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０９０８５ ４月１７日 晴 良 （２３阪神２）第８日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時１０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

５１０ ロ ン ド 牝３青鹿５４ 藤岡 佑介水上 行雄氏 平田 修 浦河 笠松牧場 ４５４－ ２１：１３．１ ２．０�

６１２ ラベンダーカラー 牝３黒鹿５４ 松岡 正海青芝商事� 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム ４３４－ ８ 〃 ハナ ２４．２�
７１４ メリーチャン 牝３芦 ５４ 内田 博幸ケンレーシング組合 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４６６－ ８１：１３．７３� １３．１�
８１６ ウ ル ル 牝３鹿 ５４ 浜中 俊 �キャロットファーム 宮本 博 安平 ノーザンファーム ４７６－ ４１：１４．２３ ４．４�
４８ ファーザーリープ 牝３栗 ５４

５３ ☆国分 恭介岡田 牧雄氏 牧浦 充徳 新ひだか 岡田スタツド ４５４－１０１：１４．３� ３３０．６�
３５ 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 ４７２＋ ８１：１４．６１� ３．６	
３６ ウェイアウトバジー 牝３黒鹿５４ 吉田 豊吉田 和子氏 清水 久詞 浦河 鎌田 正嗣 ４２６ ―１：１４．９１� １２０．６

６１１ ミ ス コ マ チ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志西村 專次氏 小笠 倫弘 新冠 八木 常郎 ４２８－ ６ 〃 クビ ２１３．６�
１２ ソングソングソング 牝３鹿 ５４

５１ ▲国分 優作�杵臼牧場 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 ４１６－ ２１：１５．１１� ５９．６�
１１ デンコウマオ 牝３鹿 ５４ 北村 友一田中 康弘氏 坂口 正則 浦河 山春牧場 ４１０± ０１：１５．４１� ２３８．４
８１５ ゴールデンアスク 牝３鹿 ５４ 田中 勝春廣崎 利洋氏 千田 輝彦 浦河 岡本牧場 ４３４＋２２１：１５．９３ ２２９．１�
２４ ウィンディバレー 牝３栗 ５４ 川田 将雅吉田 照哉氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム ４１８± ０１：１６．３２� １８．５�
５９ ニホンピロスイープ 牝３芦 ５４ 柴山 雄一小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 ４０６－ ３１：１７．１５ ７１．６�
２３ アイファーシンシア 牝３鹿 ５４ 上野 翔中島 稔氏 飯田 雄三 浦河 辻 牧場 ３８８－１２１：１７．２クビ ５６９．３�
４７ トロピカルジュエル 牝３鹿 ５４

５１ ▲花田 大昂小川 勲氏 武 宏平 新ひだか 武 牧場 ４４６ ―１：１７．４１� ３８２．４�
７１３ カノンハーモニー 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 ４３８－１０１：１８．４６ ３２８．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，９０２，０００円 複勝： ７３，０１４，８００円 枠連： １４，２９７，０００円

普通馬連： ５９，１８９，８００円 馬単： ４６，６８２，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，１０４，９００円

３連複： ８３，４５９，７００円 ３連単： １７２，３５１，１００円 計： ５００，００１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １１０円 � ５００円 � ３１０円 枠 連（５－６） ２，０００円

普通馬連 �� ２，１１０円 馬 単 �� ２，８２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７３０円 �� ５００円 �� ２，２２０円

３ 連 複 ��� ５，３２０円 ３ 連 単 ��� １８，８５０円

票 数

単勝票数 計 ２２９０２０ 的中 � ９４０７５（１番人気）
複勝票数 計 ７３０１４８ 的中 � ４４８２９６（１番人気）� １６６９３（６番人気）� ３０７２５（４番人気）
枠連票数 計 １４２９７０ 的中 （５－６） ５２７８（６番人気）
普通馬連票数 計 ５９１８９８ 的中 �� ２０７３７（６番人気）
馬単票数 計 ４６６８２２ 的中 �� １２２５２（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８１０４９ 的中 �� ９５６９（７番人気）�� １４６８７（４番人気）�� ２９１４（１７番人気）
３連複票数 計 ８３４５９７ 的中 ��� １１５９３（１４番人気）
３連単票数 計１７２３５１１ 的中 ��� ６７４８（５１番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．３―１２．０―１２．４―１２．２―１２．８

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロ ン ド �
�
父 ロックオブジブラルタル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．２．６ 京都２着

２００８．４．２５生 牝３青鹿 母 アメリカーナ 母母 アメリカズヒロイン ４戦１勝 賞金 １１，６００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイファーシンシア号・トロピカルジュエル号は，平成２３年５月１７日まで平地競走に出走できな

