田 祐史�協和牧場 飯田 明弘 新冠 協和牧場 ４６８＋ ６１：１５．０� ４４．９�
１２ アイディンワルツ 牝３鹿 ５４ 松田 大作米井 勝氏 本田 優 新ひだか 三木田 頼嗣 ４９４± ０１：１５．１クビ ２０８．０�
４７ ローレルイグザルト 牡３鹿 ５６

５４ △松山 弘平 �ローレルレーシング 池添 兼雄 新冠 協和牧場 ４６６－ ６ 〃 クビ ２６．４
１１ メイショウオスパー 牡３鹿 ５６ 岩崎 祐己松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 辻 牧場 B４６０＋ ４１：１５．６３ ５１６．５�
８１５ スーパーブクリ 牡３鹿 ５６ 酒井 学久野 正弘氏 梅田 康雄 新冠 片倉 拓司 ４３２－ ２１：１５．８１� ３７６．１�
８１６ ヒミノリュウセイ 牡３栗 ５６ 田中 克典佐々木八郎氏 松永 昌博 浦河 福田牧場 ４９０ ― 〃 クビ ３２０．８�
７１４ メイショウエポック 牝３鹿 ５４ 高橋 亮松本 好雄氏 高橋 隆 えりも エクセルマネジメント ４６２－ ６１：１５．９� ７６．０�
３６ テイエムキマグレ 牡３鹿 ５６ 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 日高 テイエム牧場日高支場 ４４４＋ ４１：１６．９６ ４３４．０�
６１２ マイアイルーキー 牡３鹿 ５６ 和田 竜二MYI馬主組合 鈴木 孝志 新冠 奥山 博 ４３４ ―１：１７．５３� １８７．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，６６１，３００円 複勝： ６０，８５５，０００円 枠連： １２，８６７，２００円

普通馬連： ３７，７４４，０００円 馬単： ３９，９８０，１００円 ワイド【拡大馬連】： １７，２５０，２００円

３連複： ５６，７７０，１００円 ３連単： １１５，８７６，７００円 計： ３６１，００４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １３０円 複 勝 � １００円 � １９０円 � １４０円 枠 連（４－６） ６３０円

普通馬連 �� ６５０円 馬 単 �� ８４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２４０円 �� １６０円 �� ５２０円

３ 連 複 ��� ６８０円 ３ 連 単 ��� ２，２８０円

票 数

単勝票数 計 １９６６１３ 的中 � １２２７７９（１番人気）
複勝票数 計 ６０８５５０ 的中 � ４４２９１５（１番人気）� ２８７３３（３番人気）� ５１９８９（２番人気）
枠連票数 計 １２８６７２ 的中 （４－６） １５２３４（４番人気）
普通馬連票数 計 ３７７４４０ 的中 �� ４３０７４（２番人気）
馬単票数 計 ３９９８０１ 的中 �� ３５２３２（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７２５０２ 的中 �� １７３９４（２番人気）�� ３４５６３（１番人気）�� ６３３９（６番人気）
３連複票数 計 ５６７７０１ 的中 ��� ６１７３４（１番人気）
３連単票数 計１１５８７６７ 的中 ��� ３７６０５（４番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．１―１１．９―１２．５―１２．４―１３．１

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エーシンハダル �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Woodman デビュー ２００９．７．１９ 新潟１３着

２００７．４．２１生 牡３鹿 母 フ ジ ャ ブ 母母 Winters’ Love ６戦１勝 賞金 １１，７５０，０００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） １頭 キョウワサムライ号
（非抽選馬） ２頭 ドリームムサシ号・メイショウコゴロウ号
※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１０日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２２阪神２）第５日 第３競走 ��２，９７０�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時３０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 ７，８００，０００円 ３，１００，０００円 ２，０００，０００円 １，２００，０００円 ７８０，０００円� コースレコード３：１５．７良・良

３４ ドリームガールズ 牝５栗 ５８ 小坂 忠士山本 慎一氏 田島 良保 えりも エクセルマネジメント ４５４－ ２３：１６．９ ２．４�

４６ ラッキーリップス 牡７黒鹿６０ 北沢 伸也松岡 隆雄氏 庄野 靖志 浦河 バンダム牧場 ４７４± ０３：１７．５３� ６．９�
１１ ワンダールストラー 牡６鹿 ６０ 林 満明山本 信行氏 藤岡 範士 三石 フクダファーム ４６０＋ ２３：１８．２４ ２０．６�
６９ マルタカタキオン 牡７栗 ６０ 佐久間寛志�橋まゆみ氏 鹿戸 明 新冠 北星村田牧場 ５１０± ０３：１８．４１� ７．５�
８１４� アツキオモイ 牡６鹿 ６０ 平沢 健治丸岡 啓一氏 鈴木 勝美 新冠 ムラカミファーム ４５２－ ８３：１８．５クビ １１５．１�
２２ � ド ゥ ー エ ン 牡５鹿 ６０ 南井 大志�大樹ファーム 白井 寿昭 米 EMF Brood-

mares２００４ ４４８－ ８３：１９．９９ ２１．７�
７１２ ペルシステンテ 牡４栗 ５９ 今村 康成 �キャロットファーム 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５４－ ２３：２０．３２� ８９．３	
５７ イアオニードル 牡９鹿 ６０ 熊沢 重文金子真人ホール

ディングス
 松田 国英 早来 ノーザンファーム ４９４＋ ２３：２０．４クビ ３．０�
４５ � エーシンウォーマン 牡４青鹿５９ 高野 容輔
栄進堂 松永 昌博 米 Winches-

ter Farm ４５６－ ６３：２０．６１� １２７．１�
８１３� エーシンサンスター 牡５黒鹿６０ 白浜 雄造
栄進堂 松元 茂樹 米

Robert E. Court-
ney, Jr. & Jaime S.
Carrion, Trustee

４７０＋ ６３：２９．１大差 １３．３
６１０� プリンチパーレ 牡５黒鹿６０ 出津 孝一藤田 孟司氏 中竹 和也 追分 追分ファーム ５２６＋ １３：２９．２� ９８．６�
７１１� シゲルヴォドレ 牡５栗 ６０ 仲田 雅興森中 蕃氏 小原伊佐美 三石 沖田 繁 ５２０＋ ８３：４９．３大差 ２８５．５�
５８ メイショウバキラ 牡４青 ５９ 黒岩 悠松本 好雄氏 高橋 隆 浦河 大島牧場 ４６０＋１８ （競走中止） １４４．６�
３３ キチロクレナン 牡４鹿 ５９ 金折 知則山本 正美氏 二本柳俊一 浦河 川越ファーム ４２８± ０ （競走中止） １３９．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １２，６７６，７００円 複勝： １７，６７３，８００円 枠連： ９，９６０，７００円

