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０９０２５ ４月２日 晴 良 （２３阪神２）第３日 第１競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時１０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

６１２ タケルハヤテ 牡３鹿 ５６ 石橋 脩森 保彦氏 池上 昌弘 新ひだか 有限会社 レキ
シントンファーム ４４８－１４１：５５．８ １０．０�

７１３ サツマノホシ 牡３栗 ５６ 江田 照男古賀 和夫氏 牧 光二 鹿児島 新保 孝一 ４７０＋２２１：５６．３３ ７４．３�
３５ ハードボイルド 牡３栗 ５６ 石神 深一 �スピードファーム 和田正一郎 新冠 スピードフアーム ５０８－ ２１：５６．４� １３０．４�
５１０ アルマニャック 牡３鹿 ５６ 浜中 俊 �キャロットファーム 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム ５１８± ０１：５６．５� ７９．０�
４８ スマートアルタス 牡３栗 ５６ 小牧 太大川 徹氏 小崎 憲 日高 坂田牧場 ４６４－ ６１：５６．７１� ５．６�
５９ サフランルーデンス 牝３鹿 ５４ 小林慎一郎海原 聖一氏 梅田 智之 平取 高橋 啓 ４４８ ―１：５６．８� ３３５．４�
４７ ハタノゼフィロス 牡３栗 ５６ 柴山 雄一 �グッドラック・ファーム 畠山 吉宏 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム ４７６－ ６１：５６．９� １９．３	
３６ セシリアシチー 牝３鹿 ５４

５１ ▲国分 優作 
友駿ホースクラブ 斎藤 誠 日高 幾千世牧場 ４４４－１８１：５７．０� １００．８�
６１１ ビアトリクス 牝３栗 ５４ 内田 博幸吉田 照哉氏 松山 康久 千歳 社台ファーム ４７２－２０ 〃 クビ ２．７�
７１４ ド ガ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣的場 徹氏 田中 清隆 新冠 平山牧場 ４５４－ ２１：５７．６３� １１５．８
１１ ブライトジェム 牡３栗 ５６ 吉田 豊吉田 和美氏 小島 茂之 日高 待兼牧場 ４８４ ―１：５７．８１� １２．３�
８１５ サクラプレリュード 牝３鹿 ５４ 松岡 正海
さくらコマース上原 博之 新冠 川上牧場 ４６４－ ４ 〃 アタマ ８．１�
２３ デルサラード 牡３栗 ５６ 岩田 康誠 �社台レースホース松田 博資 安平 追分ファーム ５１２ ― 〃 ハナ ６．２�
１２ アズマインパクト 牡３鹿 ５６ 武 豊東 哲次氏 加用 正 日高 日高大洋牧場 ４５８＋ ６１：５８．４３� ８．９�
２４ サルバドールダンス 牝３鹿 ５４ 北村 宏司則武 輝一氏 伊藤 大士 新ひだか 飛野牧場 ４２０± ０１：５８．７２ ３６．６�
８１６ ゴールドテースト 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲平野 優戸部 洋氏 石栗 龍彦 浦河 村中 一英 ４５６＋１８２：００．７大差 ３６７．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，７２２，７００円 複勝： ２９，１９２，０００円 枠連： １３，１５２，１００円

普通馬連： ４４，３８７，６００円 馬単： ２８，６２９，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，４５５，４００円

３連複： ６５，２１５，８００円 ３連単： ９６，６４９，１００円 計： ３１２，４０３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０００円 複 勝 � ３５０円 � １，７２０円 � ２，１１０円 枠 連（６－７） ４，９３０円

普通馬連 �� ２７，８１０円 馬 単 �� ５６，２００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９，１９０円 �� ９，１６０円 �� ３５，３００円

３ 連 複 ��� ５２３，１５０円 ３ 連 単 ��� １，３４５，８００円

票 数

単勝票数 計 １４７２２７ 的中 � １１６６８（６番人気）
複勝票数 計 ２９１９２０ 的中 � ２５０３２（６番人気）� ４１７４（１０番人気）� ３３８８（１１番人気）
枠連票数 計 １３１５２１ 的中 （６－７） １９６９（１４番人気）
普通馬連票数 計 ４４３８７６ 的中 �� １１７８（４５番人気）
馬単票数 計 ２８６２９０ 的中 �� ３７６（９０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０４５５４ 的中 �� ５４９（６１番人気）�� ５５１（６０番人気）�� １４２（９６番人気）
３連複票数 計 ６５２１５８ 的中 ��� ９２（３４８番人気）
３連単票数 計 ９６６４９１ 的中 ��� ５３（１４２２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．２―２４．７―３８．１―５０．９―１：０４．１―１：１７．３―１：３０．１―１：４２．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タケルハヤテ �
�
父 オペラハウス �

�
母父 End Sweep デビュー ２０１１．３．６ 中山５着

２００８．３．２０生 牡３鹿 母 リキオリンピア 母母 Opera Queen ２戦１勝 賞金 ５，６５０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の９頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ９頭 クードボル号・シゲルシュカン号・ジャガンナート号・テイエムセーラー号・トウカイカンナ号・トーホウソング号・

トーワゴールド号・メイショウモンシロ号・リベラルアーツ号

０９０２６ ４月２日 晴 良 （２３阪神２）第３日 第２競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１０時４０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

４７ � バージニアキャット 牝３栗 ５４ 福永 祐一�須野牧場 加用 正 米 Ironwater Farms
Joint Venture ４７４＋ ８１：１３．５ １０．７�

２３ レッドマロン 牝３栃栗５４ 幸 英明�コオロ 境 直行 日高 藤本ファーム ４６４± ０ 〃 クビ ５．５�
３５ マイネルパルフェ 牡３黒鹿５６ 内田 博幸 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 岩戸 孝樹 浦河 荻伏三好フ
アーム ４７８± ０１：１３．６� ７８．２�

７１４ サトノパイレーツ 牡３鹿 ５６
５３ ▲藤懸 貴志里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４９６－ ８１：１３．７� １．８�

５１０� シゲルカイチョウ 牡３黒鹿５６ 池添 謙一森中 蕃氏 鶴留 明雄 米 Dr. John
Piconi ４９２＋ ２１：１３．８クビ ７．５	

１１ パワースポット 牝３鹿 ５４ 横山 典弘�グランド牧場 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 ４６４ ―１：１４．２２� １２７．３

２４ サラノブランシュ 牡３芦 ５６ 吉田 豊神田 紘爾氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 ４７８－ ６１：１４．４１	 ８０．８�
８１５� マスターズソング 牡３芦 ５６ 熊沢 重文�リーヴァ 矢作 芳人 米

James C. Weigel
& Unbridled’s
Song Syndicate

５０６ ―１：１４．９３ ７．４�
３６ タイホウパーリオ 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成 M・K・Kクラブ組合 田村 康仁 青森 ワールドファーム ４７６ ―１：１５．０� ２８８．９
６１２ ラッシュトウショウ 牝３栗 ５４

５１ ▲国分 優作トウショウ産業� 庄野 靖志 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４２４ ―１：１５．１� ４９．５�
６１１ ケ ツ ァ ー ル 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一魚住 啓市氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４７２－ ８１：１５．４１� １７．８�
８１６ ファルブキング 牡３鹿 ５６ 安藤 光彰猪野毛雅人氏 新川 恵 新ひだか 猪野毛牧場 ４９０ ―１：１５．５� ２８０．２�
１２ マグピーソング 牝３芦 ５４ 北村 宏司藤田 在子氏 天間 昭一 新冠 村上 雅規 ４２２ ―１：１６．２４ ２０５．７�
５９ メイショウキクヒメ 牝３黒鹿５４ 松岡 正海松本 好�氏 河内 洋 浦河 斉藤英牧場 ４５０ ― 〃 アタマ ６２．３�
４８ ナムラアクティブ 牝３鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介奈村 信重氏 野村 彰彦 日高 いとう牧場 ４４４ ―１：１７．１５ ３２０．７�
７１３ ホッコーミューズ 牝３栗 ５４ 秋山真一郎矢部 幸一氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ３９０ ―１：１７．７３� ４２８．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，０１７，５００円 複勝： ５５，６１４，０００円 枠連： １３，１１８，１００円