い。
カノンハーモニー号は，平成２３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 アラマサスチール号

０９０８６ ４月１７日 晴 良 （２３阪神２）第８日 第２競走 ��
��１，８００�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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

３５ タガノマツカゼ �３青鹿５６ 川田 将雅八木 良司氏 中尾 秀正 新冠 八木牧場 ５３２－ ６１：５６．４ １２．４�

４６ � ダンスオブウォー 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三 H.R.H．プリンセス・ハヤ 中竹 和也 米 Darley ５１０＋ ４１：５６．８２� １８．９�
２２ マイネルブレス 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 オリエント牧場 ４６４－ ２１：５７．０１	 ５．７�
６１１ 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 ４６４－ ６１：５７．２１� １１．２�
７１３ 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 ５１２－ ６１：５７．４１ １４．２�
５８ オメガオンリーワン 牡３芦 ５６ 内田 博幸原 
子氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム ５４４－ ２１：５７．５� ２．０	
３４ レイクキャスケード 牡３青鹿５６ 後藤 浩輝伊藤 仁氏 藤沢 則雄 日高 白井牧場 ４７６＋ ６１：５７．６� ３６１．７

１１ テイエムギンリュウ 牡３芦 ５６ 小林 徹弥竹園 正繼氏 新川 恵 日高 加藤牧場 ５１０－ ６１：５７．８� １８０．１�
７１２� レディワシントン 牝３鹿 ５４

５１ ▲国分 優作鳴戸 雄一氏 池江 泰寿 米 Yuichi Na-
ruto ４４６－１０ 〃 クビ ７．４�

５９ ナリタデリゲート 牡３黒鹿５６ 福永 祐一�オースミ 木原 一良 日高 千葉飯田牧場 ５０２－ ２ （降着） １４．２
８１５ バンブーアーセナル 牡３鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介�バンブー牧場 谷 潔 浦河 バンブー牧場 ５０４－１２１：５７．９� ７４．７�
８１４ キングオブサンダー 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一佐々木 徹氏 斎藤 誠 新冠 シンユウフアーム ４６４＋ ４１：５８．０クビ １４５．５�
６１０ メイショウスピード 牡３黒鹿５６ 幸 英明松本 好�氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４４６－ ４１：５８．５３ ２５．２�
４７ ス コ ー ピ オ 牡３栗 ５６ 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 新冠 協和牧場 ４３２－ ２１：５８．６クビ ５６２．３�
２３ ヒ マ ラ ヤ 牡３栗 ５６ 武 豊 H.H．シェイク・ハムダン 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ５０４＋ ６２：００．３大差 ７７．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２２，１１９，５００円 複勝： ３７，７７６，０００円 枠連： １７，８８９，２００円

普通馬連： ６１，６４４，９００円 馬単： ３９，５８１，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，２２３，５００円

３連複： ８３，５４８，８００円 ３連単： １２３，９１６，１００円 計： ４１４，６９９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２４０円 複 勝 � ４３０円 � ５００円 � １８０円 枠 連（３－４） ７，０７０円

普通馬連 �� ８，１３０円 馬 単 �� １５，８９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，５５０円 �� １，２１０円 �� ９７０円

３ 連 複 ��� １３，９３０円 ３ 連 単 ��� ８８，１１０円

票 数

単勝票数 計 ２２１１９５ 的中 � １４０７５（５番人気）
複勝票数 計 ３７７７６０ 的中 � ２０４７８（７番人気）� １６９５４（８番人気）� ７３５１６（２番人気）
枠連票数 計 １７８８９２ 的中 （３－４） １８６９（１９番人気）
普通馬連票数 計 ６１６４４９ 的中 �� ５６００（２６番人気）
馬単票数 計 ３９５８１４ 的中 �� １８３９（５０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８２２３５ 的中 �� ２６５４（３１番人気）�� ５７７１（１６番人気）�� ７３３５（１２番人気）
３連複票数 計 ８３５４８８ 的中 ��� ４４２７（５１番人気）
３連単票数 計１２３９１６１ 的中 ��� １０３８（２８６番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．０―１３．５―１３．７―１３．７―１３．４―１２．７―１２．６―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．０―３７．５―５１．２―１：０４．９―１：１８．３―１：３１．０―１：４３．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．５―３F３８．１
１
３

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

勝馬の
紹 介

タガノマツカゼ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２０１１．２．１２ 京都７着

２００８．４．３生 �３青鹿 母 タガノサファイヤ 母母 イージームービング ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔降着〕 ナリタデリゲート号は，１位〔タイム１分５６秒４，２位との着差クビ〕に入線したが，最後の直線コースで急に外側に斜行して