普通馬連： ３３，１２３，８００円 馬単： ２７，９４１，６００円 ワイド【拡大馬連】： １３，４１１，６００円

３連複： ４９，７６９，６００円 ３連単： ８２，３１２，０００円 計： ２４６，８６９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １２０円 � ２００円 � ２８０円 枠 連（３－４） ９５０円

普通馬連 �� ９５０円 馬 単 �� １，４８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３４０円 �� ５２０円 �� １，２００円

３ 連 複 ��� ２，５３０円 ３ 連 単 ��� ９，５６０円

票 数

単勝票数 計 １２６７６７ 的中 � ４２３１７（１番人気）
複勝票数 計 １７６７３８ 的中 � ５４４１１（１番人気）� ２０２５４（３番人気）� １２２００（５番人気）
枠連票数 計 ９９６０７ 的中 （３－４） ７７８５（４番人気）
普通馬連票数 計 ３３１２３８ 的中 �� ２５８５２（２番人気）
馬単票数 計 ２７９４１６ 的中 �� １４００８（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３４１１６ 的中 �� １０６５４（２番人気）�� ６３２７（６番人気）�� ２５１７（１６番人気）
３連複票数 計 ４９７６９６ 的中 ��� １４５４９（８番人気）
３連単票数 計 ８２３１２０ 的中 ��� ６３６０（２７番人気）

上り １マイル １：４６．８ ４F ５２．７－３F ３９．９
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ドリームガールズ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００７．１１．３ 京都７着

２００５．１．２５生 牝５栗 母 エリモドリーム 母母 エリモキリコ 障害：６戦１勝 賞金 １６，０００，０００円
〔発走状況〕 エーシンウォーマン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 キチロクレナン号は，８号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。

メイショウバキラ号は，競走中に疾病〔左前浅屈腱不全断裂〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔調教再審査〕 エーシンウォーマン号は，発走調教再審査。
※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 トムトップ号
（非抽選馬） ２頭 オープンセサミ号・スカイボーイング号



０９０５２ ４月１０日 晴 良 （２２阪神２）第５日 第４競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１２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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

７１２ ゼットチャンプ 牡３鹿 ５６ 吉田 稔林 �一氏 山内 研二 浦河 笠松牧場 B４９０± ０１：５５．７ １２．０�
（愛知）

１１ ナムラウォーリアー 牡３青鹿５６ 渡辺 薫彦奈村 信重氏 矢作 芳人 浦河 杵臼牧場 ４５２－ ６ 〃 クビ ２．３�
６１０ スペシャルロード 牡３黒鹿 ５６

５４ △国分 恭介�伊達牧場 西園 正都 新ひだか 静内酒井牧場 ４６６－１２ 〃 ハナ ９．８�
５８ ダイナミックソング 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文小川 勲氏 目野 哲也 浦河 小池 博幸 ４８６－ ２１：５５．８クビ ６８．３�
４６ オリエンタルコール 牡３鹿 ５６ 酒井 学棚網 基己氏 田所 秀孝 浦河 有限会社

松田牧場 ４４８－ ６１：５５．９� ６．９�
８１３ エイユーブラッサム 牡３鹿 ５６ 池添 謙一笹部 和子氏 池添 兼雄 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４４６－ ６１：５６．１１� ３．２	
３３ ニシノバスター 牡３鹿 ５６

５３ ▲高倉 稜西山 茂行氏 中竹 和也 むかわ 西山牧場 ４７８－ ２１：５６．２クビ ９３．４

２２ クジュウクシマ 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介石橋 和夫氏 白井 寿昭 新ひだか 千代田牧場 ４３６－ ８１：５６．６２� １１．８�
４５ キョウワシャドー 牡３芦 ５６ 黒岩 悠�協和牧場 吉岡 八郎 新冠 協和牧場 ４２４－ ２１：５６．９１� ２９２．１
８１４ ダイシンボーイ 牡３黒鹿５６ 川田 将雅大八木信行氏 庄野 靖志 浦河 ヒダカフアーム ４５８－ ８１：５７．４３ ８５．４�
７１１ ジョニーガンバ 牡３芦 ５６ 秋山真一郎柳葉 敏郎氏 梅田 智之 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４５４－ ２１：５８．５７ ４３６．５�
６９ ディアグレートサン 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二寺田千代乃氏 松永 幹夫 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９６ ―１：５８．７１� ３８．７�
５７ サンレイファントム 牡３鹿 ５６ 岩崎 祐己永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 ４７６－１２１：５９．４４ １２６．９�
３４ キーアピール 牝３芦 ５４

５２ △松山 弘平北前孔一郎氏 飯田 雄三 新冠 高瀬 敦 ４３２ ―２：０１．４大差 ９５．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １５，６７６，０００円 複勝： ２６，７０１，２００円 枠連： １２，２６１，２００円

普通馬連： ４１，６４８，６００円 馬単： ３１，７６７，４００円 ワイド【拡大馬連】： １７，６０５，１００円

３連複： ５７，８０１，３００円 ３連単： ９５，３９５，４００円 計： ２９８，８５６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２００円 複 勝 � ２２０円 � １２０円 � ２７０円 枠 連（１－７） １，１７０円

普通馬連 �� １，１５０円 馬 単 �� ３，０５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３７０円 �� ９００円 �� ５１０円

３ 連 複 ��� ２，５５０円 ３ 連 単 ��� １９，８００円

票 数

単勝票数 計 １５６７６０ 的中 � １０２９８（６番人気）
複勝票数 計 ２６７０１２ 的中 � ２５９８７（４番人気）� ８５７６６（１番人気）� １９７２０（５番人気）
枠連票数 計 １２２６１２ 的中 （１－７） ７７５３（５番人気）
普通馬連票数 計 ４１６４８６ 的中 �� ２６８６６（３番人気）
馬単票数 計 ３１７６７４ 的中 �� ７７０２（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７６０５１ 的中 �� １２７８１（２番人気）�� ４４８７（１０番人気）�� ８６６４（５番人気）
３連複票数 計 ５７８０１３ 的中 ��� １６７３６（７番人気）
３連単票数 計 ９５３９５４ 的中 ��� ３５５６（５９番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．９―１３．３―１３．４―１２．８―１２．９―１２．８―１３．０―１３．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．６―３６．９―５０．３―１：０３．１―１：１６．０―１：２８．８―１：４１．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．６―３F３９．７
１
３
７（１，１３）（４，１０）－（５，８）（６，１４）－３，１２（１１，９）２・（７，１）１３，８（４，１０）（６，１４）５，１２－（３，２）９－１１

２
４

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

ゼットチャンプ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．１１．１５ 京都４着

２００７．４．１６生 牡３鹿 母 ビクトリアスズラン 母母 ビクトリートースト １０戦１勝 賞金 ８，６５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キーアピール号は，平成２２年５月１０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。



