
０９０７３ ４月１７日 晴 重 （２２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

１：０９．７
１：０８．７

重

重

２３ サマーソング 牝３鹿 ５４ 福永 祐一セゾンレースホース� 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム ４５８＋ ４１：１１．９ ２．３�

３５ チャーミーハヅキ 牝３芦 ５４ 岡部 誠今 朝光氏 境 直行 新ひだか マツケン農場 ４５６－ ６１：１２．２２ ６．４�
（愛知）

７１４ テイエムウミユキ 牝３黒鹿５４ 高井 彰大竹園 正繼氏 新川 恵 浦河 川越ファーム ４２６± ０１：１２．４１� ５．７�
４８ シ ュ ン セ イ 牝３栗 ５４ 幸 英明石川 博氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 ４４６± ０１：１２．５� ２４．２�
２４ テイエムミューズ 牝３鹿 ５４ 和田 竜二竹園 正繼氏 柴田 光陽 浦河 杵臼牧場 ４５６± ０１：１２．７１� １６．０�
５９ ハッピースカッシュ 牝３栗 ５４ 池添 謙一馬場 幸夫氏 岡田 稲男 日高 日高大洋牧場 ４５４＋１６１：１２．９１ ６．６�
５１０ メ グ チ ャ ン 牝３黒鹿５４ 北村 友一大澤 毅氏 北出 成人 浦河 松田 憲一 ４２０＋ ４１：１３．２１� ４０．９	
８１６ ル ナ ピ ス タ 牝３青 ５４ 秋山真一郎
三嶋牧場 北出 成人 浦河 三嶋牧場 ４２６＋ ４１：１３．４１� ９１．３�
１２ ニホンピロビーナス 牝３鹿 ５４ 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 様似 様似堀牧場 ４６０－ ８ 〃 クビ ８．２�
４７ サンレイキャロル 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 ４５６＋ ２１：１３．５� ６９．９
６１１ コウエイマーチ 牝３黒鹿５４ 吉田 稔伊東 政清氏 山内 研二 鹿児島 伊東 政清 ４９６± ０１：１３．６� ４７．９�

（愛知）

１１ シ ゲ ル ネ ネ 牝３鹿 ５４
５２ △国分 恭介森中 蕃氏 鶴留 明雄 新ひだか 田湯牧場 ４１８－ ２１：１４．０２� １５２．９�

６１２ ウエスタンバレー 牝３鹿 ５４
５１ ▲高倉 稜西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか 北西牧場 ４１４－ ２ 〃 クビ ２０７．７�

８１５ バンブーアミーゴ 牝３栗 ５４
５２ △松山 弘平
バンブー牧場 佐藤 正雄 浦河 バンブー牧場 ４６６± ０１：１４．３１� １６９．５�

３６ ビコーコルサコフ 牝３栗 ５４ 鷹野 宏史
レジェンド 鹿戸 明 新ひだか 山口 修二 ４８０ ―１：１５．３６ １２７．３�
７１３ ガーリッシュ 牝３鹿 ５４ 川島 信二山上 和良氏 田島 良保 新ひだか 斉藤スタッド ４６２ ―１：１５．７２� ２７４．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，７０７，２００円 複勝： ２７，４５９，７００円 枠連： １３，０１４，２００円

普通馬連： ４１，６００，２００円 馬単： ３４，３１０，１００円 ワイド【拡大馬連】： １９，６４６，０００円

３連複： ６６，６４４，１００円 ３連単： ９９，６３８，２００円 計： ３１７，０１９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � １５０円 枠 連（２－３） ５００円

普通馬連 �� ６３０円 馬 単 �� ９９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２４０円 �� ２８０円 �� ４２０円

３ 連 複 ��� ９９０円 ３ 連 単 ��� ３，３９０円

票 数

単勝票数 計 １４７０７２ 的中 � ５２６１２（１番人気）
複勝票数 計 ２７４５９７ 的中 � ８６１５２（１番人気）� ４２５６８（２番人気）� ４１９１９（３番人気）
枠連票数 計 １３０１４２ 的中 （２－３） １９３７１（１番人気）
普通馬連票数 計 ４１６００２ 的中 �� ４９１３８（１番人気）
馬単票数 計 ３４３１０１ 的中 �� ２５６４３（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９６４６０ 的中 �� ２２５２２（１番人気）�� １７４４６（２番人気）�� １０３９５（５番人気）
３連複票数 計 ６６６４４１ 的中 ��� ５００３７（１番人気）
３連単票数 計 ９９６３８２ 的中 ��� ２１７１３（１番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１１．７―１２．０―１２．１―１２．９

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サマーソング �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 パレスダンサー デビュー ２０１０．２．１３ 京都４着

２００７．４．７生 牝３鹿 母 マサノチャーミング 母母 ユ ウ ビ ハ ク ４戦１勝 賞金 ８，１５０，０００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。



０９０７４ ４月１７日 晴 重 （２２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
１：４７．８

重

重

７９ タマモフルポケット 牡３鹿 ５６ 和田 竜二タマモ� 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム B４４４－ ２１：５４．２ １９．５�

２２ ミッキーメロディ 牡３鹿 ５６
５４ △国分 恭介三木 久史氏 中尾 秀正 浦河 金成吉田牧場 ４５０－ ２１：５４．５１� ３．２�

７８ シルクマッドネス �３黒鹿５６ 幸 英明有限会社シルク山内 研二 新冠 山岡ファーム ４４６＋ ２ 〃 クビ ５．６�
５５ スカイフォレスト 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介 �社台レースホース松田 博資 安平 追分ファーム ４７０－ ４１：５４．６クビ ４．８�
６７ ノアスカーレット 牝３鹿 ５４

５２ △松山 弘平佐山 公男氏 沖 芳夫 浦河 中神牧場 ４５８± ０１：５４．８１� ３８．２�
３３ モ ー レ ツ 牡３栗 ５６ 北村 友一小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 B５０８＋ ２ 〃 アタマ ３．８	
４４ シゲルタカウジ 牡３鹿 ５６ 石橋 守森中 蕃氏 飯田 明弘 日高 千葉飯田牧場 ４３８＋ ２ 〃 ハナ ５３．８

６６ グランプリバレット 牡３栗 ５６ 吉田 稔�グランプリ 清水 久詞 新冠 石田牧場 ４９２ ― 〃 ハナ １３．３�

（愛知）

１１ ヒルノカディス 牡３黒鹿５６ 岡部 誠蛭川 正文氏 福島 信晴 新冠 グリー牧場 ４６４－ ２１：５５．４３� ２８３．３�
（愛知）

８１０ クレスコサンデー 牡３青鹿５６ 浜中 俊堀川 三郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 ４８４－ ２１：５５．５� ８．５
８１１ カシノポピー 牝３鹿 ５４ 飯田 祐史柏木 務氏 鈴木 孝志 新冠 堤 牧場 ４０６＋ ２１：５７．３大差 ２６２．９�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １２，５４２，９００円 複勝： ２４，８６４，６００円 枠連： １１，６０５，５００円

普通馬連： ３８，８１８，７００円 馬単： ３３，６１７，４００円 ワイド【拡大馬連】： １７，０１５，０００円

３連複： ５７，７９１，０００円 ３連単： ９７，５７４，２００円 計： ２９３，８２９，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，９５０円 複 勝 � ４７０円 � １５０円 � １９０円 枠 連（２－７） ６７０円