「ダンスオブウォー」号および「レディワシントン」号の走行を妨害したため１０着に降着。
〔制裁〕 ナリタデリゲート号の騎手福永祐一は，最後の直線コースで急に外側に斜行したことについて平成２３年４月２３日から

平成２３年５月１日まで騎乗停止。
※出走取消馬 ニシノファブレッド号（疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため）
※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 アドマイヤリボー号

第２回　阪神競馬　第８日



０９０８７ ４月１７日 晴 良 （２３阪神２）第８日 第３競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１１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

１：０９．７
１：０８．７

重

重

６１１ デイブレイク 牡３鹿 ５６ 柴田 大知�ミルファーム 菊川 正達 浦河 ミルファーム ４６６－ ２１：１３．２ １．６�

２４ ワンダーエレメント 牝３鹿 ５４ 北村 友一山本 信行氏 牧田 和弥 浦河 小柳牧場 ４５２± ０１：１３．４１� ２１．９�
４７ ダブルイーグル 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎田邉 康子氏 大橋 勇樹 むかわ フラット牧場 ４４８－ ６１：１３．８２� ７．６�
２３ ヒューストニア 牡３鹿 ５６ 浜中 俊山上 和良氏 坂口 正則 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ４６０± ０１：１４．２２� １２．９�
８１５ ダハシュール 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠吉田 和美氏 尾関 知人 青森 諏訪牧場 B５１８－ ６１：１４．３クビ ８．２�
６１２ クリスタルヒル 牡３鹿 ５６ 中村 将之加藤 守氏 武田 博 浦河 谷口牧場 ４９６－１０１：１４．５１� １９７．６�
１１ アランルース �３栃栗５６ 三浦 皇成�日進牧場 本間 忍 浦河 日進牧場 ４３６－１２１：１５．０３ １３．９	
３５ ヨ ア ケ 牡３黒鹿５６ 江田 照男 �高木競走馬育成牧場 牧 光二 新ひだか 高橋 誠次 ４８４± ０１：１５．４２� ７．５

７１４ ビコーラミナ 牝３鹿 ５４ 佐久間寛志�レジェンド 鹿戸 明 新ひだか 山口 修二 ４６０＋ ４１：１５．６１ １２７．０�
３６ シゲルトウカツカン 牡３鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介森中 蕃氏 小原伊佐美 様似 清水スタッド ４７２＋ ４１：１６．０２� ２４８．３�
８１６ アスターファイター 牡３鹿 ５６

５３ ▲国分 優作加藤 久枝氏 木原 一良 浦河 絵笛牧場 ４３８－ ４１：１６．２１� ３８１．５
５９ プレジャーカフェ 牝３栗 ５４

５１ ▲横山 和生西川 光一氏 小島 太 新冠 浜口牧場 ４１６－ ８ 〃 クビ ３１９．７�
７１３ シ ュ ン ラ イ 牡３鹿 ５６ 鷹野 宏史石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 土田農場 ５４８＋１４１：１６．５１� ４９０．９�
１２ サイキョウファスト 牝３鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志奥本賢一郎氏 角田 晃一 新冠 森永 正志 ４５０＋ ８１：１６．７１� ２６８．３�
４８ メイショウヒヨドリ 牝３鹿 ５４

５１ ▲花田 大昂松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 松栄牧場 ４４２＋２６１：１６．８� １５１．５�
５１０ シャーデンフロイデ 牡３青鹿５６ 武士沢友治江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 大林ファーム ４２４＋１４１：１６．９� ２３８．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，５４０，６００円 複勝： ６３，６２９，３００円 枠連： １６，８７１，２００円

普通馬連： ５７，６２２，３００円 馬単： ４６，１９９，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，６４９，５００円

３連複： ７７，１００，４００円 ３連単： １４４，８９７，４００円 計： ４５７，５１０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ３４０円 � １７０円 枠 連（２－６） ５２０円

普通馬連 �� １，３３０円 馬 単 �� １，８５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５５０円 �� ２３０円 �� ９７０円