０９０５３ ４月１０日 晴 良 （２２阪神２）第５日 第５競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１２時５０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

１：５８．１
１：５６．４

良

良

２３ � レッドスティング 牡３鹿 ５６ 四位 洋文 �東京ホースレーシング 松田 国英 愛 H. Yamamoto ４５４＋ ４２：０１．７ ２．７�

３５ サンライズトリプル 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠松岡 隆雄氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５００＋ ８２：０２．２３ ５．４�

４７ カネトシパサージュ 牡３黒鹿５６ 川島 信二兼松 利男氏 荒川 義之 浦河 鎌田 正嗣 ４６０± ０ 〃 クビ ８．２�
６１２ マルカシャルダン 牝３黒鹿５４ 安藤 勝己河長産業� 松永 昌博 千歳 社台ファーム ４４８－ ２２：０２．３� ４．１�
１２ アンコールワット 牡３鹿 ５６ 内田 博幸馬場 幸夫氏 吉田 直弘 浦河 山下 恭茂 ５２２± ０２：０２．６２ １５．４�
５９ ワイズミューラー 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介 �社台レースホース大久保龍志 千歳 社台ファーム ４５２－ ４２：０２．９１� ６．２	
４８ セータミスタ 牝３黒鹿５４ 川田 将雅藤田 孟司氏 小島 茂之 新冠 ノースヒルズマネジメント ４２４－ ２２：０３．０� ３６．７

７１４ ブルガリアンローズ 牝３青鹿５４ 吉田 稔�ノースヒルズ 鮫島 一歩 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５０－２２２：０３．２１	 ２２２．３�

（愛知）

１１ テンシノオリジナル 牡３鹿 ５６
５４ △国分 恭介杉谷 桝夫氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 ４６０＋ ４２：０３．４１	 ２０６．８�

７１３ アンティフリーズ 牝３黒鹿５４ 浜中 俊後藤 繁樹氏 坂口 正則 新ひだか 有限会社 レキ
シントンファーム ４４４－ ６２：０３．６１� １５４．４

８１６ コバルトインスカイ 牝３黒鹿５４ 秋山真一郎服部 新平氏 吉岡 八郎 浦河 鮫川フアーム ４４２－ ２２：０４．７７ ４７０．９�
８１５ トップバゴチャン 牝３青鹿５４ 和田 竜二�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４７０＋ ２２：０４．９１	 １１０．５�
２４ メイショウテクノ 牡３栗 ５６

５３ ▲高倉 稜松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４１４－１０２：０５．１１	 １８２．４�
５１０ マルタカオペラ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣�橋まゆみ氏 五十嵐忠男 浦河 細道牧場 B４２８－ ６２：０５．６３ ３２２．４�
６１１ ショウナンマガジン 牡３栗 ５６ 熊沢 重文国本 哲秀氏 梅田 智之 新ひだか 神垣 道弘 ４７６－ ２２：０７．２１０ ４４８．０�
３６ バトルドンジョン 牡３栗 ５６ 藤田 伸二宮川 秋信氏 本田 優 浦河 高岸 順一 ４５０－ ６２：０８．５８ １９．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，１６８，９００円 複勝： ３１，２３３，４００円 枠連： １２，８０８，８００円

普通馬連： ４８，７０８，５００円 馬単： ３５，５９２，３００円 ワイド【拡大馬連】： １８，５７８，９００円

３連複： ６５，７２１，６００円 ３連単： １０７，５０８，３００円 計： ３４２，３２０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １４０円 � １９０円 � ２００円 枠 連（２－３） ５００円

普通馬連 �� ８８０円 馬 単 �� １，６５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３８０円 �� ４３０円 �� ９００円

３ 連 複 ��� １，９３０円 ３ 連 単 ��� ６，９８０円

票 数

単勝票数 計 ２２１６８９ 的中 � ６４７６７（１番人気）
複勝票数 計 ３１２３３４ 的中 � ７６３７５（１番人気）� ３９２４１（４番人気）� ３７３６４（５番人気）
枠連票数 計 １２８０８８ 的中 （２－３） １９２６８（１番人気）
普通馬連票数 計 ４８７０８５ 的中 �� ４０９５７（３番人気）
馬単票数 計 ３５５９２３ 的中 �� １５９４８（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８５７８９ 的中 �� １２８６７（３番人気）�� １０９４２（４番人気）�� ４７３０（１５番人気）
３連複票数 計 ６５７２１６ 的中 ��� ２５２５１（５番人気）
３連単票数 計１０７５０８３ 的中 ��� １１３７０（７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．５―３６．９―４９．５―１：０１．５―１：１３．９―１：２６．２―１：３８．４―１：５０．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�レッドスティング �
�
父 Halling �

�
母父 Lear Fan デビュー ２０１０．２．１３ 京都２着

２００７．４．２２生 牡３鹿 母 Friendly 母母 Frankova ４戦１勝 賞金 ９，８００，０００円
〔制裁〕 カネトシパサージュ号の騎手川島信二は，３コーナーで内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（６番への進路影響）
〔その他〕 バトルドンジョン号は，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〕 ショウナンマガジン号は，平成２２年５月１０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。
（非当選馬） １頭 タイセイバリトン号
（非抽選馬） １頭 ダンスオブザムーン号
※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１０日 晴 良 （２２阪神２）第５日 第６競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１３時２０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

２２ スティルゴールド 牡３黒鹿５６ 安藤 勝己青山 洋一氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 ４７６－ ６１：３５．７ ３．１�

７８ シルクアーネスト 牡３栗 ５６ 池添 謙一有限会社シルク池添 兼雄 新冠 ハシモトフアーム ４７４＋ ６ 〃 クビ ６．０�
３３ エアラフォン 牡３栗 ５６ 岩田 康誠 �ラッキーフィールド池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４５４－ ２１：３５．８� ２．８�
５５ アルーリングライフ 牝３鹿 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 ４６８－ ２１：３６．０１� ２４．４�
６６ カネトシディオス 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介兼松 昌男氏 田中 章博 浦河 高昭牧場 ４３０＋ ２１：３６．６３� ４．２�
８９ マイネルナタリス 牡３黒鹿５６ 内田 博幸 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム ４４８－ ８１：３６．７� １１．０	
４４ 	 エーシンリバティー 牝３栗 ５４ 小牧 太�栄進堂 沖 芳夫 米 Winches-

ter Farm ５１２－ ４１：３６．９１� １２０．５

７７ ミ ゲ ー ル 牡３黒鹿 ５６

５４ △松山 弘平小林 保一氏 坪 憲章 熊本 吉村 功 ４６２＋ ２１：３７．０� ２７４．１�
１１ ケイエスケイト 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三キヨシサービス� 高橋 成忠 日高 高柳 隆男 ４５６± ０１：３７．１� ４６．６�
８１０ ワ シ リ ー サ 牝３鹿 ５４ 川島 信二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 山内 研二 新ひだか 矢野牧場 ４５０－１０１：３７．３１� １３４．１