普通馬連 �� ２，９７０円 馬 単 �� ９，１００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０７０円 �� １，１６０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� ５，０００円 ３ 連 単 ��� ４９，２６０円

票 数

単勝票数 計 １２５４２９ 的中 � ５０９４（７番人気）
複勝票数 計 ２４８６４６ 的中 � １０２０９（７番人気）� ５７０４７（１番人気）� ３５０４４（４番人気）
枠連票数 計 １１６０５５ 的中 （２－７） １２９０４（３番人気）
普通馬連票数 計 ３８８１８７ 的中 �� ９６５１（１３番人気）
馬単票数 計 ３３６１７４ 的中 �� ２７２７（３２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７０１５０ 的中 �� ３７６６（１３番人気）�� ３４５９（１４番人気）�� １０５２７（６番人気）
３連複票数 計 ５７７９１０ 的中 ��� ８５４５（１７番人気）
３連単票数 計 ９７５７４２ 的中 ��� １４６２（１６６番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．３―１３．２―１２．７―１２．９―１２．９―１２．５―１２．６―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．１―３７．３―５０．０―１：０２．９―１：１５．８―１：２８．３―１：４０．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タマモフルポケット �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 タイキシャトル デビュー ２０１０．１．１７ 京都１０着

２００７．４．１生 牡３鹿 母 ゼリービーン 母母 ジュエルヒル ５戦１勝 賞金 ５，５００，０００円
※カシノポピー号・シゲルタカウジ号は，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。



０９０７５ ４月１７日 晴 重 （２２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

７１３ フミノアカデミー 牡３栗 ５６ 幸 英明谷 二氏 西浦 勝一 浦河 谷口牧場 ４８４ ―１：１２．０ １９．６�

４７ ツルマルホクト 牡３栗 ５６ 酒井 学鶴田 任男氏 西園 正都 浦河 駿河牧場 ４９４＋ ２１：１２．４２� ２６．３�
５１０ キクノベリータ 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介菊池 五郎氏 吉田 直弘 新ひだか フクダファーム ４５０± ０１：１２．５クビ ２２．２�
３６ テイケイワイズ 牡３栗 ５６ 岡部 誠兼松 忠男氏 大橋 勇樹 新ひだか ヒサイファーム ４６２－ ２ 〃 クビ １５３．４�

（愛知）

３５ ネイルダウン 牡３黒鹿５６ 川田 将雅前田 晋二氏 沖 芳夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６４± ０ 〃 ハナ ４．６�
４８ ローレルベオウルフ 牡３栗 ５６ 石橋 守 �ローレルレーシング 河内 洋 新冠 高瀬牧場 ４２８－ ２１：１３．０３ ２６．４�
６１２ ゼ ッ ト フ ジ 牡３黒鹿 ５６

５４ △国分 恭介	フォーレスト 田所 清広 新ひだか 今 牧場 ４６２－１０１：１３．３１� １１４．４

７１４ シーアリオス 牡３栗 ５６

５４ △松山 弘平藤田 宗平氏 野村 彰彦 浦河 野村 正 ４５２－ ４１：１３．６２ １９４．１�
８１５ リリーレインジャー 牡３黒鹿５６ 池添 謙一土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 谷口育成牧場 ４８２± ０１：１３．７クビ １．８�
１１ アイアンアタック 牝３鹿 ５４ 野元 昭嘉池上 一馬氏 野元 昭 新ひだか 城地 清満 ４３４－ ３１：１３．８� １０６．２
２４ エルブロンネ 牝３鹿 ５４ 吉田 稔 	社台レースホース宮本 博 千歳 社台ファーム ４５４＋ ２ 〃 アタマ ７．１�

（愛知）

８１６ フ レ シ ー タ 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三	日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 ４４４ ― 〃 ハナ ７３．０�
６１１ ロ ス マ リ ン 牝３鹿 ５４ 北村 友一田口 廣氏 加藤 敬二 安平 田口 廣 ４５６＋ ２１：１４．０１� ３５２．４�
２３ プリンセスネージュ 牝３栗 ５４ 和田 竜二林 千枝子氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 ４６８ ―１：１４．９５ １１．６�
５９ リズミカルステップ 牝３栗 ５４ 浜中 俊有限会社シルク坂口 正大 新ひだか 千代田牧場 ４４８＋ ２１：１５．０� ４２．２�
１２ テイエムハナヤカ 牝３青鹿５４ 高井 彰大竹園 正繼氏 新川 恵 新ひだか テイエム牧場静内分場 ４５６－ ６１：２０．６大差 ４７４．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，９６０，８００円 複勝： ３９，３７７，６００円 枠連： １６，５５４，９００円

普通馬連： ４３，８０２，９００円 馬単： ４２，６３４，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，３５２，９００円

３連複： ６７，００４，２００円 ３連単： １１６，１２４，６００円 計： ３６４，８１２，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，９６０円 複 勝 � ８８０円 � １，２００円 � ６７０円 枠 連（４－７） ７，７７０円

普通馬連 �� ２７，５４０円 馬 単 �� ５９，１５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５，１１０円 �� ４，３１０円 �� ４，９６０円

３ 連 複 ��� １４２，１００円 ３ 連 単 ��� ８６５，６６０円

票 数

単勝票数 計 １８９６０８ 的中 � ７６５９（５番人気）
複勝票数 計 ３９３７７６ 的中 � １１８１７（６番人気）� ８４１５（８番人気）� １６０８０（５番人気）
枠連票数 計 １６５５４９ 的中 （４－７） １５７３（１８番人気）
普通馬連票数 計 ４３８０２９ 的中 �� １１７４（４４番人気）
馬単票数 計 ４２６３４７ 的中 �� ５３２（８１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０３５２９ 的中 �� ９７９（３９番人気）�� １１６４（３４番人気）�� １００９（３８番人気）
３連複票数 計 ６７００４２ 的中 ��� ３４８（１６５番人気）
３連単票数 計１１６１２４６ 的中 ��� ９９（９２１番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．１―１１．９―１２．０―１２．０―１２．３

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フミノアカデミー �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 エ ブ ロ ス 初出走

２００７．４．２６生 牡３栗 母 モ リ チ ヅ ル 母母 ベ ル ロ ビ ン １戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔発走状況〕 テイエムハナヤカ号は，発進不良〔あおる〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムハナヤカ号は，平成２２年６月１７日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 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。



０９０７６ ４月１７日 晴 稍重 （２２阪神２）第７日 第４競走 ��
��２，４００�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

２：２４．２
２：２２．１

良

良

１１ スマートフォーカス 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠大川 徹氏 宮 徹 安平 ノーザンファーム ４９２± ０２：２９．５ １．７�

３６ アクアブルーフライ 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹佐野 清氏 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 ４９４－１０２：２９．９２� ８．１�
２４ パントクラトール 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４４８－ ２２：３０．０� ２０．８�
７１４ サクラエンブレム 牡３青 ５６ 川田 将雅�さくらコマース池江 泰郎 新ひだか 新和牧場 ５０４－１０２：３０．１クビ １５．９�
４８ カレンパッキャオ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４９０－ ６ 〃 クビ ３３．０�
８１６� リヴィアローズ 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成山本 英俊氏 矢作 芳人 愛 J. Jam-

gotchian ４３６＋ ６２：３０．３１ ３８．２	
４７ セレナデスタン 牡３黒鹿５６ 吉田 稔島川 利子氏 松田 国英 新ひだか キヨミネ牧場 ４３６＋ ４ 〃 アタマ １８３．８