普通馬連： ４５，９２０，６００円 馬単： ３４，８６７，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，６１１，７００円

３連複： ６８，４７７，８００円 ３連単： １１８，１９０，６００円 計： ３７８，８１７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０７０円 複 勝 � ４００円 � ２３０円 � ２，１４０円 枠 連（２－４） １，８７０円

普通馬連 �� ２，０００円 馬 単 �� ４，９８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６７０円 �� ５，１４０円 �� ２，９２０円

３ 連 複 ��� ２７，７４０円 ３ 連 単 ��� １３９，７９０円

票 数

単勝票数 計 ２００１７５ 的中 � １４７５３（５番人気）
複勝票数 計 ５５６１４０ 的中 � ３５９５４（４番人気）� ７８７２６（２番人気）� ５６４０（１１番人気）
枠連票数 計 １３１１８１ 的中 （２－４） ５２０３（７番人気）
普通馬連票数 計 ４５９２０６ 的中 �� １６９９５（７番人気）
馬単票数 計 ３４８６７４ 的中 �� ５１７５（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２６１１７ 的中 �� ８８７５（７番人気）�� １０４２（３４番人気）�� １８５５（２４番人気）
３連複票数 計 ６８４７７８ 的中 ��� １８２２（５７番人気）
３連単票数 計１１８１９０６ 的中 ��� ６２４（２７７番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．４―１１．８―１１．９―１２．３―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．９―３５．７―４７．６―５９．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�バージニアキャット �
�
父 Bluegrass Cat �

�
母父 Woodman デビュー ２０１０．９．２０ 阪神２着

２００８．１．１８生 牝３栗 母 Wood of Binn 母母 The Way It’s Binn ４戦１勝 賞金 ８，３００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ホッコーミューズ号は，平成２３年５月２日まで平地競走に出走できない。

第２回　阪神競馬　第３日



０９０２７ ４月２日 晴 良 （２３阪神２）第３日 第３競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１１時１０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

３６ エ ポ ワ ス 牡３鹿 ５６ 田面木博公多田 信尊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４８６ ―１：２１．４ ４．７�

１２ リーサムハーツ 牝３鹿 ５４ 武 豊平田 修氏 田所 秀孝 日高 佐々木 康治 ４７０± ０ 〃 クビ ４．５�
３５ スピログラフ 牡３鹿 ５６ 荻野 琢真 �キャロットファーム 大久保龍志 安平 ノーザンファーム ４７２ ―１：２２．３５ ２４．３�
６１１ メジロツボネ 牝３芦 ５４ 蛯名 正義�メジロ牧場 高木 登 洞爺湖 メジロ牧場 ４３０＋ ４１：２２．５１� １０．６�
８１７ ジーティルピア 牝３鹿 ５４ 佐久間寛志�グリーンテック村山 明 日高 �橋 耀代 ４２６－ ２１：２２．６� ６６．１�
７１３ ミラグロッサ 牝３栗 ５４ 岩田 康誠 �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 ５１６ ―１：２２．８１� ２０．０	
１１ ウインラーニッド 牡３黒鹿５６ 浜中 俊�ウイン 石坂 正 浦河 笠松牧場 ４９０＋ ２１：２３．２２� ２．９

４８ テイエムバレンシア 牡３青 ５６

５３ ▲国分 優作竹園 正繼氏 鹿戸 明 日高 テイエム牧場日高支場 ４７４＋２０１：２３．６２� ３６４．６�
５１０ ナチュラルブリッジ 牝３鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介�グランプリ 南井 克巳 安平 ノーザンファーム ４３６＋１６ 〃 クビ １０．８�
７１５ ダイワクリスタル 牝３栗 ５４ 武士沢友治大城 敬三氏 菊沢 隆徳 新ひだか 千代田牧場 ４４８ ― 〃 アタマ ３１１．６
２４ スペリアファイター 牡３鹿 ５６ 小林慎一郎森本 悳男氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム ４６４ ―１：２３．９１� ３３．５�
８１８ プリティピンク 牝３栗 ５４ 三浦 皇成長谷川光司氏 堀井 雅広 新冠 越湖牧場 ４１０ ―１：２４．０� ２４２．２�
４７ プリンセスヌビア 牝３黒鹿５４ 福永 祐一ポリッシュホースメイト小崎 憲 新ひだか タツヤファーム ４６８± ０ 〃 アタマ ６４．６�
２３ ニホンピロサーシャ 牝３芦 ５４ 藤岡 佑介小林百太郎氏 作田 誠二 新ひだか 片岡牧場 ４７６ ― 〃 ハナ １３２．４�
６１２ ウインスティング 牡３鹿 ５６ 北村 宏司�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 川島牧場 ４６４ ― 〃 同着 ７２．３�
７１４ ファステストスター 牡３青 ５６ 内田 博幸 �キャロットファーム 堀 宣行 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６２ ―１：２４．１� １０．８�
８１６ マンデルクローネ 牝３栗 ５４

５１ ▲平野 優吉田 照哉氏 高橋 裕 千歳 社台ファーム ３９８ ―１：２４．９５ ２８４．８�
５９ チンタトゥルース 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝加藤 信之氏 田中 章博 日高 有限会社

ケイズ ４５０ ―１：２７．１大差 １５５．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２０，９５７，７００円 複勝： ３４，４４０，０００円 枠連： １８，４６１，９００円

普通馬連： ４６，９６７，６００円 馬単： ３０，８２３，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，６４１，７００円

３連複： ６７，８０１，３００円 ３連単： ９６，８９５，６００円 計： ３３９，９８９，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � ２１０円 � １９０円 � ５５０円 枠 連（１－３） ４３０円

普通馬連 �� １，２５０円 馬 単 �� ２，３１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５９０円 �� １，８７０円 �� １，４４０円

３ 連 複 ��� ８，０５０円 ３ 連 単 ��� ３１，４９０円

票 数

単勝票数 計 ２０９５７７ 的中 � ３５７５３（３番人気）
複勝票数 計 ３４４４００ 的中 � ４８４７２（３番人気）� ５７１４８（２番人気）� １２８９６（８番人気）
枠連票数 計 １８４６１９ 的中 （１－３） ３２１５３（１番人気）
普通馬連票数 計 ４６９６７６ 的中 �� ２７７４２（３番人気）
馬単票数 計 ３０８２３３ 的中 �� ９８８７（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３６４１７ 的中 �� １０４８０（４番人気）�� ３００６（２０番人気）�� ３９５２（１６番人気）
３連複票数 計 ６７８０１３ 的中 ��� ６２１９（２４番人気）
３連単票数 計 ９６８９５６ 的中 ��� ２２７１（８３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２２．８―３３．７―４５．３―５６．９―１：０８．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．７―３F３６．１
３ ２，１，６，９－１７（３，１１）（８，７）１５，５（１０，１４）４－（１３，１２）（１８，１６） ４ ２，１，６－９（１７，１１）－３，７，８（５，１５，１４）１０，４，１３（１８，１２）１６
市場取引馬

勝馬の
紹 介

エ ポ ワ ス �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２００８．５．２１生 牡３鹿 母 マニックサンデー 母母 バブルプロスペクター １戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 チンタトゥルース号は，平成２３年５月２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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 トミケンアエラス号
（非抽選馬） ４頭 シャイニーフェイト号・トーセンジャガー号・ヒカルハナフブキ号・マイネルトゥモロー号

０９０２８ ４月２日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２３阪神２）第３日 第４競走 ��２，９７０�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時４０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 ７，３００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７３０，０００円� コースレコード３：１５．７良・良