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２４，５１８，２００円 複勝： ３５，５５２，８００円 枠連： １０，５０３，８００円

普通馬連： ５２，７１５，９００円 馬単： ４３，２４０，０００円 ワイド【拡大馬連】： １９，７９８，２００円

３連複： ６６，８９８，０００円 ３連単： １４６，１２１，７００円 計： ３９９，３４８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １３０円 � １６０円 � １３０円 枠 連（２－７） ８７０円

普通馬連 �� ８５０円 馬 単 �� １，１９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３３０円 �� １９０円 �� ２９０円

３ 連 複 ��� ７９０円 ３ 連 単 ��� ４，４７０円

票 数

単勝票数 計 ２４５１８２ 的中 � ６３０９９（２番人気）
複勝票数 計 ３５５５２８ 的中 � ８３６３３（２番人気）� ４８１７６（４番人気）� ８５７６９（１番人気）
枠連票数 計 １０５０３８ 的中 （２－７） ９０１１（４番人気）
普通馬連票数 計 ５２７１５９ 的中 �� ４６１４４（４番人気）
馬単票数 計 ４３２４００ 的中 �� ２６９１０（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９７９８２ 的中 �� １３３４５（６番人気）�� ３０７６３（１番人気）�� １５７３１（４番人気）
３連複票数 計 ６６８９８０ 的中 ��� ６２６２６（２番人気）
３連単票数 計１４６１２１７ 的中 ��� ２４１５３（１０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１３．１―２５．０―３７．２―４９．７―１：０２．０―１：１３．２―１：２４．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．０―３F３３．７
３ ２，５（３，６）（１，８）９（７，１０）４ ４ ２，５（３，６）（８，９）（１，７，１０）４

勝馬の
紹 介

スティルゴールド �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Caerleon デビュー ２０１０．２．２８ 阪神１着

２００７．３．２６生 牡３黒鹿 母 カーラパワー 母母 Jabali ３戦２勝 賞金 １４，０００，０００円



０９０５５ ４月１０日 晴 良 （２２阪神２）第５日 第７競走 ��
��１，４００�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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

１１ シゲルタダカツ 牡３栗 ５６ 川島 信二森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 猿橋 義昭 ４９６－ ２１：２５．１ ５．７�

２３ ペガサスヒーロー 牡３鹿 ５６ 浜中 俊松岡 隆雄氏 石坂 正 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５４＋１４１：２５．３１� ４．１�

８１５ ダンツブラボー 牡３栗 ５６ 池添 謙一山元 哲二氏 池添 兼雄 浦河 野表 俊一 ４７８－ ４１：２５．５１� ９．１�
７１４ シゲルケンシン 牡３鹿 ５６

５４ △国分 恭介森中 蕃氏 沖 芳夫 浦河 中村 雅明 ４６８－ ６１：２５．８２ ３３．９�
３５ ピサライコネン 牡３芦 ５６ 岩田 康誠市川 義美氏 藤原 英昭 新ひだか フジワラフアーム ４６８－ ４１：２５．９� ３．８�
２４ シャイニーブレーヴ 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介小林 昌志氏 湯窪 幸雄 平取 コアレススタッド ４４２± ０１：２６．０� ４９．２�
１２ イサミダンス 牝３芦 ５４ 和田 竜二前田 哲郎氏 領家 政蔵 浦河 絵笛牧場 ４４４＋ ２ 〃 ハナ ２０６．１�
７１３ ケージーアメリカン 牡３栗 ５６ 内田 博幸川井 五郎氏 水野 貴広 新冠 岩見牧場 ４３６－１２１：２６．２１� ２７．８	
３６ ブルーライトニング 牡３栗 ５６ 松田 大作 
社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム ５０６± ０１：２６．３クビ １７．３�
６１１ クレムリンシチー 牡３栗 ５６ 秋山真一郎 �友駿ホースクラブ 清水 出美 浦河 アイオイファーム ４９６＋ ６１：２６．９３� ２５５．５
４８ サンヴァンサン 牝３栗 ５４

５２ △松山 弘平万波 健二氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４２０± ０１：２７．１１� １４．６�

８１６ ウインジェラルド 牡３栗 ５６ 川田 将雅�ウイン 安田 隆行 新冠 村上 欽哉 ４４２－１４１：２７．８４ ４７．８�
５１０ プリサイストップ 牡３鹿 ５６

５３ ▲高倉 稜冨沢 敦子氏 崎山 博樹 浦河 鮫川フアーム ４８２＋ ２ 〃 アタマ ４．７�
６１２� ショートエアリー 牝３鹿 ５４ 吉田 稔
ホースケア 山中 輝久 新ひだか 川端牧場 ４１０＋ ２１：２８．１２ ８１３．８�

（笠松） （愛知）

５９ ホープホーマン 牡３栗 ５６ 飯田 祐史久保 博文氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ５０６－ ８１：２８．８４ ３６９．８�
４７ フェブムービング 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦釘田 義広氏 川村 禎彦 新ひだか 森 政巳 ４７２＋２８１：２９．０１ １２５．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，５５０，４００円 複勝： ３２，９７７，７００円 枠連： １５，２１０，４００円

普通馬連： ５７，０５５，４００円 馬単： ３８，８５０，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，８２２，６００円

３連複： ７８，５０４，１００円 ３連単： １２１，９５１，９００円 計： ３８６，９２３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５７０円 複 勝 � １７０円 � １５０円 � ２１０円 枠 連（１－２） １，１６０円

普通馬連 �� １，１３０円 馬 単 �� ２，６００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４５０円 �� ６００円 �� ５８０円

３ 連 複 ��� ２，５６０円 ３ 連 単 ��� １６，０７０円

票 数

単勝票数 計 ２０５５０４ 的中 � ２８６００（４番人気）
複勝票数 計 ３２９７７７ 的中 � ５５５５２（３番人気）� ６４１８４（１番人気）� ３６３２８（５番人気）
枠連票数 計 １５２１０４ 的中 （１－２） ９７３１（５番人気）
普通馬連票数 計 ５７０５５４ 的中 �� ３７３２８（３番人気）
馬単票数 計 ３８８５０９ 的中 �� １１０６２（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１８２２６ 的中 �� １２５７６（３番人気）�� ８８４３（８番人気）�� ９１６６（７番人気）
３連複票数 計 ７８５０４１ 的中 ��� ２２７０５（７番人気）
３連単票数 計１２１９５１９ 的中 ��� ５６０２（４４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２２．８―３４．２―４６．２―５８．７―１：１１．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シゲルタダカツ �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 アンバーシヤダイ デビュー ２００９．１０．３ 阪神９着