（愛知）

７１３ ヤマニンエルブ 牡３栗 ５６ 武 幸四郎土井 肇氏 村山 明 新冠 錦岡牧場 ４５８± ０２：３０．４クビ １０．８�
５９ タマモグランプリ 牡３鹿 ５６ 和田 竜二タマモ� 川村 禎彦 新冠 村田牧場 ４３２＋ ４２：３０．６１ ２６．６�
６１１ ドリームセーリング 牡３栗 ５６ 中舘 英二セゾンレースホース� 白井 寿昭 新ひだか 千代田牧場 B４６８± ０ 〃 クビ １６．５
５１０ サンマルグランデラ 牡３黒鹿 ５６

５４ △松山 弘平相馬 勇氏 鶴留 明雄 新冠 海馬沢 明 ４９６－ ６２：３１．５５ ４２２．２�
６１２ ゲットアヘッド 牡３黒鹿５６ 秋山真一郎武田 茂男氏 野村 彰彦 浦河 野村 正 ４６６－ ６２：３１．６クビ ２０８．１�
３５ ミスズエルドラド 牡３鹿 ５６

５４ △国分 恭介永井 啓弍氏 加藤 敬二 新ひだか 岡野牧場 ４４４＋ ４ 〃 クビ ４７４．３�
１２ オメガキングコング 牡３黒鹿５６ 安藤 勝己原 	子氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４７６－ ６２：３２．４５ ６．０�
２３ エーシンリュウセイ 牡３青鹿５６ 小牧 太�栄進堂 野中 賢二 浦河 多田 善弘 ４７６－ ８２：３７．５大差 ２５７．７�
８１５ イ ケ イ ケ 牝３鹿 ５４ 中村 将之小田切有一氏 谷 潔 新冠 アサヒ牧場 ４６４ ―２：４０．０大差 ３３８．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，４１３，４００円 複勝： ４８，０６１，２００円 枠連： ２０，６１５，７００円

普通馬連： ５４，３９１，３００円 馬単： ４５，０９１，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，７５２，９００円

３連複： ７９，８６４，０００円 ３連単： １２７，９０９，７００円 計： ４２４，０９９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � ２１０円 � ３５０円 枠 連（１－３） ５２０円

普通馬連 �� ６５０円 馬 単 �� ９６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３５０円 �� ７８０円 �� ２，０２０円

３ 連 複 ��� ４，３５０円 ３ 連 単 ��� １１，３９０円

票 数

単勝票数 計 ２３４１３４ 的中 � １０９９２４（１番人気）
複勝票数 計 ４８０６１２ 的中 � ２６２７８５（１番人気）� ３６２１３（３番人気）� １７８８２（７番人気）
枠連票数 計 ２０６１５７ 的中 （１－３） ２９３２９（２番人気）
普通馬連票数 計 ５４３９１３ 的中 �� ６１９４５（２番人気）
馬単票数 計 ４５０９１３ 的中 �� ３４８５８（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４７５２９ 的中 �� ２００２３（２番人気）�� ７６３０（７番人気）�� ２７５３（２９番人気）
３連複票数 計 ７９８６４０ 的中 ��� １３５６９（１４番人気）
３連単票数 計１２７９０９７ 的中 ��� ８２９３（２７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．６―２３．８―３７．３―５０．７―１：０３．７―１：１６．８―１：２９．７―１：４２．１―１：５４．２―２：０６．２―２：１７．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．４―３F３５．３
１
３

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

スマートフォーカス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２００９．１２．１２ 阪神３着

２００７．３．５生 牡３鹿 母 マッチザピース 母母 マッチポイント ５戦１勝 賞金 １１，４００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エーシンリュウセイ号・イケイケ号は，平成２２年５月１７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。



０９０７７ ４月１７日 晴 稍重 （２２阪神２）第７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

６１１ ヒダカタイザン 牡３鹿 ５６ 飯田 祐史藤井 謙氏 飯田 明弘 浦河 日東牧場 ４２０＋ ６１：２２．４ １９０．９�

７１３ マックスドリーム 牡３青鹿５６ 和田 竜二山田 弘氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド ５１８－ ６ 〃 クビ ６．８�
８１７ リッカスウィープ 牡３鹿 ５６ 中舘 英二立花 幸雄氏 須貝 尚介 浦河 佐々木 貴博 ４７８＋１４１：２２．６１� １７４．７�
５９ ファンドリノチカラ 牡３鹿 ５６ 幸 英明水戸 富雄氏 高橋 成忠 新冠 的場牧場 ４５０－ ４１：２２．７� ７１．５�
６１２ ファコンドー 牡３栗 ５６ 岡部 誠赤沼 秀典氏 牧浦 充徳 新冠 カミイスタット ４４２＋ ２ 〃 アタマ １３３．５�

（愛知）

４７ アドマイヤマスター 牡３芦 ５６ 川田 将雅近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ４７６－ ８１：２２．９� ８．４�
４８ ルアーズストリート 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎下河辺隆行氏 平田 修 日高 下河辺牧場 ４４４＋１２ 〃 ハナ ２７．８�
３５ スターマーチ 牝３青鹿５４ 安藤 勝己大澤 毅氏 鮫島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４４４ ―１：２３．０� ２１．１	
２３ キングシャーロット 牡３鹿 ５６ 浜中 俊馬場 幸夫氏 浅見 秀一 新ひだか 上村 清志 ４３８－１０１：２３．１クビ １５．５

３６ オメガブルーベリー 牝３栗 ５４ 岩田 康誠原 �子氏 坂口 正大 千歳 社台ファーム ４４８－ ４ 〃 クビ １．４�
２４ サンドリーナ 牝３栃栗 ５４

５２ △国分 恭介伊藤 信之氏 増本 豊 新冠 隆栄牧場 ３９４＋ ２ 〃 アタマ ３０８．９�
１２ ラインカイザー 牡３栗 ５６ 田中 克典大澤 繁昌氏 松永 昌博 新冠 新冠橋本牧場 ４８２＋ ４１：２３．２クビ ２１３．４
８１６ ヤマカツマヤリス 牝３栗 ５４ 池添 謙一山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 ４４４± ０ 〃 クビ １９．４�
５１０ アンディアブル 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成柴原 榮氏 小桧山 悟 日高 坂戸 節子 ４８４ ―１：２３．３� ３４７．０�

（ゴールデンライダー）

７１５ ヤマニンギモーヴ 牝３鹿 ５４
５２ △松山 弘平土井 肇氏 柴田 政見 新冠 錦岡牧場 ４８８ ―１：２３．４� １４８．２�

７１４ ニホンピロツボミ 牝３青鹿５４ 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 ４１２ ―１：２４．５７ ４０１．１�
１１ ローレルソヒール 牡３鹿 ５６

５３ ▲高倉 稜 �ローレルレーシング 庄野 靖志 新冠 石田牧場 ４０４± ０１：２５．５６ ８３．６�
８１８ ウィルシャー 牝３黒鹿５４ 武 幸四郎�辻牧場 友道 康夫 浦河 辻 牧場 ４５０ ―１：２５．８２ １５２．１�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２３，２０５，８００円 複勝： ６７，７２３，６００円 枠連： １７，３６５，７００円