７１２ スズヨジハード 牡４鹿 ５９ 穂苅 寿彦鈴木与四郎氏 根本 康広 新ひだか 岡田スタツド ４７８－ ６３：２１．２ ２．１�

６１０ テイエムファイヤー 牡４栗 ５９ 佐久間寛志竹園 正繼氏 小島 貞博 新ひだか 松田 三千雄 ４９０＋１０３：２１．４１� ４２．７�
５８ エーシンダードマン 牡７青鹿６０ 西谷 誠�栄進堂 大久保龍志 浦河 栄進牧場 ５１２＋ ２３：２１．８２� ３．１�
８１４ マジェスティバイオ 牡４鹿 ５９ 柴田 大知バイオ� 田中 剛 平取 清水牧場 ４９０＋ ４３：２３．０７ １３．０�
６９ サンレイランキング 牡４鹿 ５９ 難波 剛健永井 啓弍氏 高橋 義忠 新ひだか 岡野牧場 ４５８－ ４３：２４．４９ １０．５�
４６ スマートドラゴン 牡４栗 ５９ 蓑島 靖典岡田 牧雄氏 後藤 由之 新ひだか 岡田スタツド ４７８－ ４３：２５．１４ ８１．１�
５７ タッチマイハート 牡４黒鹿５９ 小坂 忠士武田 茂男氏 田島 良保 新冠 河原育成牧場 ４７６＋１２３：２５．７３� １９．８	
８１３ ヤマカツセイリュウ 牡４鹿 ５９ 北沢 伸也山田 博康氏 大根田裕之 新ひだか 岡田牧場 ４７８＋１４３：２７．４大差 ７５．１

７１１ ブルーシーズン 牡７栗 ６０ 浜野谷憲尚 �ブルーマネジメント嶋田 功 新冠 川上 悦夫 ４８６＋ ６３：２８．４６ １８６．９�
３４ ミスタールイス 牡４青 ５９ 山本 康志田島榮二郎氏 矢野 英一 新ひだか 原 忠夫 ４６６＋ ８３：２８．７１� １６．７�
２２ スズカグラス 牡４芦 ５９ 林 満明永井 啓弍氏 坪 憲章 浦河 辻 牧場 ４８６＋ ６３：２９．４４ ３２．４
３３ サニーケーティング 牡７鹿 ６０ 五十嵐雄祐宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム ４８０－１１３：２９．７２ ６４．４�
４５ サベラージュ 牡４青鹿５９ 高野 和馬 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム B４５２＋ ６３：３１．２９ ９６．２�
１１ エーティードン 牡６鹿 ６０ 植野 貴也荒木 徹氏 木原 一良 門別 法理牧場 ５０４－ ２ （競走中止） １５．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １３，４６９，７００円 複勝： １７，８４２，８００円 枠連： １３，１１７，６００円

普通馬連： ３３，８９６，２００円 馬単： ２６，４８０，１００円 ワイド【拡大馬連】： １５，４５８，４００円

３連複： ５３，０９６，３００円 ３連単： ８４，１８２，８００円 計： ２５７，５４３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １１０円 � ５９０円 � １４０円 枠 連（６－７） ６３０円

普通馬連 �� ４，０９０円 馬 単 �� ６，０２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２００円 �� ２１０円 �� ２，３４０円

３ 連 複 ��� ４，９００円 ３ 連 単 ��� ２７，９５０円

票 数

単勝票数 計 １３４６９７ 的中 � ５１０３６（１番人気）
複勝票数 計 １７８４２８ 的中 � ６７１９３（１番人気）� ４１４９（９番人気）� ３３５８７（２番人気）
枠連票数 計 １３１１７６ 的中 （６－７） １５４３０（２番人気）
普通馬連票数 計 ３３８９６２ 的中 �� ６１３０（１４番人気）
馬単票数 計 ２６４８０１ 的中 �� ３２４９（２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５４５８４ 的中 �� ２７７５（１４番人気）�� ２４１８９（１番人気）�� １３７３（３１番人気）
３連複票数 計 ５３０９６３ 的中 ��� ８０１０（１６番人気）
３連単票数 計 ８４１８２８ 的中 ��� ２２２３（７６番人気）

上り １マイル １：５０．３ ４F ５２．５－３F ３９．５
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スズヨジハード �
�
父 エアジハード �

�
母父 General Holme デビュー ２００９．７．２６ 新潟９着

２００７．２．１２生 牡４鹿 母 ラ ミ リ テ ア 母母 Tanz 障害：５戦１勝 賞金 １３，８３０，０００円
〔競走中止〕 エーティードン号は，６号障害〔竹柵〕着地時に転倒したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 スズカケノミチ号・ドリーミーオペラ号
（非抽選馬） ４頭 オーシャンクルーズ号・スリーピークス号・ナイスラッキー号・リアルヴィクトリー号



０９０２９ ４月２日 晴 良 （２３阪神２）第３日 第５競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１２時３０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

１：０９．７
１：０８．７

重

重

２４ シゲルシュサ 牝３鹿 ５４
５１ ▲平野 優森中 蕃氏 柴田 政見 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４１８－ ８１：１３．４ ９７．２�

１１ マンテンリューマ 牡３青鹿５６ 佐久間寛志小島 將之氏 鹿戸 明 日高 山田 政宏 ４４４－ ４１：１３．６１� ２０．０�
４７ リーサムダイチ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣平田 修氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 ４６６－ ６１：１３．７� ８．６�
７１３� クイックスター 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義白井 岳氏 矢野 英一 新ひだか 池田 きよ子 ４６６＋ ４１：１３．８� １３．１�
１２ マルブツサバンナ 牡３栗 ５６ 岩田 康誠大澤 毅氏 北出 成人 浦河 松田 憲一 ５２２＋ ２１：１３．９� ２．１�
２３ バ ラ イ ロ ー 牝３芦 ５４

５１ ▲国分 優作吉澤 克己氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４３２－ ２１：１４．４３ ２３．７�
８１５	 ブレイドバローズ 牡３栗 ５６ 幸 英明猪熊 広次氏 中竹 和也 米 March Thor-

oughbreds ５０２－ ６１：１４．５� ３０．２�
６１１ リュウシンヒーロー 牡３鹿 ５６ 田中 勝春桑畑 	信氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ４５０－ ８１：１４．７１ １９９．４

３５ ユキノマークン 牡３鹿 ５６ 北村 宏司井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか 服部 牧場 ４６６＋ ４１：１４．８� ３２．３�
４８ コウエイキング 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝西岡 静男氏 川村 禎彦 新ひだか 岡田スタツド ４６０± ０１：１４．９クビ ６２．０�
５９ ビービーマキシマス 牡３黒鹿５６ 柴山 雄一坂東牧場 土田 稔 新冠 中村農場 ４４８－ ４１：１５．１１
 ３６．７�
３６ トーセントレジャー 牡３鹿 ５６

５３ ▲高嶋 活士島川 	哉氏 柴崎 勇 新ひだか 矢野牧場 ４７６＋ ４１：１５．２� ４．７�
７１４ ダイメイジャパン 牝３青 ５４ 江田 照男宮本 孝一氏 佐藤 吉勝 日高 横井 哲 ４３６－１０１：１５．３クビ ３７５．１�
５１０	 バルデュソワール 牝３鹿 ５４ 和田 竜二�ノースヒルズ 和田 正道 米 Fox Straus

KY, LLC ４８２－ ４１：１６．１５ ３５４．６�
８１６ アスパイヤリング 牡３鹿 ５６ 松岡 正海木村 直樹氏 武市 康男 新ひだか 萩澤 泰博 ４８６－ ４ 〃 アタマ ７．５�
６１２ ム ジ ョ ウ 牡３栗 ５６ 柴田 大知岡田 繁幸氏 西園 正都 浦河 有限会社

松田牧場 ４９８－ ４１：１６．５２� ７７．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，７０４，８００円 複勝： ３６，７４２，１００円 枠連： １５，２８５，０００円

普通馬連： ５２，９７６，４００円 馬単： ３８，４８２，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，６７８，８００円

３連複： ７６，３７７，３００円 ３連単： １２７，８４２，７００円 計： ３９４，０８９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９，７２０円 複 勝 � １，９７０円 � ４４０円 � ２３０円 枠 連（１－２） １，５１０円

普通馬連 �� ３１，１６０円 馬 単 �� １１２，２６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８，６００円 �� ７，８９０円 �� １，５７０円