２００７．５．２３生 牡３栗 母 オオシマサリー 母母 オオシマダリア １３戦２勝 賞金 ２７，１５０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 オールエモーション号・バルデッツァ号
※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。



０９０５６ ４月１０日 晴 良 （２２阪神２）第５日 第８競走 ��１，４００�サラブレッド系４歳以上
発走１４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

１：１９．９
１：１９．０

良

良

７１５ ホーカーハリケーン 牝４青鹿５５ 柴田 善臣 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ４８４＋ ４１：２０．７ ３．６�

３５ タニノネグローニ 牡４黒鹿５７ 四位 洋文谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 B４８４－ ２１：２１．０２ ２３．９�
３６ テ キ ー ラ 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 西橋 豊治 静内 岡野牧場 ４６６± ０１：２１．２１� ２．４�
４８ � ウイニングドラゴン 牡４黒鹿５７ 松田 大作奥村 幸男氏 小原伊佐美 浦河 東栄牧場 ４３０－ ２１：２１．３� ３８．９�
２３ ナリタスレンダー �５鹿 ５７ 熊沢 重文�オースミ 木原 一良 浦河 田中スタッド ４９０＋ ２１：２１．５１	 ６．９�
８１６ ロイヤルロード 牡４鹿 ５７

５５ △松山 弘平森 保彦氏 池上 昌弘 新ひだか 須甲牧場 ５１６－１０１：２１．６クビ １０９．４	
５１０ アンプレショニスト 牝４栗 ５５ 内田 博幸吉田 照哉氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４５８－ ６ 〃 クビ ６．８

８１７� ピサノヴァロン 牡４鹿 ５７ 秋山真一郎市川 義美氏 坂口 正大 新冠 松浦牧場 ４３６－ ２１：２１．７� ３３４．８�
６１２ ショウナンアトム 牡４鹿 ５７

５５ △国分 恭介国本 哲秀氏 梅田 智之 浦河 木戸口 昌治 ４６６＋ ２１：２１．８クビ １８３．５�
７１３ ビ ス カ ヤ 牝４黒鹿５５ 浜中 俊山内 邦一氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４３６＋１２１：２１．９	 ９４．１
１１ � ナビエストークス 牡４鹿 ５７ 吉田 稔 �キャロットファーム 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム ４６８－ ５１：２２．０クビ １５４．６�

（愛知）

２４ � トシザレイクブルー 牝４栗 ５５ 藤岡 佑介上村 叶氏 西浦 勝一 浦河 浦河小林牧場 ４４０－ ６１：２２．１	 ５５．０�
６１１ エンドオール 牡４鹿 ５７ 川島 信二前田 晋二氏 宮本 博 浦河 谷口牧場 ５３２－ ４１：２２．２	 ２３２．９�
４７ セレスコクオー 牡５青鹿５７ 和田 竜二岡 浩二氏 鈴木 孝志 浦河 大柳ファーム ５３０－ ８１：２２．３クビ １２．３�
７１４ エースデヨバン 牡８黒鹿５７ 酒井 学�ターフ・スポート田所 秀孝 様似 �村 伸一 B４６０± ０１：２２．５１� ３１２．５�
５９ スターリースカイ 牝４鹿 ５５ 池添 謙一�日進牧場 田中 章博 浦河 日進牧場 ４３２－ ２１：２３．３５ ３５．７�
１２ リ ー テ ィ ラ 牝４鹿 ５５

５２ ▲高倉 稜吉田 修氏 梅内 忍 新冠 武田 修一 ４９２± ０１：２３．４クビ ３９１．５�
８１８� タガノブリガデイロ 牡４青鹿 ５７

５４ ▲川須 栄彦八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ４８０＋ １ 〃 クビ ４８．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２２，６００，９００円 複勝： ３３，８４３，５００円 枠連： １９，７７３，１００円

普通馬連： ６９，３９７，３００円 馬単： ４８，５３４，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，４８４，８００円

３連複： ８２，６４０，６００円 ３連単： １５０，２７３，５００円 計： ４５１，５４８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １５０円 � ４００円 � １２０円 枠 連（３－７） ３９０円

普通馬連 �� ４，３００円 馬 単 �� ７，３８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１６０円 �� １９０円 �� ６４０円

３ 連 複 ��� ２，６１０円 ３ 連 単 ��� ２２，１４０円

票 数

単勝票数 計 ２２６００９ 的中 � ５００７９（２番人気）
複勝票数 計 ３３８４３５ 的中 � ６２３２２（２番人気）� １３６２０（６番人気）� １０７４１８（１番人気）
枠連票数 計 １９７７３１ 的中 （３－７） ３７８１９（１番人気）
普通馬連票数 計 ６９３９７３ 的中 �� １１９３５（１２番人気）
馬単票数 計 ４８５３４５ 的中 �� ４８５４（２３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４４８４８ 的中 �� ４３５７（１２番人気）�� ４０７５１（１番人気）�� ８４１１（７番人気）
３連複票数 計 ８２６４０６ 的中 ��� ２３３７６（５番人気）
３連単票数 計１５０２７３５ 的中 ��� ５０１０（５４番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．７―１１．２―１１．６―１１．６―１１．４―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．２―３４．４―４６．０―５７．６―１：０９．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．３―３F３４．７
３ １５（７，９，１６）（５，１０，１８）（１，１３）８（１２，１４）６（１１，１７）３－４，２ ４ １５（７，９，１６）（５，１０，１８）１（８，１３，１４，３）１２（６，１７）４，１１－２

勝馬の
紹 介

ホーカーハリケーン �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Leading Counsel デビュー ２００８．１１．１６ 京都１着

２００６．２．３生 牝４青鹿 母 ワールウインド 母母 Battledress １０戦２勝 賞金 ２２，８４６，０００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 シーシャトー号
※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。



０９０５７ ４月１０日 晴 良 （２２阪神２）第５日 第９競走 ��
��２，４００�大阪―ハンブルクカップ

発走１５時００分 （芝・右・外）

４歳以上，２１．４．１１以降２２．４．４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 ２３，０００，０００円 ９，２００，０００円 ５，８００，０００円 ３，５００，０００円 ２，３００，０００円
付 加 賞 ３２２，０００円 ９２，０００円 ４６，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２４．２
２：２２．１

良

良

４４ ニホンピロレガーロ 牡７鹿 ５５ 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 静内 福岡 清 ５０８－ ２２：２７．０ ２８．２�

７９ ミッキーペトラ 牡４鹿 ５４ 岩田 康誠野田みづき氏 森 秀行 静内 矢野牧場 ４９８± ０２：２７．１� ６．４�
５５ トーセンキャプテン 牡６鹿 ５７ 藤岡 佑介島川 �哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４９４＋ ４ 〃 クビ ９．８�
８１１ ケンブリッジレーザ 牡７青 ５３ 柴田 善臣中西 健造氏 大根田裕之 浦河 ヒダカフアーム ５０２± ０２：２７．２クビ ２３．３�
１１ メインストリーム 牡５鹿 ５５ 内田 博幸臼田 浩義氏 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ４８４＋ ２２：２７．４１� ２．２�
５６ テンシノゴールド 牡７鹿 ５３ 小牧 太杉谷 桝夫氏 橋口弘次郎 門別 北海牧場 ４７０± ０ 〃 ハナ １６．２�
３３ マンハッタンスカイ 牡６黒鹿５５ 吉田 稔 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 浅見 秀一 新冠 カミイスタット B５３６＋１２ 〃 クビ ３０．８

（愛知）

８１２ キングトップガン 牡７鹿 ５２ 木幡 初広池田 豊治氏 鮫島 一歩 新冠 北星村田牧場 ４９６± ０２：２７．５� ２６７．７�
７１０ レッドアゲート 牝５黒鹿５２ 浜中 俊ディアレスト 高木 登 浦河 小島牧場 ４４２＋ ２２：２７．６� ４８．３�
２２ ナ イ ア ガ ラ 牡７芦 ５２ 和田 竜二金子真人ホール

ディングス	 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４７６＋ ６ 〃 クビ １４．７
６７ メイショウドンタク 牡４黒鹿５４ 武 幸四郎松本 好雄氏 本田 優 浦河 太陽牧場 ４９４－ ２２：２７．７クビ １１．１�
６８ ドリームフライト 牡６栗 ５１ 国分 恭介吉田 勝己氏 鈴木 孝志 早来 ノーザンファーム ５０８± ０２：２７．８� ５．３�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３２，９４２，５００円 複勝： ５０，６２４，６００円 枠連： ２５，７９８，９００円

普通馬連： １２３，３８２，８００円 馬単： ７９，７６６，９００円 ワイド【拡大馬連】： ４０，５２６，０００円

３連複： １５２，０６９，９００円 ３連単： ２９５，５４９，８００円 計： ８００，６６１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，８２０円 複 勝 � ５９０円 � ２９０円 � ３４０円 枠 連（４－７） ８，１１０円

普通馬連 �� ８，２４０円 馬 単 �� ２０，６５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，７２０円 �� ２，８１０円 �� １，３４０円

３ 連 複 ��� ２７，６３０円 ３ 連 単 ��� ２３２，０４０円

票 数

単勝票数 計 ３２９４２５ 的中 � ９２２９（９番人気）
複勝票数 計 ５０６２４６ 的中 � ２０６７３（８番人気）� ４９６９７（３番人気）� ４０４３１（５番人気）
枠連票数 計 ２５７９８９ 的中 （４－７） ２３４８（２２番人気）
普通馬連票数 計１２３３８２８ 的中 �� １１０６３（３０番人気）
馬単票数 計 ７９７６６９ 的中 �� ２８５２（６７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４０５２６０ 的中 �� ３６３１（３３番人気）�� ３５１６（３５番人気）�� ７６１１（１３番人気）
３連複票数 計１５２０６９９ 的中 ��� ４０６２（８２番人気）
３連単票数 計２９５５４９８ 的中 ��� ９４０（５７４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．７―２４．３―３７．５―５０．２―１：０２．７―１：１５．２―１：２７．８―１：４０．４―１：５２．６―２：０３．９―２：１５．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ニホンピロレガーロ �
�
父 アドマイヤベガ �

�
母父 ニホンピロウイナー デビュー ２００６．３．２５ 阪神１２着

２００３．５．３０生 牡７鹿 母 ニホンピロポリーナ 母母 ニホンピロクリア ２６戦５勝 賞金 １２０，０９４，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
※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１０日 晴 良 （２２阪神２）第５日 第１０競走 ��
��１，４００�第５３回サンケイスポーツ杯阪神牝馬ステークス（ＧⅡ）

発走１５時３５分 （芝・右）
牝，４歳以上；負担重量は，５５�，２１．４．１１以降GⅠ競走１着馬２�増，GⅡ競走１着馬
１�増，２１．４．１０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 ５３，０００，０００円 ２１，０００，０００円 １３，０００，０００円 ８，０００，０００円 ５，３００，０００円
付 加 賞 １，２８８，０００円 ３６８，０００円 １８４，０００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

４７ アイアムカミノマゴ 牝４鹿 ５５ 秋山真一郎堀 紘一氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４７２± ０１：２０．２ ２３．７�

６１１ プロヴィナージュ 牝５鹿 ５５ 佐藤 哲三林 邦良氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ５２０＋ ２１：２０．５２ ９．８�
１１ カノヤザクラ 牝６栗 ５５ 小牧 太神田 薫氏 橋口弘次郎 門別 浜本牧場 ５１２－ ２１：２０．６� ２５．１�
７１５ ブロードストリート 牝４鹿 ５６ 藤田 伸二下河�行雄氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 ４５４± ０ 〃 ハナ ７．６�
７１４ ショウナンラノビア 牝７栗 ５５ 岩田 康誠国本 哲秀氏 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム ５０６－ ２１：２０．７クビ ９８．９�
８１７ ラ ド ラ ー ダ 牝４青鹿５５ 安藤 勝己 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ４２８－ ２ 〃 アタマ ４．０	
８１８ ウエスタンビーナス 牝７黒鹿５５ 和田 竜二西川 賢氏 鈴木 康弘 静内 北西牧場 ４６２－１０ 〃 クビ １９６．３

２４ ベストロケーション 牝５芦 ５５ 木幡 初広 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４８０± ０１：２０．８クビ １２．２�
５９ ワンカラット 牝４黒鹿５５ 藤岡 佑介青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム ５０４－ ４ 〃 クビ ４．０�
２３ サンクスノート 牝５鹿 ５５ 川田 将雅下河�行雄氏 二ノ宮敬宇 門別 下河辺牧場 ４８６－ ６ 〃 ハナ ３７．４
４８ キルシュブリューテ 牝６鹿 ５５ 吉田 稔 �ローレルレーシング 和田 正道 新冠 対馬 正 ４８４－ ４１：２１．０１� ２７５．０�

（愛知）

５１０ デリキットピース 牝４黒鹿５５ 柴田 善臣 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４２４－ ６１：２１．１クビ １４．１�
６１２ ヒカルアマランサス 牝４栗 ５５ 内田 博幸�橋 京子氏 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４５６－ ４１：２１．２� ６．３�
１２ ストリートスタイル 牝５鹿 ５５ 浜中 俊下河辺隆行氏 坂口 正大 門別 下河辺牧場 ４２４－ ２ 〃 ハナ ２１．０�
７１３ サンレイジャスパー 牝８鹿 ５５ 難波 剛健永井 啓弍氏 高橋 成忠 静内 岡野牧場 ４８８＋ ２１：２１．６２� ３３２．６�
３６ コウユーキズナ 牝６黒鹿５５ 松田 大作加治屋康雄氏 領家 政蔵 門別 森永牧場 ４８２＋１０ 〃 ハナ ３１２．３�
８１６ トールポピー 牝５鹿 ５６ 池添 謙一 �キャロットファーム 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ４８８－ ２１：２１．９１	 ６２．２�
３５ グランプリエンゼル 牝４栃栗５５ 熊沢 重文北側 雅司氏 矢作 芳人 三石 上村 清志 ４３２－ ２１：２２．２２ ７８．９�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ９９，５１４，１００円 複勝： １５５，２１７，９００円 枠連： ８４，３３１，８００円