普通馬連： ５１，２９１，８００円 馬単： ５０，５９８，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，０５６，０００円

３連複： ７６，２１１，６００円 ３連単： １３７，４９４，８００円 計： ４４６，９４８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９，０９０円 複 勝 � ６，５５０円 � ４５０円 � ５，０１０円 枠 連（６－７） １０，５８０円

普通馬連 �� ４６，６２０円 馬 単 �� １６０，９６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８，４３０円 �� ３５，７６０円 �� １０，２２０円

３ 連 複 ��� ６２４，９４０円 ３ 連 単 ��� ５，６３７，２９０円

票 数

単勝票数 計 ２３２０５８ 的中 � ９５８（１４番人気）
複勝票数 計 ６７７２３６ 的中 � ２５５８（１３番人気）� ４４０８３（２番人気）� ３３５９（１２番人気）
枠連票数 計 １７３６５７ 的中 （６－７） １２１２（２２番人気）
普通馬連票数 計 ５１２９１８ 的中 �� ８１２（４５番人気）
馬単票数 計 ５０５９８９ 的中 �� ２３２（１１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３０５６０ 的中 �� ６７５（４７番人気）�� １５８（１０９番人気）�� ５５６（５２番人気）
３連複票数 計 ７６２１１６ 的中 ��� ９０（３５７番人気）
３連単票数 計１３７４９４８ 的中 ��� １８（２３１２番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．６―１１．２―１１．９―１１．８―１２．０―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２２．９―３４．１―４６．０―５７．８―１：０９．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒダカタイザン �
�
父 メイショウオウドウ �

�
母父 ストームオンザルース デビュー ２００９．１１．２２ 京都８着

２００７．３．１０生 牡３鹿 母 ビューエリー 母母 ニツトウハナコ ４戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔発走状況〕 ヤマカツマヤリス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ヤマカツマヤリス号の調教師池添兼雄は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金１０，０００円。
〔調教再審査〕 ヤマカツマヤリス号は，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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 エーティーボストン号
（非抽選馬） ３頭 テイエムキャンドル号・ハッピーディレンマ号・マイネホコモモラ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０９０７８ ４月１７日 晴 重 （２２阪神２）第７日 第６競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１３時１０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
１：４７．８

重

重

３６ ミッキーバラード 牡３鹿 ５６ 和田 竜二野田みづき氏 池江 泰郎 新ひだか 下屋敷牧場 ５２６± ０１：５１．８ １．８�

７１４ マジェスティバイオ 牡３鹿 ５６ 池添 謙一バイオ� 藤原 英昭 平取 清水牧場 ４８４－ ２１：５２．０１� ８．６�
７１３ ビーチランデブー 牡３黒鹿５６ 武 幸四郎金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４５０＋ ２ 〃 クビ ２４．６�
１１ ロケットダイヴ 牡３鹿 ５６ 川田 将雅山本 英俊氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４５２－ ２１：５２．３１� ５１．０�
５１０ トウカイトキメキ 牡３栗 ５６ 三浦 皇成内村 正則氏 中村 均 日高 福満牧場 ５２６± ０ 〃 アタマ ６．４�
３５ タガノザイオン 牡３鹿 ５６ 幸 英明八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４７０± ０１：５２．４� ２７．２�
４８ ブリリアントシチー 牡３栗 ５６ 中村 将之 �友駿ホースクラブ 安達 昭夫 浦河 今井 秀樹 ５０８－ ４１：５２．８２� ５７．４	
２３ スーサンストリーム 牡３芦 ５６

５３ ▲高倉 稜林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４３８－ ４ 〃 アタマ ８．０

１２ オメガブルーグラス 牡３栗 ５６

５３ ▲川須 栄彦原 	子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４５６± ０１：５３．２２� １３４．７�
２４ タガノキャプテン 牡３栗 ５６ 北村 友一八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４８６－ ２１：５３．３� ２８９．１�
５９ 
 ラッキーサンライズ 牡３鹿 ５６ 岡部 誠永田 捷子氏 川西 毅 新ひだか 荒木 貴宏 ４６２－ ２１：５３．４� ４４３．５

（愛知） （愛知）

６１１ アレックスバローズ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠猪熊 広次氏 野中 賢二 新冠 川島牧場 ４６４＋ ４１：５３．６１ ５４．０�
８１６ ムーンライトソード 牡３栗 ５６

５４ △松山 弘平 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４６８－ ８ 〃 ハナ １９．８�
８１５� リ ザ ル ヴ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一後藤 繁樹氏 森 秀行 日高 いとう牧場 ４９６－ ４１：５４．２３� １０９．４�
６１２
 ホウライオーカン 牡３鹿 ５６ 吉田 稔橋元 幸平氏 藤ヶ崎一男 日高 ナカノファーム B４６６± ０ 〃 ハナ ４１１．９�

（愛知） （愛知）

４７ ナムラアレグロ 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎奈村 信重氏 野村 彰彦 浦河 谷川牧場 ４８６± ０１：５４．６２� １３．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，１７８，５００円 複勝： ３９，０９８，４００円 枠連： ２０，８００，３００円

普通馬連： ６５，６７８，５００円 馬単： ５０，７５１，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，５８２，２００円

３連複： ８９，０１０，４００円 ３連単： １３７，４３１，９００円 計： ４５８，５３１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １２０円 � ２３０円 � ４５０円 枠 連（３－７） ６２０円

普通馬連 �� ９３０円 馬 単 �� １，３４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４５０円 �� ９００円 �� ２，０８０円

３ 連 複 ��� ５，２５０円 ３ 連 単 ��� １５，８９０円

票 数

単勝票数 計 ２７１７８５ 的中 � １２５４３５（１番人気）
複勝票数 計 ３９０９８４ 的中 � １２７８５０（１番人気）� ３８３１４（４番人気）� １５６６７（８番人気）
枠連票数 計 ２０８００３ 的中 （３－７） ２４９０３（２番人気）
普通馬連票数 計 ６５６７８５ 的中 �� ５２４１９（４番人気）
馬単票数 計 ５０７５１６ 的中 �� ２８０７９（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８５８２２ 的中 �� １６９２６（３番人気）�� ７７１８（１０番人気）�� ３１７６（２６番人気）
３連複票数 計 ８９０１０４ 的中 ��� １２５２３（１７番人気）
３連単票数 計１３７４３１９ 的中 ��� ６３８６（４１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．６―３６．６―４８．６―１：０１．４―１：１４．３―１：２７．１―１：３９．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．４―３F３７．５
１
３

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

２
４

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミッキーバラード �
�
父 Fusaichi Pegasus �

�
母父 Saint Ballado デビュー ２０１０．３．７ 阪神１１着

２００７．２．１生 牡３鹿 母 セイントリースカウト 母母 Fit to Scout ３戦２勝 賞金 １２，０００，０００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 ツルマルスピリット号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０９０７９ ４月１７日 晴 重 （２２阪神２）第７日 第７競走 ��１，８００�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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