３ 連 複 ��� １，８５０円 ３ 連 単 ��� ７，０００円

票 数

単勝票数 計 ２４５４０６ 的中 � １２４４９２（１番人気）
複勝票数 計 ６３６２９３ 的中 � ４０３２５６（１番人気）� １９１８９（７番人気）� ５３１０８（２番人気）
枠連票数 計 １６８７１２ 的中 （２－６） ２４０２８（２番人気）
普通馬連票数 計 ５７６２２３ 的中 �� ３２１６８（６番人気）
馬単票数 計 ４６１９９７ 的中 �� １８４７１（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６６４９５ 的中 �� １１１７９（７番人気）�� ３５００５（１番人気）�� ５９０２（１２番人気）
３連複票数 計 ７７１００４ 的中 ��� ３０８６６（７番人気）
３連単票数 計１４４８９７４ 的中 ��� １５２９８（２１番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．４―１２．２―１２．２―１２．０―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２４．０―３６．２―４８．４―１：００．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．２―３F３７．０
３ ４，１１（１，３）７，１５，１２（２，５）（８，１４）９（６，１０）（１３，１６） ４ ４，１１，７（１，３）１５－（１２，１４）５－（２，８）９（１０，１６）６，１３

勝馬の
紹 介

デイブレイク �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 グラスワンダー デビュー ２０１０．７．３ 福島２着

２００８．４．２２生 牡３鹿 母 ビコーグレイス 母母 カフェロワイヤル ９戦１勝 賞金 １８，３５０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １１時１５分に変更。
〔制裁〕 メイショウヒヨドリ号の騎手花田大昂は，３コーナーで外側に斜行したことについて過怠金１００，０００円。（１４番・１３番・１０番・１６

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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 キシュウライ号・ネバープリンス号
（非抽選馬） ３頭 クリスチャンラヴ号・サクラアンジェロ号・チアフルアイズ号

０９０８８ ４月１７日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２３阪神２）第８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

８１３ ハイデフィニション 牝６鹿 ５８ 小坂 忠士岡田 牧雄氏 佐山 優 三石 川端牧場 ５１２－ ２３：１８．９ ６．９�

３３ テイエムファイヤー 牡４栗 ５９ 田嶋 翔竹園 正繼氏 小島 貞博 新ひだか 松田 三千雄 ４８６－ ４３：１９．８５ ７．９�
６１０ ヴェルトマイスター 牡７鹿 ６０ 横山 義行 �社台レースホース田中 剛 千歳 社台ファーム ５００± ０３：１９．９� １１．２�
７１２ ビービースカット 牡４青鹿５９ 西谷 誠�坂東牧場 領家 政蔵 日高 森本牧場 ５１６＋ ４３：２０．９６ ４．４�
４６ バトルブリンディス 牡６青鹿６０ 高田 潤宮川 秋信氏 矢作 芳人 門別 モリナガファーム ４５８± ０３：２１．９６ ２．４�
２２ � エーシンテュポーン 牡４鹿 ５９ 植野 貴也�栄進堂 松永 昌博 米 Winches-

ter Farm ４８６＋１２３：２３．０７ ４６．１	
６９ スリーピークス 牡４黒鹿５９ 石神 深一山上 和良氏 和田正一郎 宮城 遊佐 武俊 ４７４－ ４３：２７．３大差 １１５．０

５８ ダイワシュガー 牝４黒鹿５７ 金子 光希大城 敬三氏 浅野洋一郎 新ひだか 橋本牧場 B４１２－１２３：２７．４� １６４．１�
７１１� オリオンザドーター 牝４栗 ５７ 林 満明平本 敏夫氏 加藤 敬二 新冠 川上牧場 ４４８－ ４３：２８．８９ １７４．７�
１１ � ブロックバスター 	６黒鹿６０ 穂苅 寿彦前田 幸治氏 尾関 知人 三石 土居 忠吉 ４８０－１４３：２９．３３ １０３．１
８１４ スズカタフネス 牡４黒鹿５９ 柴田 大知永井 啓弍氏 田中 剛 新冠 メイタイ牧場 ４５４－ ２３：３０．０４ １０８．４�
４５ � スリーサンカリスマ 牡６鹿 ６０ 北沢 伸也永井商事� 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 ４８６－ ４ （競走中止） ２５．５�
３４ ラブイズモネ 牝５栗 ５８ 岩崎 祐己江口雄一郎氏 梅内 忍 静内 坂本 春信 ４３０－１４ （競走中止） ５７．２�
５７ グレイトロータリー 牡５鹿 ６０ 佐久間寛志前田 幸治氏 宮本 博 新ひだか グランド牧場 ５１８－１４ （競走中止） ７．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １７，２８３，４００円 複勝： ２８，３６２，３００円 枠連： １３，３４２，２００円

普通馬連： ４４，４８１，８００円 馬単： ３５，０７３，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，３５５，２００円