３ 連 複 ��� ６３，７７０円 ３ 連 単 ��� ５８２，４００円

票 数

単勝票数 計 １９７０４８ 的中 � １５９８（１３番人気）
複勝票数 計 ３６７４２１ 的中 � ４１１７（１３番人気）� ２１５５５（５番人気）� ５０１７５（３番人気）
枠連票数 計 １５２８５０ 的中 （１－２） ７５１３（７番人気）
普通馬連票数 計 ５２９７６４ 的中 �� １２５５（５６番人気）
馬単票数 計 ３８４８２４ 的中 �� ２５３（１３４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６６７８８ 的中 �� ７５３（６２番人気）�� ８２２（５５番人気）�� ４３１４（１５番人気）
３連複票数 計 ７６３７７３ 的中 ��� ８８４（１３３番人気）
３連単票数 計１２７８４２７ 的中 ��� １６２（９７２番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．１―１２．１―１２．０―１２．３―１３．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．３―３５．４―４７．４―５９．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．１―３F３８．０
３ ・（３，４）１０，１５，１３（２，１６）６（１，５，１１）（７，１２）－（８，１４，９） ４ ・（３，４）（１０，１５）１３，１６，２，１１，５，１，７，８，６（１２，９）１４
市場取引馬

勝馬の
紹 介

シゲルシュサ �
�
父 Henny Hughes �

�
母父 Seeking the Gold デビュー ２０１０．９．２５ 阪神１１着

２００８．４．５生 牝３鹿 母 ディアマンティナ 母母 Yousefia ９戦２勝 賞金 １３，５００，０００円
〔制裁〕 トーセントレジャー号の騎手高嶋活士は，３コーナーで蛇行したことについて戒告。（１番・７番への進路影響）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）４７頭 アイランズギフト号・アマノレインジャー号・アンジュヴォレ号・エランドール号・エーシンバサラ号・

カシノアクセル号・キクノキアラ号・キンショーユウジャ号・クエルクス号・ゲンパチマイラヴ号・コロカムイ号・
コーリンハッピー号・コーンドリー号・サダムグランジュテ号・サトノティアラ号・サンバホイッスル号・
サーストンサブリナ号・シゲルカンサヤク号・シゲルカンリカン号・ショウナンタスク号・ジョウノエンドレス号・
ジョーアカリン号・スマートオーシャン号・スメルスイート号・タイセイマグナム号・デスティニーホープ号・
トーセンソニア号・トーセンナスクラ号・ナイトフライト号・ナガラダンディ号・ブラウニーサンクス号・
ブラウブリッツ号・ブラウンマシーン号・ブレスマイハート号・ホーマンルッツ号・ママキジャ号・
マルタカシクレノン号・マーベラスビジン号・ヤマニンパピオネ号・ヤマニンラレーヌ号・リアライズブレイク号・
リバーロイヤル号・レッドマーベル号・レディオブパーシャ号・ロイヤルサルート号・ロトドレッサー号・
ワイズアンドクール号

０９０３０ ４月２日 晴 良 （２３阪神２）第３日 第６競走 ��
��２，４００�サラブレッド系３歳

発走１３時００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

２：２４．２
２：２２．１

良

良

２４ カ ー マ イ ン 牡３鹿 ５６ 和田 竜二 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４６４± ０２：２５．４ １９．３�

６１１ ヴァーゲンザイル 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム ４７０＋ ４２：２５．６１� ３．８�
２３ マイネルメダリスト 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 新冠伊藤牧場 ４５４－ ６ 〃 ハナ １０．０�
１１ ショウナンバーズ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司国本 哲秀氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４９２－ ４２：２５．８１� １１５．７�
７１４ カレンミロティック 牡３栗 ５６ 秋山真一郎鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４５６± ０ 〃 ハナ ３２．６�
４８ インプレザリオ 牡３栗 ５６ 横山 典弘青山 洋一氏 戸田 博文 安平 追分ファーム ４８６± ０２：２６．０１� ７．５	
１２ ノーティカルスター 牡３栗 ５６ 熊沢 重文 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 追分ファーム ５００－ ６２：２６．２１ ５０．９

６１２ カピオラニパレス 牡３芦 ５６ 池添 謙一横瀬 兼二氏 鶴留 明雄 千歳 社台ファーム ５０８＋ ２ 〃 クビ ６．５�
４７ メイショウトチワカ 牡３鹿 ５６ 武 豊松本 好雄氏 小島 太 浦河 鮫川フアーム ４６４± ０２：２６．９４ ６．４�
３５ アドマイヤラクティ 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム ４７６± ０２：２７．０� ８．１
８１６ コウエイオトメ 牝３鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介西岡 静男氏 松元 茂樹 新冠 石郷岡 雅樹 ４６８－ ４２：２７．３１� ３２５．２�
７１５ ドラゴンウィンズ 牡３芦 ５６ 吉田 豊窪田 康志氏 白井 寿昭 新冠 ハシモトフアーム ４７４－ ２２：２７．８３ ９０．３�
３６ 	 キャニオンシンザン 牡３栗 ５６ 伊藤 直人谷川弘一郎氏 天間 昭一 浦河 谷川牧場 ４８４－ ２２：２８．７５ ３０３．４�
５１０ ツカサリボン 牝３栗 ５４

５１ ▲国分 優作中務 幸雄氏 田所 秀孝 新ひだか 折手牧場 ４２４± ０２：２９．０２ ４５６．３�
７１３ ハンドインハンド 牡３青鹿５６ 小牧 太�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ５３６＋１０２：２９．７４ ７．５�
８１７ サトノペガサス 牡３鹿 ５６ 内田 博幸里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４４４± ０２：３０．１２� ３６．３�
５９ アドマイヤスキップ 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝近藤 利一氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６６－ ４２：３０．８４ ５７．２�
８１８ ガリレオバローズ 牡３黒鹿５６ 松岡 正海猪熊 広次氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ５１８－ ８２：３１．６５ ４９．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２９，２９４，４００円 複勝： ５７，２６７，４００円 枠連： ２２，７０５，０００円

普通馬連： ７４，１４９，６００円 馬単： ３７，８８９，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，３９５，７００円

３連複： ９７，９１６，４００円 ３連単： １３３，０１２，１００円 計： ４８５，６２９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，９３０円 複 勝 � ５２０円 � １７０円 � ２５０円 枠 連（２－６） ７９０円

普通馬連 �� ６，３９０円 馬 単 �� １１，４６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８４０円 �� １，５８０円 �� ７６０円

３ 連 複 ��� １３，１２０円 ３ 連 単 ��� ８２，４３０円

票 数

単勝票数 計 ２９２９４４ 的中 � １１９７１（８番人気）
複勝票数 計 ５７２６７４ 的中 � ２３２６０（８番人気）� １０９１５５（１番人気）� ５９５７７（５番人気）
枠連票数 計 ２２７０５０ 的中 （２－６） ２１３２６（３番人気）
普通馬連票数 計 ７４１４９６ 的中 �� ８５７３（２５番人気）
馬単票数 計 ３７８８９１ 的中 �� ２４４１（４８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３３９５７ 的中 �� ４３６８（２４番人気）�� ５１２６（２２番人気）�� １１３０３（６番人気）
３連複票数 計 ９７９１６４ 的中 ��� ５５０８（３９番人気）
３連単票数 計１３３０１２１ 的中 ��� １１９１（２５６番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．７―１２．０―１１．９―１１．８―１２．２―１２．４―１２．７―１２．６―１２．０―１２．１―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．４―２３．１―３５．１―４７．０―５８．８―１：１１．０―１：２３．４―１：３６．１―１：４８．７―２：００．７―２：１２．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．３―３F３６．７
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

カ ー マ イ ン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．１１．２８ 京都２着

２００８．４．１１生 牡３鹿 母 スカーレットレディ 母母 スカーレットローズ ６戦２勝 賞金 １６，９００，０００円
〔制裁〕 ヴァーゲンザイル号の騎手三浦皇成は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（８番への進路影響）
〔その他〕 ガリレオバローズ号は，競走中に疾病〔心房細動〕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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アドマイヤスキップ号は，平成２３年５月２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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 アストリンジャー号・アンバーシェード号・イデア号・インナージョイ号・グレートマッハ号



０９０３１ ４月２日 晴 良 （２３阪神２）第３日 第７競走 ��
��１，８００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時３０分 （芝・右・外）

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

１：４４．７
１：４４．１

良

良

６１２ タガノバッチグー 牡５鹿 ５７ 後藤 浩輝八木 良司氏 浅見 秀一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６０＋１０１：４６．９ ４４．９�

２４ コスモサイキック 牡４青 ５７ 幸 英明 �ビッグレッドファーム 西浦 勝一 新冠 武田 修一 ４７６＋ ６ 〃 アタマ ４．１�
１２ ソールデスタン 牡４鹿 ５７ 江田 照男�前川企画 河野 通文 浦河 鎌田 正嗣 ４６０＋ ４ 〃 クビ １９．４�
６１１ ドリームクラフト 牡５栗 ５７ 佐藤 哲三セゾンレースホース� 佐々木晶三 新冠 ビッグレッドファーム ４４８－ ８１：４７．０クビ ６．３�
２３ レイナソフィア 牝５鹿 ５５ 和田 竜二 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム ４９０± ０１：４７．２１� ３０．８�
１１ アグネスサクラ 牝５鹿 ５５ 福永 祐一渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４４６＋１４１：４７．３クビ ５．７	
４７ ネオヴェリーブル 牡４鹿 ５７ 北村 宏司小林 仁幸氏 鹿戸 雄一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９８－１２１：４７．５１� ４４．３

３５ スイートテン 牝４栗 ５５ 四位 洋文青山 洋一氏 千田 輝彦 日高 下河辺牧場 ５０８＋ ８１：４７．７１� ３．９�
４８ マ シ ラ 牝４鹿 ５５ 武 豊山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５２－ ８１：４７．８� ３１．１�
５９ ルナフライト 牝５黒鹿 ５５

５４ ☆国分 恭介小林 一成氏 南井 克巳 浦河 昭和牧場 ４９４＋２０１：４８．０１ ８４．２
８１６� リッカタキシード 牡４黒鹿 ５７

５４ ▲国分 優作立花 幸雄氏 藤沢 則雄 日高 宝寄山 忠則 ４４２＋１４１：４８．２１	 ３７３．１�
７１４ クリアソウル 牝５栗 ５５ 石橋 脩有限会社シルク斎藤 誠 静内 千代田牧場 ４３６＋ ２１：４８．４１	 ２１９．４�
８１７� エーシンアガペー 牝４青 ５５ 内田 博幸�栄進堂 松元 茂樹 新ひだか 小河 豊水 ４５２－ ４ 〃 ハナ ４８．８�
７１３ ラッキーダイス 牝４栗 ５５ 横山 典弘吉田 照哉氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム ４４６－ ４１：４８．５クビ １２９．３�
３６ メジロオードリー 牝４鹿 ５５ 吉田 豊�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ４３８＋ ６１：４８．７１ ８．０�
７１５ ティボリペガサス 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲平野 優松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 ４６４＋ ６１：４９．０２ ８０．５�
８１８ ラークキャロル 牝５鹿 ５５ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 菊川 正達 早来 ノーザンファーム ４１８＋１２１：４９．１� １３．１�
５１０� プランテーション 牝４芦 ５５ 小牧 太中西 功氏 牧田 和弥 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ４１２－２４１：４９．３１� ２６９．１�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２２，９１０，３００円 複勝： ４２，６４３，２００円 枠連： １９，５３２，２００円

普通馬連： ６５，７６０，９００円 馬単： ３６，９２０，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，９００，１００円

３連複： ８２，２００，７００円 ３連単： １２５，５８２，９００円 計： ４２４，４５０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，４９０円 複 勝 � １，０１０円 � １７０円 � ４４０円 枠 連（２－６） １，０９０円

普通馬連 �� ７，０８０円 馬 単 �� ２１，１１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，１７０円 �� ４，６２０円 �� １，１３０円

３ 連 複 ��� ２６，２１０円 ３ 連 単 ��� ２３２，８７０円

票 数

単勝票数 計 ２２９１０３ 的中 � ４０２３（１１番人気）
複勝票数 計 ４２６４３２ 的中 � ８８７２（１１番人気）� ８９５８１（１番人気）� ２２７８７（７番人気）
枠連票数 計 １９５３２２ 的中 （２－６） １３２５８（５番人気）
普通馬連票数 計 ６５７６０９ 的中 �� ６８５８（２１番人気）
馬単票数 計 ３６９２０１ 的中 �� １２９１（６１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８９００１ 的中 �� ３２７４（２０番人気）�� １５０４（４６番人気）�� ６４８２（１０番人気）
３連複票数 計 ８２２００７ 的中 ��� ２３１５（７５番人気）
３連単票数 計１２５５８２９ 的中 ��� ３９８（５８８番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．０―１１．４―１２．２―１２．６―１２．１―１０．８―１１．９―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．６―３５．０―４７．２―５９．８―１：１１．９―１：２２．７―１：３４．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．１―３F３５．０
３ ４，１５（１，１７）８（６，９）（５，１２）３（１１，１６）（２，１３）（７，１８）－１４，１０ ４ ４，１５（１，１７，１２）８，９（６，５）（１１，１６）３（２，１３，１８）７（１４，１０）

勝馬の
紹 介

タガノバッチグー �
�
父 トワイニング �

�
母父 Fappiano デビュー ２００８．６．２８ 阪神３着

２００６．３．２９生 牡５鹿 母 チャーミングファピアノ 母母 Charming Story ３２戦３勝 賞金 ３６，８３９，０００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 ゼロチョウサン号・ナンヨーストロング号

０９０３２ ４月２日 晴 良 （２３阪神２）第３日 第８競走 ��
��１，８００�サラブレッド系４歳以上

発走１４時００分 （ダート・右）

１０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 １０，４００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

４８ ナリタシルクロード 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠�オースミ 崎山 博樹 浦河 杵臼牧場 ５０８± ０１：５２．７ ６．５�

３６ ユジェニックブルー 牡４黒鹿５７ 松岡 正海 �ブルーマネジメント山内 研二 新冠 川上牧場 ５２８＋ ２１：５３．１２� ２．６�
４７ コウユーヒーロー 牡４青 ５７

５６ ☆国分 恭介加治屋康雄氏 大根田裕之 熊本 村山 光弘 B５０６－ ４ 〃 クビ ７．５�
７１３ ドリームアライブ �５黒鹿５７ 石橋 脩前田 晋二氏 田中 剛 新冠 ノースヒルズマネジメント ５１０－２０１：５３．３１� ２５．５�
８１５ エーシンテンモク 牡４鹿 ５７

５４ ▲国分 優作�栄進堂 野中 賢二 新ひだか 築紫 洋 ４８０－ ４１：５３．４� ２９．７�
５９ トレジャーバトル 牡５栗 ５７ 柴田 善臣青山 洋一氏 戸田 博文 日高 追分ファーム ４７２－ ６１：５３．５クビ １１．０�
２３ フェイマステイル 牡５鹿 ５７ 武 豊 	社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム ４７２－ ４１：５３．６� ５．５

６１２ ロ ッ ソ ネ ロ 牡５鹿 ５７ 小牧 太 	キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B５２８－ ２１：５３．８１� １２．８�
５１０ ニシノスローン 牡４鹿 ５７ 浜中 俊西山 茂行氏 宮本 博 むかわ 西山牧場 ４９８± ０１：５４．０１	 ３５．２�
６１１ ブ ル ロ ッ ク 牡４鹿 ５７ 佐藤 哲三小林 秀樹氏 田島 良保 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ４７６＋１４ 〃 ハナ ２６．７
２４ ブレーヴゴールド 牡５青鹿５７ 蛯名 正義磯波 勇氏 高木 登 新冠 平山牧場 ４５４＋ ２１：５４．３２ ４４．４�
８１６ ドリームハッチ 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲平野 優矢野 和雅氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４８６－１０ 〃 アタマ １８７．２�
７１４ パワーエース 牡５鹿 ５７ 熊沢 重文	まの 大橋 勇樹 浦河 市川フアーム ４８８＋ ４１：５４．６１
 １３３．４�
３５ メジロティモン 牡６栗 ５７ 吉田 豊	メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺 メジロ牧場 ５１２－ ４１：５４．８１	 ４７．７�
１２ ワキノキルシェ 牝６青鹿５５ 幸 英明脇山 良之氏 大根田裕之 浦河 岡本牧場 ４１２＋ ８１：５５．０１ ３２６．１�
１１ カーネリアンシチー 牡５栗 ５７ 内田 博幸 �友駿ホースクラブ 田村 康仁 新ひだか 幌村牧場 B４８０＋ ２１：５６．２７ ２６．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，０７７，３００円 複勝： ４９，９５７，８００円 枠連： ２０，３５３，３００円