８１１ レディームスタング 牝４栗 ５５ 小林慎一郎�野 葉子氏 梅田 智之 浦河 大成牧場 ４７４＋ ４１：５２．３ ９．１�

７９ ファイブスター 牝５芦 ５５ 安藤 勝己吉田 照哉氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム ４５２± ０１：５２．７２� ２．９�
５６ ワンダースル 牝４青鹿５５ 野元 昭嘉山本 信行氏 野元 昭 三石 米田牧場 ４４０＋１４１：５３．７６ ６２．０�
７１０ キララチュール 牝４青鹿 ５５

５２ ▲川須 栄彦��昭牧場 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 ４５２＋ ２１：５３．８クビ ６７．０�
８１２� クリノソーニャ 牝５鹿 ５５ 幸 英明栗本 博晴氏 谷 潔 浦河 吉田 又治 ４５６＋ ６ 〃 クビ ３．５�
６７ ラウリシルヴァ 牝４栗 ５５ 岩田 康誠 �社台レースホース鮫島 一歩 千歳 社台ファーム ４６８＋１４１：５４．２２� ２５．７�
４４ コウエイテンプウ 牝４鹿 ５５ 浜中 俊西岡 静男氏 坂口 正大 浦河 安原 実 ４８０＋ ４１：５４．３� ４．０	
５５ ウォーターリメイン 牝５栗 ５５ 酒井 学山岡 良一氏 鹿戸 明 浦河 本巣牧場 ４１２＋１０１：５４．７２� ９０．１

２２ � トウケイシャイン 牝４栗 ５５ 鷹野 宏史木村 信彦氏 沖 芳夫 えりも エクセルマネジメント ４５６－ ２１：５４．８� ２３４．１�
６８ � ラガートップラン 牝５栗 ５５

５３ △松山 弘平奥村 啓二氏 柴田 政見 静内 今 牧場 ４２４－ ２１：５５．１１� ２２９．１�
１１ オレンジシュプール 牝５栗 ５５ 吉田 稔 東京ホースレーシング 松田 国英 千歳 社台ファーム ４３４－ ４１：５５．２クビ ２２．４�

（愛知）

３３ アクアバンブー 牝４栗 ５５
５３ △国分 恭介�バンブー牧場 谷 潔 浦河 バンブー牧場 ４４８＋ ４１：５６．５８ ７．７�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １９，０６７，２００円 複勝： ２７，４７６，４００円 枠連： １８，５４６，３００円

普通馬連： ５４，３９０，３００円 馬単： ４３，２８６，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，２１１，２００円

３連複： ７０，１８９，４００円 ３連単： １３１，０６７，３００円 計： ３８４，２３４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９１０円 複 勝 � ２７０円 � １５０円 � ８３０円 枠 連（７－８） ３１０円

普通馬連 �� １，１１０円 馬 単 �� ３，０３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６１０円 �� ３，０９０円 �� １，５６０円

３ 連 複 ��� １３，３８０円 ３ 連 単 ��� ７４，５８０円

票 数

単勝票数 計 １９０６７２ 的中 � １６６６４（５番人気）
複勝票数 計 ２７４７６４ 的中 � ２５００２（５番人気）� ６４８３８（２番人気）� ６４４４（８番人気）
枠連票数 計 １８５４６３ 的中 （７－８） ４４３５５（１番人気）
普通馬連票数 計 ５４３９０３ 的中 �� ３６３６２（４番人気）
馬単票数 計 ４３２８６６ 的中 �� １０５７２（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０２１１２ 的中 �� ８７３７（７番人気）�� １５４１（３１番人気）�� ３１４３（１９番人気）
３連複票数 計 ７０１８９４ 的中 ��� ３８７３（４２番人気）
３連単票数 計１３１０６７３ 的中 ��� １２９７（２００番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．８―１３．２―１２．８―１２．６―１２．８―１２．７―１２．２―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．２―３６．４―４９．２―１：０１．８―１：１４．６―１：２７．３―１：３９．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レディームスタング �
�
父 ジェニュイン �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー ２００９．２．２１ 京都４着

２００６．４．１２生 牝４栗 母 アイレスタイセイ 母母 ジヨーデイアレスト ９戦２勝 賞金 １６，０５０，０００円
〔制裁〕 レディームスタング号の騎手小林慎一郎は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（６番への進路影響）

レディームスタング号の騎手小林慎一郎は，１コーナーで内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（１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。



０９０８０ ４月１７日 晴 重 （２２阪神２）第７日 第８競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１４時１５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

１：０９．７
１：０８．７

重

重

６１０ マイネラロンハ 牝５栗 ５５ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 野元 昭 新冠 ビッグレッドファーム ４８８＋ ４１：１１．６ ９．６�

６１１ サウンドアクシス 牡４栗 ５７ 北村 友一 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４７８＋ ４１：１１．７� ２．４�
１１ ファンドリカップ 牡４芦 ５７ 幸 英明水戸 富雄氏 高橋 成忠 浦河 有限会社

松田牧場 ５０２＋ ２１：１１．８� ３．６�
８１５ ディアアゲイン 牡５栗 ５７ 秋山真一郎村上 稔氏 佐藤 正雄 三石 米田 和子 ４５４－ ４ 〃 ハナ １６．３�
４７ ライフストリーム 牡６栗 ５７

５５ △国分 恭介�協和牧場 佐山 優 新冠 協和牧場 ４９８－ ２１：１２．１１� １３．０�
２３ シルクフォーチュン 牡４鹿 ５７ 田島 裕和有限会社シルク藤沢 則雄 新冠 中地 義次 ４５４＋ ４１：１２．２� ６．６	
３５ メイショウマレンゴ �４青鹿 ５７

５４ ▲高倉 稜松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 ４７４＋ ２１：１２．３� ２５．９

４６ � トーホウボガード 牡５鹿 ５７ 和田 竜二東豊物産� 柴田 光陽 新冠 カミイスタット ４６６－ ２ 〃 アタマ ２０．４�
８１４ フォルクスオーパー 牝４栗 ５５ 田中 健 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 木原 一良 浦河 宮内牧場 ４９０＋１２１：１２．７２� １７２．０�
２２ � ベートーヴェン 牡５鹿 ５７ 武 幸四郎中島 稔氏 吉岡 八郎 浦河 冨岡牧場 ５１２± ０１：１３．３３� １０２．１
７１２ リバーサルブロー 牡４鹿 ５７ 池添 謙一深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 高橋 修 ４７８＋ ２１：１３．５１� ３６．６�
５８ � マンテンテイオー 牡５栗 ５７

５４ ▲川須 栄彦小島 將之氏 鹿戸 明 門別 山田 政宏 ４９０＋ ２ 〃 ハナ ２３５．３�
５９ � ラッキーエビス 牡５栗 ５７ 吉田 稔山本 廣氏 田中 章博 静内 静内白井牧場 ４６８－１９１：１３．６� ２２３．４�

（愛知）

３４ タピルージュ 牝４鹿 ５５ 佐藤 哲三�下河辺牧場 須貝 尚介 日高 下河辺牧場 ４７４± ０１：１４．０２� ４２．８�
７１３� イソノホウオウ 牡５鹿 ５７ 岡部 誠磯野 俊雄氏 田所 清広 浦河 村下農場 ４６０－ ４１：１４．４２� ４６７．４�

（愛知）

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２６，１５７，６００円 複勝： ４０，４０２，０００円 枠連： ２５，７１１，７００円