３連複： ６７，９２５，２００円 ３連単： １１５，５７７，４００円 計： ３４３，４０１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６９０円 複 勝 � ２６０円 � ３００円 � ３００円 枠 連（３－８） ２，２００円

普通馬連 �� ２，１２０円 馬 単 �� ４，２８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７６０円 �� １，０５０円 �� １，２９０円

３ 連 複 ��� ６，２００円 ３ 連 単 ��� ３１，２７０円

票 数

単勝票数 計 １７２８３４ 的中 � １９９６７（３番人気）
複勝票数 計 ２８３６２３ 的中 � ３０９６５（３番人気）� ２４７４５（４番人気）� ２４６１２（５番人気）
枠連票数 計 １３３４２２ 的中 （３－８） ４４８４（９番人気）
普通馬連票数 計 ４４４８１８ 的中 �� １５５１２（８番人気）
馬単票数 計 ３５０７３８ 的中 �� ６０４９（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１３５５２ 的中 �� ７１２０（１０番人気）�� ４９７７（１２番人気）�� ４０１８（１４番人気）
３連複票数 計 ６７９２５２ 的中 ��� ８０９３（２１番人気）
３連単票数 計１１５５７７４ 的中 ��� ２７２８（９４番人気）

上り １マイル １：４６．２ ４F ５２．８－３F ３９．８
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハイデフィニション �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ミ ル コ ウ ジ デビュー ２００７．９．２２ 中山９着

２００５．４．８生 牝６鹿 母 マイネマリエ 母母 コトブキトミオー 障害：４戦１勝 賞金 １１，３００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １１時４５分に変更。
〔競走中止〕 グレイトロータリー号は，１周目７号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

ラブイズモネ号は，３号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。
スリーサンカリスマ号は，１周目４号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。なお，同馬は疾病〔鼻出血〕を発
症。

〔鼻出血による出走制限〕 スリーサンカリスマ号は，平成２３年５月１７日まで出走できない。
※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 アンダーカウンター号
（非抽選馬） １頭 ダイナミックグロウ号



０９０８９ ４月１７日 晴 良 （２３阪神２）第８日 第５競走 ��２，２００�サラブレッド系３歳
発走１２時３０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

２：１０．９
２：１０．１

良

良

２４ ファタモルガーナ 牡３鹿 ５６ 和田 竜二 �キャロットファーム 荒川 義之 新冠 小泉 学 ４７０－ ２２：１５．１ ４．５�

８１７ ダノンハロー 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠�ダノックス 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４４０± ０２：１５．２� ６．３�
７１３ トウシンヤマト 牡３黒鹿５６ 福永 祐一�サトー 村山 明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６６－ ２２：１５．５２ ３．４�
３６ クレバーキング 牡３鹿 ５６ 内田 博幸田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 ４５６－ ２ 〃 ハナ ５５．７�
２３ イ グ ア ス 牡３黒鹿５６ 四位 洋文 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４５４＋ ４２：１５．６� ３．９	
５９ ハッピーティア 牝３鹿 ５４ 江田 照男丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 滝本 健二 ４５０± ０２：１５．７� １９．０

７１５ セルリアンディンゴ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲国分 優作�イクタ 田所 秀孝 むかわ フラット牧場 ４８４－ ２２：１５．８クビ １９．６�
８１８ シンボリドンナー 牡３鹿 ５６ 北村 宏司シンボリ牧場 岩戸 孝樹 日高 シンボリ牧場 ４６２＋ ４ 〃 クビ ２９．１�
３５ トムコウクン 牡３鹿 ５６

５３ ▲花田 大昂半田 勉氏 西橋 豊治 新ひだか 福岡 清 ４７８± ０２：１６．１１� ３８．０
４８ マーティンジーン 牡３栗 ５６ 鷹野 宏史大戸 志浦氏 沖 芳夫 新ひだか 佐藤 陽一 ４８０± ０２：１６．２� ９５．６�
８１６ オレンジシチー 牝３鹿 ５４ 浜中 俊 �友駿ホースクラブ 宮本 博 日高 幾千世牧場 ４７２－１８２：１６．３� １４８．９�
１２ サマービーチ 牝３栗 ５４