普通馬連： ４７１，１７８，０００円 馬単： ２３５，２０４，５００円 ワイド【拡大馬連】： １３４，６８５，３００円

３連複： ６０１，３０８，３００円 ３連単： １，０５３，７０１，１００円 計： ２，８３５，１４１，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，３７０円 複 勝 � ７００円 � ３４０円 � ７３０円 枠 連（４－６） ３，５８０円

普通馬連 �� ８，３３０円 馬 単 �� １７，９７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，５１０円 �� ４，６３０円 �� ３，８３０円

３ 連 複 ��� ７４，４４０円 ３ 連 単 ��� ４４６，１５０円

票 数

単勝票数 計 ９９５１４１ 的中 � ３３１９２（９番人気）
複勝票数 計１５５２１７９ 的中 � ５６３５６（９番人気）� １３３３３７（５番人気）� ５３２５８（１０番人気）
枠連票数 計 ８４３３１８ 的中 （４－６） １７４２４（１８番人気）
普通馬連票数 計４７１１７８０ 的中 �� ４１７４９（３４番人気）
馬単票数 計２３５２０４５ 的中 �� ９６６４（７１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１３４６８５３ 的中 �� １３３４０（３３番人気）�� ７１２０（５０番人気）�� ８６４１（４７番人気）
３連複票数 計６０１３０８３ 的中 ��� ５９６２（１６９番人気）
３連単票数 計１０５３７０１１ 的中 ��� １７４３（９７９番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．４―１１．２―１１．７―１１．５―１１．４―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２２．６―３３．８―４５．５―５７．０―１：０８．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．４―３F３４．７
３ １４，１８，１０（３，４，５）７，１５（１，１１）１７（６，１２）（２，１３，１６）９，８ ４ ・（１４，１８）（１０，５）（３，４）（７，１５）（１，１１）１７，６（２，１６）（１２，１３）９，８

勝馬の
紹 介

アイアムカミノマゴ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Danzig Connection デビュー ２００８．６．２８ 福島１着

２００６．２．２２生 牝４鹿 母 アイアムザウィナー 母母 Blue Jean Baby １２戦４勝 賞金 １２１，８３３，０００円
〔発走状況〕 ストリートスタイル号は，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。
（非抽選馬） ４頭 サワヤカラスカル号・ジェルミナル号・マイネエスポワール号・レジネッタ号
※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。



０９０５９ ４月１０日 晴 良 （２２阪神２）第５日 第１１競走 ��
��１，８００�

ひ め じ

姫 路 特 別
発走１６時１０分 （ダート・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 ３４３，０００円 ９８，０００円 ４９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

８１５ デジタルキャッシュ 牡５鹿 ５７ 松田 大作吉田 和美氏 中尾 秀正 新冠 ヤマオカ牧場 ５１８＋１８１：５２．０ ３．０�

８１６� プラチナメーン 牡５栗 ５７ 小牧 太広尾レース� 森 秀行 米 Dede McGehee &
Delia McGehee ４９２＋ ２１：５２．７４ ６．６�

６１１ ナムラブレット 牡４鹿 ５７ 国分 恭介奈村 信重氏 野村 彰彦 新ひだか 小野 秀治 ４４８＋ ２１：５３．０２ ６．６�
３５ � ジェンティリティー 	５栗 ５７ 岩田 康誠前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ５２８＋１０ 〃 ハナ １６．０�
４７ リバティーフロー 牡４栗 ５７ 内田 博幸臼田 浩義氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４９２－ ２ 〃 アタマ ４．５�
７１４ マッシヴエンペラー 牡５栗 ５７ 和田 竜二小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム ４８２－ ２１：５３．１クビ ９．６�
６１２ ツルガオカランナー 牡５鹿 ５７ 川田 将雅松本 兼吉氏 池江 泰寿 千歳 社台ファーム ４８０－１２ 〃 ハナ ９．８	
２３ ヒカリコーズウェー 	５鹿 ５７ 小林 徹弥當山 
則氏 谷 潔 浦河 日の出牧場 ５１６± ０１：５３．３１
 ２５．１�
１２ プレストンペスカ 牡５鹿 ５７ 秋山真一郎ユーモード 松永 昌博 浦河 中村 雅明 ４６２－ ２１：５３．５� ８１．２�
５１０ エプソムスタウト 牡６鹿 ５７ 吉田 稔 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 武 宏平 新冠 辻 和明 ４７８－ ４１：５３．９２
 １１８．１
（愛知）

１１ ケージーハッピー 牝５青鹿５５ 藤岡 佑介川井 五郎氏 斎藤 誠 新冠 岩見牧場 B５０４－ ４１：５４．１� ４４．７�
７１３ シゲルダイセン 牡４鹿 ５７ 熊沢 重文森中 蕃氏 木原 一良 静内 岡田牧場 ４６４－ ２１：５４．４２ ２００．５�
５９ セフティファントム 牡４栗 ５７ 浜中 俊池田 實氏 目野 哲也 三石 三石橋本牧場 ４８４－ ５１：５４．６１
 ８７．４�
４８ テンシノコンコルド 牡７青 ５７ 中村 将之杉谷 桝夫氏 田所 秀孝 門別 法理牧場 ５００－ ６１：５４．８� ２１８．９�
２４ ゼンノモナルカ 牡６黒鹿５７ 武 幸四郎大迫久美子氏 藤岡 範士 三石 水上 習孝 B４７２＋ ２１：５５．１１� ６０．６�
３６ ミスターシーザ 牡７芦 ５７ 松山 弘平廣嶋 景子氏 中尾 秀正 門別 春木 昭雄 ４６８－ ６１：５５．２
 ２３３．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２９，４１１，６００円 複勝： ４５，４３２，２００円 枠連： ３７，５２６，０００円

普通馬連： １１７，９２５，４００円 馬単： ７１，５２３，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３６，０１７，２００円

３連複： １４０，１７０，４００円 ３連単： ２５９，５８５，３００円 計： ７３７，５９１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １４０円 � ２２０円 � １９０円 枠 連（８－８） ９８０円

普通馬連 �� ９９０円 馬 単 �� １，６５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４４０円 �� ４２０円 �� ７１０円