普通馬連： ７４，５６７，１００円 馬単： ５３，９３８，９００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，３１１，８００円

３連複： １０３，４９８，９００円 ３連単： １７１，８７９，３００円 計： ５２６，４６７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９６０円 複 勝 � ２２０円 � １２０円 � １３０円 枠 連（６－６） １，２２０円

普通馬連 �� １，２２０円 馬 単 �� ３，０３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５３０円 �� ６６０円 �� ２２０円

３ 連 複 ��� １，４１０円 ３ 連 単 ��� ９，６８０円

票 数

単勝票数 計 ２６１５７６ 的中 � ２１６８４（４番人気）
複勝票数 計 ４０４０２０ 的中 � ３５２１１（４番人気）� １０８１４４（１番人気）� ９０４３７（２番人気）
枠連票数 計 ２５７１１７ 的中 （６－６） １５５８７（６番人気）
普通馬連票数 計 ７４５６７１ 的中 �� ４５４０９（３番人気）
馬単票数 計 ５３９３８９ 的中 �� １３１４３（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０３１１８ 的中 �� １３１０８（４番人気）�� １００７７（７番人気）�� ４１５０６（１番人気）
３連複票数 計１０３４９８９ 的中 ��� ５４２７０（２番人気）
３連単票数 計１７１８７９３ 的中 ��� １３１０５（２０番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１１．８―１２．２―１１．７―１２．５

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネラロンハ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー ２００７．１０．２７ 京都１１着

２００５．４．２生 牝５栗 母 コスモバレンシア 母母 スナークバンダム １５戦３勝 賞金 ２４，６４０，０００円
※リバーサルブロー号は，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。



０９０８１ ４月１７日 晴 良 （２２阪神２）第７日 第９競走 ��
��１，４００�

さ ん よ う

山 陽 特 別
発走１４時５０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 ２９４，０００円 ８４，０００円 ４２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．９
１：１９．０

良

良

６８ ミリオンウェーブ 牡５鹿 ５７ 和田 竜二万波 健二氏 平田 修 新冠 若林牧場 ５１４－ ４１：２１．７ １０．９�

５６ メイショウジェイ 牝５鹿 ５５ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 門別 浦新 徳司 ４４４± ０１：２１．９１� ２０．５�
１１ � ロードエキスパート 	７黒鹿５７ 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 英 Dunchurch

Lodge Stud Co ４７６＋ ４ 〃 アタマ ６．０�
７１０ アディアフォーン 牝４黒鹿５５ 小牧 太�ノースヒルズ 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４８＋ ２ 〃 クビ １７．１�
４５ アルーリングムーン 牡４鹿 ５７ 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 ４５４＋ ６１：２２．０
 ３．８�
８１３ メモリーパフィア 牝４黒鹿５５ 幸 英明橋元 幸次氏 湯窪 幸雄 日高 藤本 直弘 ４６０＋ ６１：２２．１� ３６．１	
２２ トシザワイルド 牡４栗 ５７ 北村 友一上村 叶氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 ５０６± ０１：２２．２
 １４．７

７１１� エーシンマイトップ 牡４栗 ５７ 中舘 英二�栄進堂 中竹 和也 米 Winches-

ter Farm ４８４± ０ 〃 ハナ ５８．４�
４４ マイネルクラッチ 牡６鹿 ５７ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 鵡川 新井牧場 ５００－ ４１：２２．４１� ５．５�
８１２ フェスティヴマロン 牝６鹿 ５５ 浜中 俊臼井義太郎氏 岡田 稲男 新冠 大栄牧場 ４６６＋ ２ 〃 ハナ １４．１
３３ アグネスサクラ 牝４鹿 ５５ 福永 祐一渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４３０＋ ４１：２２．６１� ４．５�
６９ � メイショウシオギリ 牝６鹿 ５５ 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 成忠 門別 高柳 隆男 B５２２＋ ４１：２２．７
 １２０．３�
５７ ショウリュウアクト 牡６栗 ５７ 佐藤 哲三上田 亙氏 佐々木晶三 三石 原口牧場 ４９０＋ ６１：２２．８
 ２９．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２８，８０８，５００円 複勝： ４８，５７８，５００円 枠連： ３０，０５６，９００円

普通馬連： １２６，９７０，４００円 馬単： ７３，０４０，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３９，８５３，９００円

３連複： １６０，５１２，２００円 ３連単： ２７８，１０９，４００円 計： ７８５，９３０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０９０円 複 勝 � ３４０円 � ５２０円 � ２５０円 枠 連（５－６） ５，８８０円

普通馬連 �� １１，８７０円 馬 単 �� ２５，７５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，５５０円 �� １，５６０円 �� １，６１０円

３ 連 複 ��� ２５，５７０円 ３ 連 単 ��� ２１２，９１０円

票 数

単勝票数 計 ２８８０８５ 的中 � ２０９６７（５番人気）
複勝票数 計 ４８５７８５ 的中 � ３７４４５（５番人気）� ２２５５３（８番人気）� ５７８４９（４番人気）
枠連票数 計 ３００５６９ 的中 （５－６） ３７７７（２２番人気）
普通馬連票数 計１２６９７０４ 的中 �� ７８９８（３７番人気）
馬単票数 計 ７３０４０７ 的中 �� ２０９４（７８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３９８５３９ 的中 �� ３８０９（３７番人気）�� ６３６７（２２番人気）�� ６１２４（２５番人気）
３連複票数 計１６０５１２２ 的中 ��� ４６３４（８１番人気）
３連単票数 計２７８１０９４ 的中 ��� ９６４（５８２番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．２―１１．９―１１．８―１１．７―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．１―３４．３―４６．２―５８．０―１：０９．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミリオンウェーブ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 スマコバクリーク デビュー ２００７．８．５ 小倉１着

２００５．４．２３生 牡５鹿 母 ミススマコバ 母母 キユーテイハニー ２５戦３勝 賞金 ７５，２１４，０００円
〔制裁〕 メイショウジェイ号の騎手飯田祐史は，３コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（７番・１０番への進路影響）



０９０８２ ４月１７日 晴 良 （２２阪神２）第７日 第１０競走 ��
��１，６００�第４１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，２１．４．１８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，２１．４．１７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 ５８，０００，０００円 ２３，０００，０００円 １５，０００，０００円 ８，７００，０００円 ５，８００，０００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

１：３２．０
１：３１．５

良

良

８１８ リーチザクラウン 牡４青鹿５７ 安藤 勝己臼田 浩義氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ５１２＋ ２１：３２．９ ６．６�

１２ トライアンフマーチ 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４７８＋ ４ 〃 クビ ９．５�
６１２ キャプテントゥーレ 牡５芦 ５８ 川田 将雅 �社台レースホース森 秀行 千歳 社台ファーム ４６４＋１２１：３３．１１� ７．５�
４７ セイウンワンダー 牡４青 ５７ 福永 祐一大谷 高雄氏 領家 政蔵 新ひだか 筒井 征文 ５２４＋ ６１：３３．２� ６．８�
５９ スマイルジャック 牡５黒鹿５７ 三浦 皇成齊藤四方司氏 小桧山 悟 鵡川 上水牧場 ４９２＋ ２ 〃 アタマ ４．５�
８１６ タマモナイスプレイ 牡５黒鹿５７ 四位 洋文タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 ４７８± ０１：３３．４１� ６７．７	
４８ スマートギア 牡５栗 ５７ 池添 謙一大川 徹氏 佐山 優 新冠 大栄牧場 ４６４－ ２１：３３．５クビ １２．５