５３ ☆国分 恭介仁田脇 彰氏 谷 潔 宮崎 仁田脇 彰 ４５６± ０２：１６．４クビ １４８．１�
６１１ レイクロード 牡３栗 ５６ 小牧 太百万 武夫氏 森 秀行 日高 戸川牧場 ４４６ ―２：１６．９３ １６６．６�
１１ エメラルドインディ 牝３栗 ５４ 柴田 善臣�大樹ファーム 久保田貴士 浦河 杵臼牧場 ４４４＋ ４２：１７．０� １３．２�
７１４ ファーマペニー 牝３鹿 ５４ 安藤 光彰中西 功氏 加藤 敬二 日高 高山牧場 ４１６± ０２：１７．４２� ２８９．８�
６１２ アカネカブリ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲横山 和生幅田 昌伸氏 白井 寿昭 新冠 村田牧場 ４１８± ０２：１７．９３ ３６５．０�
４７ エタニティリング 牝３青鹿５４ 後藤 浩輝有限会社シルク野中 賢二 日高 ヤナガワ牧場 ４２４－１２２：１８．２１� ５９．１�
５１０ セレブモーション 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介水上 行雄氏 西浦 勝一 浦河 笠松牧場 B４４２－１６２：１８．６２� ４６．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １９，０８２，４００円 複勝： ３６，３４８，６００円 枠連： ２１，００５，８００円

普通馬連： ５８，８９０，０００円 馬単： ３６，３７０，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，４６４，０００円

３連複： ８３，２４７，８００円 ３連単： １２１，０２０，５００円 計： ４０２，４２９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １６０円 � １８０円 � １６０円 枠 連（２－８） ５００円

普通馬連 �� １，３００円 馬 単 �� ２，５５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４６０円 �� ４００円 �� ４６０円

３ 連 複 ��� １，７１０円 ３ 連 単 ��� １１，１１０円

票 数

単勝票数 計 １９０８２４ 的中 � ３３４６７（３番人気）
複勝票数 計 ３６３４８６ 的中 � ６１５９０（３番人気）� ４９５６８（４番人気）� ６５５０９（２番人気）
枠連票数 計 ２１００５８ 的中 （２－８） ３１３５６（２番人気）
普通馬連票数 計 ５８８９００ 的中 �� ３３５６０（６番人気）
馬単票数 計 ３６３７０７ 的中 �� １０５６１（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６４６４０ 的中 �� １４０５０（５番人気）�� １６７７１（３番人気）�� １４１３９（４番人気）
３連複票数 計 ８３２４７８ 的中 ��� ３６０９８（４番人気）
３連単票数 計１２１０２０５ 的中 ��� ８０４１（２３番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１１．３―１３．５―１３．３―１３．０―１２．９―１２．２―１１．８―１１．９―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．４―２３．３―３４．６―４８．１―１：０１．４―１：１４．４―１：２７．３―１：３９．５―１：５１．３―２：０３．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．８―３F３５．６
１
３

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

２
４

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ファタモルガーナ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 エ リ シ オ デビュー ２０１０．１１．２８ 京都５着

２００８．５．２６生 牡３鹿 母 タニノミラージュ 母母 デンコウセッカ ４戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ショウサンガイナ号・ルースデラルナ号

０９０９０ ４月１７日 晴 良 （２３阪神２）第８日 第６競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１３時００分 （芝・右）

５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：１９．９
１：１９．０

良

良

７１４ レッドエレンシア 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 浦河 信岡牧場 ４０６－ ４１：２１．０ １３．８�

１１ ラフアウェイ 牝３青 ５４ 佐藤 哲三�ノースヒルズ 鮫島 一歩 新冠 ノースヒルズマネジメント ５４４＋ ４１：２１．３１� ５８．２�
７１３ エーティーランボー 牡３鹿 ５６

５３ ▲国分 優作荒木 徹氏 木原 一良 登別 青藍牧場 ４６４－ ６１：２１．５１� ２２．９�
６１１� スマートオーシャン 牝３栗 ５４ 高田 潤大川 徹氏 小崎 憲 米 Summer

Wind Farm ４８４± ０１：２１．７１� ５２．９�
３６ 	 モルフェソングエル 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣並河賢一郎氏 本間 忍 むかわ ヤマイチ牧場 ４７０－ ６１：２１．８� １６．９�
４７ マ マ キ ジ ャ 牝３芦 ５４ 田中 勝春北所 直人氏 清水 久詞 新冠 隆栄牧場 ４２４＋ ２ 〃 ハナ ７．３�
７１５ シゲルセキニンシャ 牝３青鹿５４ 小林 徹弥森中 蕃氏 目野 哲也 新冠 中央牧場 ４５２＋ ４１：２１．９� ３９６．７	
２３ サンライズアバカス 牡３鹿 ５６ 北村 友一松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 ４８０＋ ２１：２２．０クビ １０．２