３ 連 複 ��� ２，０７０円 ３ 連 単 ��� ７，６８０円

票 数

単勝票数 計 ２９４１１６ 的中 � ７９５０１（１番人気）
複勝票数 計 ４５４３２２ 的中 � １１１２３０（１番人気）� ４６８６８（４番人気）� ６１２２８（３番人気）
枠連票数 計 ３７５２６０ 的中 （８－８） ２８４２２（４番人気）
普通馬連票数 計１１７９２５４ 的中 �� ８８０１４（１番人気）
馬単票数 計 ７１５２３４ 的中 �� ３２００７（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３６０１７２ 的中 �� ２１０５５（２番人気）�� ２１８８８（１番人気）�� １１９４９（１０番人気）
３連複票数 計１４０１７０４ 的中 ��� ５０１４７（１番人気）
３連単票数 計２５９５８５３ 的中 ��� ２４９６９（１番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１３．２―１２．６―１３．２―１２．５―１２．２―１２．３―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．２―３６．４―４９．０―１：０２．２―１：１４．７―１：２６．９―１：３９．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

デジタルキャッシュ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 Rainbow Quest デビュー ２００８．１０．５ 札幌１着

２００５．４．１９生 牡５鹿 母 ロビースレインボウ 母母 Mary Martin ５戦４勝 賞金 ４０，１４３，０００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。



０９０６０ ４月１０日 晴 良 （２２阪神２）第５日 第１２競走 ��１，４００�サラブレッド系４歳以上
発走１６時４０分 （ダート・右）

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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

１２ キシュウグラシア 牝４黒鹿５５ 川田 将雅木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４７６＋ ２１：２４．７ ３．９�

３６ アデュラリア 牝４芦 ５５ 藤岡 佑介�ターフ・スポート平田 修 日高 ナカノファーム ４８８＋ ６１：２４．８� ３０．１�
４８ チャームドリーム 牝４鹿 ５５ 池添 謙一タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 ４７６－ ４１：２５．０１� １０．９�
２４ ヴェイルドクリス 牝５青鹿 ５５

５３ △国分 恭介 �社台レースホース松元 茂樹 千歳 社台ファーム ４８４－ ４ 〃 ハナ １０．１�
６１１ エルメスグリーン 牝４鹿 ５５ 秋山真一郎 �グリーンファーム 中村 均 日高 シンコーファーム ４９０＋ ２１：２５．２１ ５．５�
７１４ メイショウワカツキ 牝５青 ５５ 熊沢 重文松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 ５２４＋ ４１：２５．４１ ２２．４	
５９ アドマイヤインディ 牝４栗 ５５ 岩田 康誠近藤 利一氏 梅田 智之 洞爺 ノーザンファーム ４４６± ０１：２５．５� ４．０

８１５ グリッターエルフ 牝６黒鹿５５ 和田 竜二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 門別 槇本牧場 ４７８＋ ８１：２５．６� １４．９�
３５ トーセンベルファム 牝５鹿 ５５ 四位 洋文島川 �哉氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ４６４＋ ４ 〃 クビ １３．７
４７ キ ア ー ロ 牝５栗 ５５ 渡辺 薫彦 �ローレルレーシング 佐山 優 新冠 大栄牧場 ４６４－ ２ 〃 アタマ ９８．８�
１１ コパノマユチャン 牝４栗 ５５ 吉田 稔小林 祥晃氏 作田 誠二 浦河 高岸 順一 ４３６± ０１：２５．７� ３１．９�

（愛知）

２３ トウカイポプリ 牝５青鹿 ５５
５２ ▲川須 栄彦内村 正則氏 野中 賢二 新冠 長浜牧場 B４４６± ０ 〃 アタマ ２４．８�

６１２ イカガデスカ 牝６鹿 ５５
５２ ▲高倉 稜小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 ４９２＋ ２ 〃 アタマ ９６．５�

８１６ ウォーターリング 牝５黒鹿５５ 武 幸四郎山岡 正人氏 須貝 尚介 門別 豊洋牧場 ４３４－ ４１：２６．３３� ６９．５�
７１３ オメガリトルスター 牝４栗 ５５

５３ △松山 弘平原 �子氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４３６－ ２１：２６．６２ ６３．３�
５１０ ワンダーフウラン 牝４鹿 ５５ 佐藤 哲三山本 信行氏 領家 政蔵 三石 城地 清満 ４６４＋ ８１：２７．０２� ２３．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４１，４５７，７００円 複勝： ６３，６７２，４００円 枠連： ４１，５０３，６００円

普通馬連： １４９，０１６，４００円 馬単： ８９，５９３，０００円 ワイド【拡大馬連】： ５３，３５６，８００円

３連複： ２０２，０２０，０００円 ３連単： ３６１，８３７，７００円 計： １，００２，４５７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １８０円 � ７００円 � ３３０円 枠 連（１－３） １，６００円

普通馬連 �� ６，４４０円 馬 単 �� １０，４００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，０１０円 �� ９２０円 �� ４，８００円

３ 連 複 ��� ２３，４４０円 ３ 連 単 ��� １３８，０１０円

票 数

単勝票数 計 ４１４５７７ 的中 � ８４５９０（１番人気）
複勝票数 計 ６３６７２４ 的中 � １２１００５（１番人気）� １９４３０（１２番人気）� ４８８３２（４番人気）
枠連票数 計 ４１５０３６ 的中 （１－３） １９１５０（７番人気）
普通馬連票数 計１４９０１６４ 的中 �� １７０８９（２６番人気）
馬単票数 計 ８９５９３０ 的中 �� ６３５９（４０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５３３５６８ 的中 �� ６４７４（２５番人気）�� １４９５８（６番人気）�� ２６５５（５５番人気）
３連複票数 計２０２０２００ 的中 ��� ６３６１（８４番人気）
３連単票数 計３６１８３７７ 的中 ��� １９３５（４５３番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．０―１１．８―１２．２―１２．１―１２．０―１３．３

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

コーナー
通過順位

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

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４黒鹿 母 メイショウヤヨイ 母母 ニツセイリラ １７戦３勝 賞金 ３９，８００，０００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。
（非抽選馬） ２頭 マイプラーナ号・ミキノセレナーデ号
※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。



（２２阪神２）第５日 ４月１０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 １８１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

２８６，１５０，０００円
８，５２０，０００円
７，２００，０００円
２，７９０，０００円
２８，７００，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６４，５３６，０００円
５，６８６，８００円
１，７９１，９００円

勝馬投票券売得金
３５７，１４７，５００円
５７８，５７３，６００円
２９３，２３５，６００円
１，２４１，２７３，４００円
７７３，７６４，５００円
４１４，５９２，４００円
１，６１２，１３３，７００円
２，８８３，６４４，９００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 ８，１５４，３６５，６００円

総入場人員 ２４，５３１名 （有料入場人員 ２３，５３２名）