３５ キングストリート 牡４鹿 ５７ 幸 英明後藤 繁樹氏 池江 泰郎 新ひだか タイヘイ牧場 ４８４± ０１：３３．７１� ２２．０�
７１３ スーパーホーネット 牡７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＋１２ 〃 ハナ ４．８�
８１７ マルカシェンク 牡７黒鹿５７ 北村 友一河長産業� 河内 洋 千歳 社台ファーム ５０６＋１４ 〃 クビ １０６．８
５１０ テイエムアタック 牡６栗 ５７ 秋山真一郎竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 テイエム牧場新冠分場 ５０２－ ４ 〃 アタマ １４１．２�
７１５ シ ル ポ ー ト 牡５鹿 ５７ 佐藤 哲三後藤 繁樹氏 西園 正都 静内 タイヘイ牧場 ４９６± ０１：３３．８クビ ７３．６�
６１１ アーバンストリート 牡６芦 ５７ 吉田 稔後藤 繁樹氏 野村 彰彦 静内 曾田農園 ４５０＋ ２ 〃 クビ ２９９．９�

（愛知）

２４ スズカコーズウェイ 牡６栗 ５８ 浜中 俊永井 啓弍氏 橋田 満 静内 グランド牧場 ４７８－ ２１：３４．０� １８．２�
３６ 	 ライブコンサート 
６黒鹿５７ 和田 竜二グリーンフィールズ� 白井 寿昭 愛 Mrs J.

Chandris ４８８＋ ８１：３４．１� ２８．４�
１１ ピサノパテック 牡８栗 ５７ 小牧 太市川 義美氏 藤沢 和雄 門別 下河辺牧場 ５０２± ０ 〃 ハナ １３１．２�
７１４� スピードタッチ 牡７鹿 ５７ 岡部 誠冨沢 敦子氏 崎山 博樹 様似 長田 操 ５０８－１０１：３４．６３ ６３０．５�

（愛知）

２３ リトルアマポーラ 牝５黒鹿５５ 中舘 英二 �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 ４８０＋ ２１：３５．０２� ４９．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １２８，４８３，１００円 複勝： １９２，６３３，２００円 枠連： １０６，６４６，４００円

普通馬連： ６４８，８６０，９００円 馬単： ３２３，２８５，６００円 ワイド【拡大馬連】： １８３，９８５，５００円

３連複： ８３２，６１５，６００円 ３連単： １，４５６，０６５，８００円 計： ３，８７２，５７６，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６６０円 複 勝 � ２８０円 � ３００円 � ２７０円 枠 連（１－８） ２，８００円

普通馬連 �� ３，７００円 馬 単 �� ６，２１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４００円 �� １，２３０円 �� １，１９０円

３ 連 複 ��� ８，４６０円 ３ 連 単 ��� ４６，４４０円

票 数

単勝票数 計１２８４８３１ 的中 � １５５４０６（３番人気）
複勝票数 計１９２６３３２ 的中 � １８０９９０（５番人気）� １６９３２５（６番人気）� １９８７１９（４番人気）
枠連票数 計１０６６４６４ 的中 （１－８） ２８２０３（１６番人気）
普通馬連票数 計６４８８６０９ 的中 �� １２９７１２（１８番人気）
馬単票数 計３２３２８５６ 的中 �� ３８４３６（２９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１８３９８５５ 的中 �� ３２２０８（１９番人気）�� ３６９７５（１５番人気）�� ３８５１６（１４番人気）
３連複票数 計８３２６１５６ 的中 ��� ７２７１８（２８番人気）
３連単票数 計１４５６０６５８ 的中 ��� ２３１４０（１５６番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１１．４―１２．０―１１．８―１１．３―１１．１―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．４―３４．８―４６．８―５８．６―１：０９．９―１：２１．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リーチザクラウン �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Seattle Slew デビュー ２００８．１０．２６ 京都２着

２００６．２．５生 牡４青鹿 母 クラウンピース 母母 クラシッククラウン １３戦４勝 賞金 ２３５，２１２，０００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。
（非抽選馬） ４頭 クールシャローン号・ショウナンライジン号・ダイワワイルドボア号・ファリダット号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０９０８３ ４月１７日 晴 良 （２２阪神２）第７日 第１１競走 ��
��１，８００�は な み ず き 賞

発走１６時１０分 （芝・右・外）

３歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 １０，０００，０００円 ４，０００，０００円 ２，５００，０００円 １，５００，０００円 １，０００，０００円
付 加 賞 ３１５，０００円 ９０，０００円 ４５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

１１ シャイニーナイト 牡３栗 ５６ 川田 将雅小林 昌志氏 橋口弘次郎 平取 雅 牧場 ４６０＋ ４１：４７．７ ６．９�

５７ シルクアーネスト 牡３栗 ５６ 福永 祐一有限会社シルク池添 兼雄 新冠 ハシモトフアーム ４７２－ ２ 〃 クビ ７．０�
４４ ミカエルビスティー 牡３黒鹿５６ 勝浦 正樹備前島敏子氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ４６８＋ ４１：４７．８� ３．１�
８１２ ネオファンタジア 牡３鹿 ５６ 池添 謙一 �サンデーレーシング 大久保龍志 安平 ノーザンファーム ４９４－ ４ 〃 アタマ ２．８�
８１３ デンコウオクトパス 牡３鹿 ５６ 岡部 誠田中 康弘氏 坂口 正則 新ひだか 見上牧場 ４３６－ ２１：４７．９� ７３．１�

（愛知）

２２ タムロスカイ 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三谷口 屯氏 西園 正都 青森 諏訪牧場 ４６６± ０１：４８．０クビ １３．７�
３３ ヴァンダライズ 牡３栗 ５６ 岩田 康誠前田 幸治氏 中竹 和也 日高 シンコーファーム ４５２－１０１：４８．１� ２０．９	
６８ アドマイヤジャガー 牡３鹿 ５６ 吉田 稔近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４５０－ ８１：４８．３１ ７８．０


（愛知）

４５ ドレスアフェアー 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介臼田 浩義氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４３４± ０１：４８．４クビ ２７．４�
５６ ヒットメーカー 牡３青鹿５６ 国分 恭介深見 富朗氏 五十嵐忠男 浦河 福岡 光夫 ４４８＋ ２１：４８．６１� １１．７�
６９ ヤマニンフリスキー 牡３青 ５６ 高倉 稜土井 肇氏 野村 彰彦 新冠 錦岡牧場 ４５０＋ ２１：４９．０２� ２７９．４
７１１ バトルイグアス 牡３黒鹿５６ 秋山真一郎宮川 秋信氏 清水 久詞 日高 川端 正博 ４６４－ ４１：４９．４２� ６４．５�
７１０ シルククラリティ 牝３黒鹿５４ 小牧 太有限会社シルク庄野 靖志 日高 ヤナガワ牧場 ４７２＋ ２１：４９．５� ３２０．２�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ５６，５４８，４００円 複勝： ８５，４０７，７００円 枠連： ３９，１４４，３００円