普通馬連： ７５，０６５，５００円 馬単： ４４，２７０，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，６８６，９００円

３連複： １０７，１２１，７００円 ３連単： １６０，７７８，６００円 計： ５１６，３１１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６５０円 複 勝 � １９０円 � １２０円 � １７０円 枠 連（３－４） ３８０円

普通馬連 �� ８２０円 馬 単 �� １，８８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３２０円 �� ７８０円 �� ２８０円

３ 連 複 ��� １，３９０円 ３ 連 単 ��� ８，１２０円

票 数

単勝票数 計 ２５０７７３ 的中 � ３０７０３（３番人気）
複勝票数 計 ４９９５７８ 的中 � ５８２８２（４番人気）� １５４３７６（１番人気）� ６６７２４（２番人気）
枠連票数 計 ２０３５３３ 的中 （３－４） ４０１３０（１番人気）
普通馬連票数 計 ７５０６５５ 的中 �� ６８３８７（３番人気）
馬単票数 計 ４４２７０３ 的中 �� １７４６４（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３６８６９ 的中 �� ２７６３５（２番人気）�� ９３６８（７番人気）�� ３２８１９（１番人気）
３連複票数 計１０７１２１７ 的中 ��� ５７１２７（２番人気）
３連単票数 計１６０７７８６ 的中 ��� １４６２０（９番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．５―１３．３―１２．６―１２．６―１２．４―１２．４―１２．３―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．３―３７．６―５０．２―１：０２．８―１：１５．２―１：２７．６―１：３９．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ナリタシルクロード �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 A.P. Indy デビュー ２００９．８．１６ 小倉８着

２００７．３．１７生 牡４鹿 母 グリーンインディ 母母 Valthea ２１戦３勝 賞金 ３７，３００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 キャトルマン号・メイショウシンドウ号・ロジサイレンス号
（非抽選馬） ２頭 シリコンフォレスト号・トウカイライフ号



０９０３３ ４月２日 晴 良 （２３阪神２）第３日 第９競走 ��
��２，０００�

あ か し

明 石 特 別
発走１４時３５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 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００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

１：５８．１
１：５６．４

良

良

８１５ デ ル フ ォ イ 牡５鹿 ５７ 藤岡 佑介 �社台レースホース長浜 博之 新冠 追分ファーム ４７８＋ ２２：００．３ ８．４�

５９ エイシンサクセス 牡５芦 ５７ 岩田 康誠平井 豊光氏 藤岡 健一 新ひだか 坂本牧場 ４９０－ ２２：００．４� ３．７�
２３ ヤマニンガーゴイル 牡４鹿 ５７ 武 豊土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 ４８２－ ４２：００．６１� １１．６�
７１４ マ イ ヨ ー ル 牡５芦 ５７ 松岡 正海岡田 繁幸氏 清水 利章 新ひだか 乾 皆雄 ４９４－ ８２：００．８１ １５．６�
２４ マツリダガッツ 牡５黒鹿５７ 内田 博幸�橋 文枝氏 国枝 栄 日高 賀張三浦牧場 ４８０－１２ 〃 ハナ ５．１�
４８ メジロマリアン 牝５芦 ５５ 田中 勝春�メジロ牧場 高木 登 洞爺 メジロ牧場 ４８０－ ８２：００．９	 ８３．２�
３５ トウショウデザート 牡５鹿 ５７ 吉田 豊トウショウ産業	 大久保洋吉 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 B５１２－１８２：０１．０	 ４３．３

１２ テーオーティアラ 牝５鹿 ５５ 北村 宏司小笹 公也氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４６４± ０２：０１．１� ６９．４�
５１０ ベストアンサー 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣青山 洋一氏 戸田 博文 安平 追分ファーム ４５６－ ４２：０１．２	 ８９．６�
４７ マ イ ウ エ イ 牡５鹿 ５７ 福永 祐一近藤 英子氏 中尾 秀正 早来 ノーザンファーム B４５６＋ ４ 〃 クビ ３．４
８１６ ラストノート 牡４鹿 ５７ 横山 典弘 �社台レースホース鈴木 康弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８０± ０ 〃 アタマ ３７．５�
６１２ ザバトルユージロー 牡５鹿 ５７ 藤田 伸二宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか 三石川上牧場 ４３８＋ ４２：０１．３	 １８．３�
７１３
 キクノトップラン 牡６芦 ５７ 秋山真一郎菊池 五郎氏 北出 成人 浦河 南部 功 ４８２＋ ２２：０１．４	 ３３８．０�
６１１ ブレイクナイン 牡５黒鹿５７ 三浦 皇成青山 洋一氏 田村 康仁 日高 日高大洋牧場 ４９８－ ４２：０１．６１� １９．３�
３６ プティプランセス 牝５鹿 ５５ 蛯名 正義中山 芳樹氏 伊藤 正徳 日高 下河辺牧場 ４５４－ ８２：０２．０２	 ４８．８�
１１ フェイドレスシーン 牝６栗 ５５ 池添 謙一 �サンデーレーシング 飯田 雄三 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３４＋ ２２：０２．６３	 １６０．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３０，４０８，１００円 複勝： ６１，６９３，５００円 枠連： ２５，５１５，４００円

普通馬連： １１２，９１５，９００円 馬単： ５７，９７２，８００円 ワイド【拡大馬連】： ４２，５３２，４００円

３連複： １４１，９４７，５００円 ３連単： ２３２，４９１，０００円 計： ７０５，４７６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８４０円 複 勝 � ２９０円 � １６０円 � ３４０円 枠 連（５－８） １，５３０円

普通馬連 �� １，８５０円 馬 単 �� ３，５３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６８０円 �� １，９８０円 �� ６３０円

３ 連 複 ��� ７，９４０円 ３ 連 単 ��� ３５，７４０円

票 数

単勝票数 計 ３０４０８１ 的中 � ２８７９５（４番人気）
複勝票数 計 ６１６９３５ 的中 � ４９９３０（４番人気）� １３１１５４（２番人気）� ４１６７３（６番人気）
枠連票数 計 ２５５１５４ 的中 （５－８） １２３７７（８番人気）
普通馬連票数 計１１２９１５９ 的中 �� ４５１６７（５番人気）
馬単票数 計 ５７９７２８ 的中 �� １２１４６（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４２５３２４ 的中 �� １５７３１（６番人気）�� ５０１０（１９番人気）�� １７２０２（４番人気）
３連複票数 計１４１９４７５ 的中 ��� １３２０３（２２番人気）
３連単票数 計２３２４９１０ 的中 ��� ４８０１（１００番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．２―１２．８―１２．７―１２．４―１２．６―１２．１―１１．３―１１．２―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２３．６―３６．４―４９．１―１：０１．５―１：１４．１―１：２６．２―１：３７．５―１：４８．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

デ ル フ ォ イ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Danehill デビュー ２００９．１．１８ 京都１着

２００６．５．４生 牡５鹿 母 デインスカヤ 母母 Boubskaia １２戦３勝 賞金 ６６，３５２，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の９頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ９頭 カシノネロ号・ゼンノモナルカ号・テンシノマズル号・テーマソング号・ナミダガキラリ号・

ハイタッチクイーン号・マッキーバッハ号・ラヴィンライフ号・ラッキーポケット号

０９０３４ ４月２日 晴 良 （２３阪神２）第３日 第１０競走 ��
��１，４００�コーラルステークス

発走１５時１０分 （ダート・右）
４歳以上；負担重量は，日本馬：５５�，牝馬２�減，収得賞金１，０００万円超過馬は超過
額１，１５０万円毎１�増，�：５５�，牝馬２�減，GⅠ競走１着馬６�増，GⅡ競走１着馬４�
増，GⅢ競走１着馬２�増（ただし２歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 ２１，０００，０００円 ８，４００，０００円 ５，３００，０００円 ３，２００，０００円 ２，１００，０００円
付 加 賞 ４４１，０００円 １２６，０００円 ６３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．８
１：２１．８