５９ ヤマニンパピオネ 牝３芦 ５４

５１ ▲横山 和生土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 ４７０－ ２ 〃 ハナ ４．６�
８１７ セイユウハート 牡３鹿 ５６ 和田 竜二松岡 正二氏 梅内 忍 日高 前川 義則 ４３８－ ６１：２２．２１
 ９５．８�
４８ 	 エーシンカリオーン 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠�栄進堂 高野 友和 浦河 高村牧場 ４５０± ０１：２２．３� ２６．６
８１８ アグネスウイッシュ 牡３黒鹿５６ 武 豊渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４９６± ０ 〃 ハナ ４．３�
５１０ コマンドパワー 牡３鹿 ５６ 小林慎一郎平本 敏夫氏 矢作 芳人 日高 サンシャイン

牧場 B４６８－１２１：２２．６１� ６８．７�
２４ ゼフィランサス 牝３青 ５４ 四位 洋文�村田牧場 昆 貢 新冠 村田牧場 ４１８＋ ２１：２２．８１ ６．８�
６１２ ジョウノエンドレス 牡３鹿 ５６ 小牧 太小川 義勝氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４６８＋ １ 〃 ハナ １６９．７�
８１６ ラインアンジュ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一大澤 繁昌氏 領家 政蔵 日高 日高大洋牧場 ４８８－ ４１：２３．１１� １０．２�
３５ ニシノフウウンジ �３栗 ５６

５５ ☆国分 恭介西山 茂行氏 中竹 和也 むかわ 西山牧場 ４５８－１８１：２３．５２� ３１７．８�
１２ ホクトキングダム 牡３青鹿５６ 藤田 伸二布施 光章氏 本田 優 浦河 上山牧場 ４８２－ ４１：２５．６大差 ２１．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２５，３１９，３００円 複勝： ４６，２２９，３００円 枠連： ２５，６８２，１００円

普通馬連： ７７，６２９，７００円 馬単： ４０，６６５，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，４５９，７００円

３連複： １０７，４０７，７００円 ３連単： １４６，１１５，９００円 計： ５０２，５０９，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３８０円 複 勝 � ４２０円 � １，８１０円 � ７３０円 枠 連（１－７） ４，５１０円

普通馬連 �� ３４，２３０円 馬 単 �� ６１，６３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８，２１０円 �� ３，１２０円 �� １５，５６０円

３ 連 複 ��� ２２１，４２０円 ３ 連 単 ��� １，１００，３５０円

票 数

単勝票数 計 ２５３１９３ 的中 � １４４８６（７番人気）
複勝票数 計 ４６２２９３ 的中 � ３１５８２（６番人気）� ６２２７（１４番人気）� １６６１３（１０番人気）
枠連票数 計 ２５６８２１ 的中 （１－７） ４２０６（１８番人気）
普通馬連票数 計 ７７６２９７ 的中 �� １６７４（８３番人気）
馬単票数 計 ４０６６５３ 的中 �� ４８７（１５８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３４５９７ 的中 �� １０００（７３番人気）�� ２６７３（４０番人気）�� ５２５（１００番人気）
３連複票数 計１０７４０７７ 的中 ��� ３５８（３８７番人気）
３連単票数 計１４６１１５９ 的中 ��� ９８（２１１７番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．７―１１．０―１１．５―１１．１―１２．３―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１１．８―２２．５―３３．５―４５．０―５６．１―１：０８．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．５―３F３６．０
３ ９－１１（１，１４）（１０，１７）２（３，７）（６，１５，１８）（４，１３，１６）８－５－１２ ４ ９－１１，１４，１，１７－（１０，７）（１５，１８）３（２，６，１６）４，１３，８－（５，１２）

勝馬の
紹 介

レッドエレンシア �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１０．８．７ 新潟１着

２００８．２．１２生 牝３黒鹿 母 マ イ ハ ー ト 母母 ワンダージュビリー ６戦２勝 賞金 ２２，３１０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １３時０１分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ホクトキングダム号は，平成２３年５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１２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１２頭 エポワス号・カノヤキャプテン号・シゲルシャチョウ号・シナル号・シャイニングカラー号・セイカプリコーン号・

タイキパーシヴァル号・ナムラオーシャン号・ブラウンマシーン号・ベストクローン号・マスターグレイマン号・
メルトアウェイ号



０９０９１ ４月１７日 晴 良 （２３阪神２）第８日 第７競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１３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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