普通馬連： １７７，６８７，０００円 馬単： １１９，９１９，２００円 ワイド【拡大馬連】： ５９，４５２，５００円

３連複： ２２２，９０２，１００円 ３連単： ４４２，８４０，４００円 計： １，２０３，９０１，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６９０円 複 勝 � １９０円 � １８０円 � １３０円 枠 連（１－５） １，３２０円

普通馬連 �� １，４６０円 馬 単 �� ３，４１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５１０円 �� ３４０円 �� ３１０円

３ 連 複 ��� １，１４０円 ３ 連 単 ��� ９，８００円

票 数

単勝票数 計 ５６５４８４ 的中 � ６５４２９（３番人気）
複勝票数 計 ８５４０７７ 的中 � １０１４９２（４番人気）� １１０９８３（３番人気）� ２２９３３７（１番人気）
枠連票数 計 ３９１４４３ 的中 （１－５） ２２０４０（６番人気）
普通馬連票数 計１７７６８７０ 的中 �� ８９８９８（６番人気）
馬単票数 計１１９９１９２ 的中 �� ２５９６７（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５９４５２５ 的中 �� ２６８０７（６番人気）�� ４５１９９（３番人気）�� ５０１７５（２番人気）
３連複票数 計２２２９０２１ 的中 ��� １４４５４２（３番人気）
３連単票数 計４４２８４０４ 的中 ��� ３３３７６（２５番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．９―１２．２―１２．３―１２．２―１１．９―１１．３―１０．９―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．８―３７．０―４９．３―１：０１．５―１：１３．４―１：２４．７―１：３５．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シャイニーナイト �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 サクラユタカオー デビュー ２００９．１０．１０ 京都８着

２００７．３．１７生 牡３栗 母 スプリングネヴァー 母母 ネヴアーイチバン ９戦２勝 賞金 ２４，７１５，０００円
〔その他〕 シルククラリティ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 シルククラリティ号は，平成２２年５月１７日まで出走できない。
※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。



０９０８４ ４月１７日 晴 重 （２２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）

１０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

８１４ パーフェクトラン 牡７鹿 ５７ 浜中 俊下井 道博氏 小原伊佐美 浦河 東栄牧場 ５１８± ０１：５１．２ ４．１�

３４ オーゴンシャトル 牡４栗 ５７
５５ △国分 恭介永田 清男氏 河内 洋 浦河 酒井牧場 B５０２＋ ６１：５１．３� ３．８�

３３ ピースエンブレム 牝４鹿 ５５ 岩田 康誠 �キャロットファーム 小島 茂之 早来 ノーザンファーム ５００－ ８１：５１．７２� ２．８�
６１０ ヨ ク バ リ 牡５鹿 ５７ 四位 洋文小田切有一氏 田中 章博 静内 タイヘイ牧場 ４７０± ０１：５２．０２ １８．１�
１１ ビッグスワン 牡５鹿 ５７ 勝浦 正樹臼倉 勲氏 斎藤 誠 浦河 バンブー牧場 ５１２－ ２１：５２．１クビ ３４．５�
６９ リアルヴィクトリー 牡５鹿 ５７ 池添 謙一杉山 美惠氏 浅見 秀一 三石 明治牧場 ４７８－ ６ 〃 クビ ６０．３�
５８ ハジメレンジャー 牡４鹿 ５７ 秋山真一郎池田 實氏 小野 幸治 日高 新井 昭二 ４６８＋ ４ 〃 ハナ １４．１	
８１３ ケイオースター 牡４鹿 ５７ 和田 竜二岡田甲子男氏 高木 登 門別 下河辺牧場 ４７０－ ３ 〃 ハナ ９５．８

５７ シュンハレン 牡４黒鹿５７ 川島 信二石川 博氏 川村 禎彦 日高 古本 正則 ４８４＋ ６１：５２．５２� ２３５．９�
７１２ ビードラスティック 牡６黒鹿 ５７

５５ △松山 弘平吉岡 泰治氏 松永 昌博 静内 桑嶋 峰雄 ４６２± ０１：５２．７１ １２．４�
２２ ウインスカイハイ 牡４青鹿５７ 中舘 英二ウイン 山内 研二 新冠 カミイスタット ４６０± ０１：５２．８� ２１．４�
７１１ テイエムカイザー 牡５栗 ５７ 幸 英明竹園 正繼氏 新川 恵 新冠 須崎牧場 ４９８－ ２１：５３．０１ ２０．２�
４６ � ホッコーワンマン 牡６栗 ５７

５４ ▲高倉 稜矢部 幸一氏 須貝 尚介 門別 浦新牧場 ４９６－ ４１：５４．３８ ６４．２�
４５ � リ オ 牝５鹿 ５５ 北村 友一 ローレルレーシング 的場 均 新冠 川上牧場 ４５４－１０１：５４．４クビ ４８．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ４１，３３０，９００円 複勝： ６１，４４１，１００円 枠連： ４４，５３４，３００円

普通馬連： １４８，０７９，１００円 馬単： ９５，０６６，５００円 ワイド【拡大馬連】： ５０，４６２，８００円

３連複： １８９，４７９，８００円 ３連単： ３７９，２９０，９００円 計： １，００９，６８５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １４０円 � １５０円 � １３０円 枠 連（３－８） ３４０円

普通馬連 �� ７００円 馬 単 �� １，６５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２８０円 �� ２７０円 �� ２７０円

３ 連 複 ��� ６７０円 ３ 連 単 ��� ４，５２０円

票 数

単勝票数 計 ４１３３０９ 的中 � ７９７２５（３番人気）
複勝票数 計 ６１４４１１ 的中 � １１８０２７（２番人気）� １０７４１１（３番人気）� １３６３０７（１番人気）
枠連票数 計 ４４５３４３ 的中 （３－８） ９８４３６（１番人気）
普通馬連票数 計１４８０７９１ 的中 �� １５６３８８（３番人気）
馬単票数 計 ９５０６６５ 的中 �� ４２５７７（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５０４６２８ 的中 �� ４４７９５（３番人気）�� ４７６５６（１番人気）�� ４６４９８（２番人気）
３連複票数 計１８９４７９８ 的中 ��� ２０９７７９（１番人気）
３連単票数 計３７９２９０９ 的中 ��� ６１９５３（５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．３―３６．３―４８．７―１：０１．１―１：１３．７―１：２６．３―１：３８．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

パーフェクトラン �
�
父 オ ジ ジ ア ン �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２００５．９．１０ 阪神８着

２００３．４．５生 牡７鹿 母 グロウスキー 母母 スダイエロー ４２戦４勝 賞金 ６０，５６６，０００円
※シュンハレン号・リアルヴィクトリー号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



（２２阪神２）第７日 ４月１７日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
重

競走回数 １２回 出走頭数 １７８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

２６６，９６０，０００円
１，２８０，０００円
１５，３７０，０００円
２，７１０，０００円
２６，９７０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６２，４０１，０００円
４，９３４，０００円
１，７６２，２００円

勝馬投票券売得金
４２０，４０４，３００円
７０２，５２４，０００円
３６４，５９６，２００円
１，５２６，１３８，２００円
９６５，５４１，５００円
５１７，６８２，７００円
２，０１５，７２３，３００円
３，５７５，４２６，５００円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 １０，０８８，０３６，７００円

総入場人員 １８，９９１名 （有料入場人員 １８，１８０名）