稍重

稍重

６１２ セイクリムズン 牡５黒鹿５９ 幸 英明金田 成基氏 服部 利之 様似 清水スタッド ５２０＋ ６１：２２．９ ５．９�

８１５ インペリアルマーチ 牡４黒鹿５６ 福永 祐一 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５５４＋ ６１：２３．１１ ２．０�
４８ ナムラタイタン 牡５栗 ５６ 熊沢 重文奈村 信重氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 ５１０－１２１：２３．３１� ３．８�
４７ ティアップワイルド 牡５栗 ５８ 石橋 脩田中 昇氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 ５３６＋ ６１：２３．４	 １３．０�
１１ タガノクリスエス 牝６鹿 ５４ 岩田 康誠八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４９４± ０１：２３．６１ ４５．７�
６１１
 ガ ブ リ ン 牡９鹿 ５７ 池添 謙一榮 義則氏 森 秀行 豪 Mr JR

Fleming ４６８＋ ４ 〃 ハナ ５１０．３�
２４ ブライトアイザック 牡５鹿 ５６ 江田 照男保坂 義貞氏 菅原 泰夫 浦河 富田牧場 ４８６－ ８１：２３．７	 １１７．７	
１２ 
 エーシンクールディ 牝５芦 ５３ 和田 竜二
栄進堂 大久保龍志 米 Winches-

ter Farm ４９６＋ ８１：２３．８	 ２１．２�
２３ シルクフォーチュン 牡５鹿 ５６ 安藤 勝己有限会社シルク藤沢 則雄 新冠 中地 義次 ４６４＋ ４１：２４．０	 １１．８�
５１０
 ビクトリーテツニー 牡７栗 ５８ 武 豊榮 義則氏 森 秀行 米 Dell Ridge

Farm ４９０＋１０１：２４．３１	 １１５．３
５９ トーホウオルビス 牡６栗 ５６ 柴山 雄一東豊物産
 谷 潔 門別 竹島 幸治 ５２０＋ ４１：２４．４クビ ４６７．４�
７１４ スターボード 牡４芦 ５６ 内田 博幸大社 聡氏 矢野 英一 新ひだか 増本牧場 ５００－１０１：２４．５	 ４０．９�
８１６ アドバンスウェイ 牡５鹿 ５５ 小牧 太西川 隆士氏 武藤 善則 浦河 中村 雅明 ４９０－ ８ 〃 ハナ ６４．６�
３６ � ダイワマックワン 牡６鹿 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４６２－ ４１：２４．７１� ４３０．０�
７１３ エアアドニス 牡９黒鹿５６ 武士沢友治 
ラッキーフィールド伊藤 正徳 様似 猿倉牧場 ４９２－ ６１：２４．８	 ７７７．４�
３５ 
 インオラリオ 牡６鹿 ５６ 三浦 皇成藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 Takeshi

Fujita ５１６－ ２１：２４．９クビ ４１．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５８，６００，２００円 複勝： ９７，８１４，４００円 枠連： ３７，９１９，５００円

普通馬連： １９０，５７４，９００円 馬単： １０６，８２４，５００円 ワイド【拡大馬連】： ６８，５９３，３００円

３連複： ２４１，６８１，８００円 ３連単： ４６３，２７２，０００円 計： １，２６５，２８０，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５９０円 複 勝 � １６０円 � １１０円 � １３０円 枠 連（６－８） ６１０円

普通馬連 �� ６６０円 馬 単 �� １，７４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２９０円 �� ３８０円 �� ２００円

３ 連 複 ��� ８２０円 ３ 連 単 ��� ５，７１０円

票 数

単勝票数 計 ５８６００２ 的中 � ７８８２５（３番人気）
複勝票数 計 ９７８１４４ 的中 � １２７７０２（３番人気）� ２８９６９６（１番人気）� ２０９４００（２番人気）
枠連票数 計 ３７９１９５ 的中 （６－８） ４６５４０（２番人気）
普通馬連票数 計１９０５７４９ 的中 �� ２１５０９０（２番人気）
馬単票数 計１０６８２４５ 的中 �� ４５４７４（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６８５９３３ 的中 �� ５５６６１（２番人気）�� ３９４３５（３番人気）�� １０３１６１（１番人気）
３連複票数 計２４１６８１８ 的中 ��� ２１８８８０（１番人気）
３連単票数 計４６３２７２０ 的中 ��� ５９９４４（７番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１１．８―１１．６―１１．７―１１．８―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．１―３４．９―４６．５―５８．２―１：１０．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．０―３F３６．４
３ ・（１４，１６，１５）（５，６）（２，４，７）１２，８（１，９）１１－（１０，１３）－３ ４ ・（１４，１６，１５）６（５，７）（４，１２）２，８，１（１１，９）－３，１０，１３

勝馬の
紹 介

セイクリムズン �
�
父 エイシンサンディ �

�
母父 サウスアトランテイツク デビュー ２００８．８．２ 小倉８着

２００６．３．１３生 牡５黒鹿 母 ス ダ リ ー フ 母母 ス ダ フ ラ ウ ２５戦９勝 賞金 ２１６，８３９，０００円
〔発走状況〕 エーシンクールディ号は，枠入り不良。発走時刻３分遅延。
〔調教再審査〕 エーシンクールディ号は，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２１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）２１頭 アンダーカウンター号・アートオブウォー号・エーブダッチマン号・オートドラゴン号・カジノドライヴ号・

カホマックス号・キングトップガン号・クイックリープ号・スペースフライト号・セイカアレグロ号・
セントラルコースト号・ダイワエンパイア号・ツルマルジュピター号・テスタマッタ号・トーホウアタック号・
ファイナルスコアー号・ファリダット号・プロセッション号・マイネルキーロフ号・マルカベンチャー号・
ミッキーパンプキン号



０９０３５ ４月２日 曇 良 （２３阪神２）第３日 第１１競走 ��
��２，４００�第５９回日 経 賞（ＧⅡ）

発走１５時４５分 （芝・右・外）
４歳以上；負担重量は，５７�，牝馬２�減，２２．４．３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，２２．４．２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）

日本経済新聞社賞（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 ８６８，０００円 ２４８，０００円 １２４，０００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

２：２４．２
２：２２．１

良

良

１１ トゥザグローリー 牡４鹿 ５８ 福永 祐一 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ５２８－ ４２：２５．４ ２．０�

５５ ペ ル ー サ 牡４栗 ５８ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５０２－ ８２：２５．８２� ３．２�
８９ ローズキングダム 牡４黒鹿５９ 武 豊 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４７０＋ ２２：２５．９� ３．４�
６６ マイネルキッツ 牡８栗 ５８ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム B５０６＋１２２：２６．２１� ３５．５�
２２ 	 エーシンジーライン 牡６黒鹿５７ 岩田 康誠�栄進堂 岡田 稲男 米 Winches-

ter Farm ４９４± ０２：２６．３クビ １４４．４�
８１０ トップカミング 
５黒鹿５７ 蛯名 正義�コオロ 境 直行 浦河 木戸口牧場 ４５８＋ ４２：２６．８３ ２０２．６	
３３ トーセンクラウン 牡７鹿 ５７ 江田 照男島川 
哉氏 菅原 泰夫 三石 山際牧場 ４７２－１０２：２７．０１� １１９．２�
７８ ド ッ ト コ ム 牡６鹿 ５７ 内田 博幸青山 洋一氏 戸田 博文 静内 千代田牧場 ４７４± ０２：２７．１� ３１９．４�
７７ ミヤビランベリ 牡８栗 ５７ 吉田 豊村上 義勝氏 加藤 敬二 静内 原 武久 ５０２＋ ６２：２７．５２� ３１．０
４４ ビッグウィーク 牡４青鹿５９ 四位 洋文谷水 雄三氏 長浜 博之 新ひだか カントリー牧場 ４６０－ ８２：３０．０大差 １５．３�

（１０頭）

売 得 金

単勝： １３２，７６７，３００円 複勝： ２３３，７６５，９００円 枠連： ４６，８３５，５００円

普通馬連： ３５０，１１６，６００円 馬単： ２７９，４９６，７００円 ワイド【拡大馬連】： １２７，６２７，１００円

３連複： ４２４，４５５，２００円 ３連単： １，４９７，８１４，５００円 計： ３，０９２，８７８，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １１０円 � １１０円 � １１０円 枠 連（１－５） ３１０円

普通馬連 �� ３００円 馬 単 �� ５１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １２０円 �� １３０円 �� １７０円

３ 連 複 ��� ２２０円 ３ 連 単 ��� ９３０円

票 数

単勝票数 計１３２７６７３ 的中 � ５３２０７０（１番人気）
複勝票数 計２３３７６５９ 的中 � １２８８５８１（１番人気）� ３１７９５７（３番人気）� ４５４６７９（２番人気）
枠連票数 計 ４６８３５５ 的中 （１－５） １１３５２４（２番人気）
普通馬連票数 計３５０１１６６ 的中 �� ８６７６５１（１番人気）
馬単票数 計２７９４９６７ 的中 �� ４０４６９２（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１２７６２７１ 的中 �� ３１２５８１（１番人気）�� ２７７５０１（２番人気）�� １５１６５５（３番人気）
３連複票数 計４２４４５５２ 的中 ���１４８７２４８（１番人気）
３連単票数 計１４９７８１４５ 的中 ���１１９５６９６（１番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．４―１３．４―１２．９―１２．４―１２．５―１２．３―１１．９―１１．５―１０．８―１１．４―１２．３

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―２４．０―３７．４―５０．３―１：０２．７―１：１５．２―１：２７．５―１：３９．４―１：５０．９―２：０１．７―２：１３．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．０―３F３４．５
１
３
２－（４，７）１，９－５，１０，６（３，８）
２（４，７）（１，９）（６，５，１０）（３，８）

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

勝馬の
紹 介

トゥザグローリー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．３．１４ 阪神１着

２００７．２．１６生 牡４鹿 母 トゥザヴィクトリー 母母 フェアリードール １２戦６勝 賞金 ２８９，６９２，０００円

０９０３６ ４月２日 曇 良 （２３阪神２）第３日 第１２競走 ��
��１，８００�第２９回ローレル競馬場賞中山牝馬ステークス（ＧⅢ）

発走１６時３５分 （芝・右・外）

牝，４歳以上，２２．４．３以降２３．３．２７まで１回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ
ローレル競馬場賞（１着）

賞 品
本 賞 ３８，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，５００，０００円 ５，７００，０００円 ３，８００，０００円
付 加 賞 ６６５，０００円 １９０，０００円 ９５，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

７１４ レディアルバローザ 牝４鹿 ５３ 福永 祐一 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム ４８２＋１２１：４５．４ １９．５�

６１２ フミノイマージン 牝５鹿 ５１ 小林 徹弥谷 二氏 本田 優 日高 シンコーファーム ４７４± ０１：４５．８２� ６０．７�
２４ コスモネモシン 牝４青鹿５５ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 清水 英克 様似 富田 恭司 ４４６－１４１：４５．９� ３３．１�
３６ ディアアレトゥーサ 牝４黒鹿５５ 内田 博幸�樽さゆり氏 畠山 吉宏 むかわ 新井牧場 ４８４－ ２１：４６．１１� １７．８�
３５ バイタルスタイル 牝４栗 ５０ 武士沢友治 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 新ひだか 矢野牧場 ４５８－ ４ 〃 クビ １９９．０�
５９ モーニングフェイス 牝４栗 ５１ 国分 恭介井高 義光氏 矢作 芳人 新ひだか 井高牧場 ５０８＋ ８１：４６．２クビ １８６．１	
４７ アグネスワルツ 牝４栗 ５６ 柴田 善臣渡辺 孝男氏 宮本 博 千歳 社台ファーム ４６８－ ６１：４６．５１� ２４．２

７１５ ワイルドラズベリー 牝４鹿 ５５ 池添 謙一近藤 英子氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム ４６４－ ２１：４６．６� ４．７�
２３ ヒカルアマランサス 牝５栗 ５６ 岩田 康誠�橋 京子氏 高野 友和 早来 ノーザンファーム ４５４－２２ 〃 アタマ ５．３�
７１３ プロヴィナージュ 牝６鹿 ５６ 佐藤 哲三林 邦良氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ５１４－ ６１：４６．７クビ ５．９
６１１ ブロードストリート 牝５鹿 ５６ 藤田 伸二下河�行雄氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 ４４２－ ６ 〃 クビ １２．５�
１２ ダイワジャンヌ 牝６黒鹿５４ 的場 勇人大城 敬三氏 的場 均 静内 千代田牧場 ４４８－ ８１：４６．９１� ６３．４�
８１７ オウケンサクラ 牝４鹿 ５６ 後藤 浩輝福井 明氏 音無 秀孝 新冠 高瀬牧場 ４９４± ０１：４７．０� ２６．２�
８１８ カウアイレーン 牝５黒鹿５５ 横山 典弘 �社台レースホース和田 正道 新冠 パカパカ

ファーム ４５６－１４ 〃 ハナ １４．４�
１１ クーデグレイス 牝５黒鹿５２ 吉田 豊吉田 勝己氏 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム ４８２－１６１：４７．１クビ １６．６�
８１６ スイートマトルーフ 牝５青鹿５１ 江田 照男シンボリ牧場 荒川 義之 日高 シンボリ牧場 ４９６＋１４ 〃 アタマ １８６．１�
４８ アドマイヤテンバ 牝４芦 ５１ 和田 竜二近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ４６６－ ２１：４７．２� １４．１�
５１０ アプリコットフィズ 牝４黒鹿５６ 武 豊 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム ４３２＋ ２１：４７．４１� ７．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ９３，１４４，１００円 複勝： １７２，４１８，９００円 枠連： ９１，４７３，７００円

普通馬連： ４２０，６０２，１００円 馬単： １８０，０８７，７００円 ワイド【拡大馬連】： １６１，４３９，３００円

３連複： ６６２，５６３，７００円 ３連単： １，０５０，７６０，６００円 計： ２，８３２，４９０，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，９５０円 複 勝 � ６１０円 � １，２５０円 � １，０００円 枠 連（６－７） １，５５０円

普通馬連 �� ４０，３３０円 馬 単 �� ８２，９７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １０，７５０円 �� ６，２４０円 �� １８，２７０円

３ 連 複 ��� ２８５，１２０円 ３ 連 単 ��� ２，４４６，２６０円

票 数

単勝票数 計 ９３１４４１ 的中 � ３７６６９（１０番人気）
複勝票数 計１７２４１８９ 的中 � ７７５３６（９番人気）� ３５２４０（１４番人気）� ４５１６７（１３番人気）
枠連票数 計 ９１４７３７ 的中 （６－７） ４３７７０（６番人気）
普通馬連票数 計４２０６０２１ 的中 �� ７６９７（９１番人気）
馬単票数 計１８００８７７ 的中 �� １６０２（１８８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１６１４３９３ 的中 �� ３６９２（９３番人気）�� ６３９８（７４番人気）�� ２１６６（１０７番人気）
３連複票数 計６６２５６３７ 的中 ��� １７１５（４６４番人気）
３連単票数 計１０５０７６０６ 的中 ��� ３１７（３０３９番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．６―１１．５―１１．６―１２．１―１１．８―１１．２―１２．１―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．１―２２．７―３４．２―４５．８―５７．９―１：０９．７―１：２０．９―１：３３．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レディアルバローザ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Tejano Run デビュー ２００９．１１．２１ 京都３着

２００７．４．２１生 牝４鹿 母 ワンフォーローズ 母母 Saucyladygaylord １６戦４勝 賞金 １１５，７９２，０００円
〔発走状況〕 アドマイヤテンバ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
※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 パールグレイピアス号



（２３阪神２）第３日 ４月２日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １９２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

３６５，２３０，０００円
３，２２０，０００円
１６，４５０，０００円
３，４９０，０００円
３４，５３０，０００円
２９０，０００円
２９０，０００円

６８，８５１，０００円
６，１４２，８００円
１，９００，８００円

勝馬投票券売得金
４８１，０７４，１００円
８８９，３９２，０００円
３３７，４６９，３００円
１，５１３，３３３，９００円
９０２，７４３，４００円
６０５，０２０，８００円
２，０８８，８５５，５００円
４，１８７，４７２，５００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 １１，００５，３６１，５００円

総入場人員 ２０，０１２名 （有料入場人員 １９，０２４名）