３５ ゴールデンアタック 牡３栗 ５６ 幸 英明�協栄 北出 成人 日高 タバタファーム ４６６－ ６１：５４．３ ２０．４�

５１０ ホノカアボーイ 牡３黒鹿５６ 福永 祐一 �ユートピア牧場 戸田 博文 登別 ユートピア牧場 ４５４＋ ８１：５４．４� ３１．９�
５９ オズフェスト 牡３芦 ５６ 柴山 雄一�ターフ・スポート大竹 正博 浦河 小島牧場 B４９０－ ６ 〃 クビ ３４．９�
３６ ペガサスフラッシュ 牡３栗 ５６ 小牧 太松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 ４２８－ ２１：５４．６１� １０．２�
４７ タ ナ ト ス 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠榮 義則氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４４４＋ ８１：５４．８１� ３．６�
２４ カネトシマーシャル 牡３鹿 ５６ 松田 大作兼松 利男氏 五十嵐忠男 新ひだか 静内酒井牧場 ４８８＋ ２１：５４．９クビ ２０１．３	
２３ サトノピースピース 牡３青鹿５６ 後藤 浩輝里見 治氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 ５０８＋ ２１：５５．０� ８．５

７１４ ティアップゼウス 牡３栗 ５６ 江田 照男田中 昇氏 高木 登 新ひだか 土居 忠吉 ４５０＋ ４１：５５．１� ３８６．５�
４８ ドラゴンウィンズ 牡３芦 ５６

５３ ▲国分 優作窪田 康志氏 白井 寿昭 新冠 ハシモトフアーム ４７２－ ２ 〃 ハナ １３９．１�
７１３ バンブーチェルシー 牡３青鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介�バンブー牧場 岩元 市三 浦河 バンブー牧場 ４６８－ ２１：５５．４１� ３４．８
１１ サーランスロット 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二山本 英俊氏 松永 幹夫 日高 シンボリ牧場 ４６０－ ８１：５５．５� １１．８�
６１１ サフランディライト 牡３鹿 ５６ 川田 将雅海原 聖一氏 北出 成人 平取 高橋 啓 ４８０± ０ 〃 ハナ ２．２�
１２ アイティテイオー 牡３栗 ５６ 吉田 豊一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４４２＋ ４１：５５．７１� １３５．６�
８１５� ロージーライト 牡３青鹿５６ 柴田 善臣栗本 博晴氏 谷 潔 日高 メイプルファーム ４５８－ ８１：５５．９１� １４８．２�
８１６ バトルヴァイヤマン 牡３鹿 ５６ 的場 勇人宮川 秋信氏 牧 光二 日高 厚賀古川牧場 ５１２－ ２１：５６．０クビ ２２．５�
６１２ アイアムエレガント 牝３黒鹿５４ 内田 博幸堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４８４－ ２１：５９．３大差 ６４．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３３，２９７，２００円 複勝： ５７，９７９，０００円 枠連： ３０，１１２，５００円

普通馬連： １０６，９７８，３００円 馬単： ６８，２８０，７００円 ワイド【拡大馬連】： ４３，７５７，７００円

３連複： １３３，９４２，７００円 ３連単： ２２０，３４１，８００円 計： ６９４，６８９，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，０４０円 複 勝 � ５６０円 � ７１０円 � ８３０円 枠 連（３－５） ３，８６０円

普通馬連 �� ２０，３００円 馬 単 �� ４２，６００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，１２０円 �� ５，９４０円 �� ７，３２０円

３ 連 複 ��� １２７，５５０円 ３ 連 単 ��� ５８７，０５０円

票 数

単勝票数 計 ３３２９７２ 的中 � １２８７２（６番人気）
複勝票数 計 ５７９７９０ 的中 � ２８４１０（７番人気）� ２１５６４（８番人気）� １８０４３（１０番人気）
枠連票数 計 ３０１１２５ 的中 （３－５） ５７６６（１６番人気）
普通馬連票数 計１０６９７８３ 的中 �� ３８９１（４７番人気）
馬単票数 計 ６８２８０７ 的中 �� １１８３（８６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４３７５７７ 的中 �� ２６２７（３７番人気）�� １８１２（５０番人気）�� １４６６（５４番人気）
３連複票数 計１３３９４２７ 的中 ��� ７７５（２０１番人気）
３連単票数 計２２０３４１８ 的中 ��� ２７７（９７１番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．６―１４．０―１３．１―１２．８―１２．９―１２．５―１２．５―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．２―３７．２―５０．３―１：０３．１―１：１６．０―１：２８．５―１：４１．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゴールデンアタック �
�
父 スターリングローズ �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー ２０１０．１０．１６ 京都７着

２００８．４．７生 牡３栗 母 ロイヤルアタック 母母 ヌーベルマリエ １０戦２勝 賞金 １７，４５０，０００円
〔制裁〕 ドラゴンウィンズ号の騎手国分優作は，３コーナーで内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（１２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９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ９頭 オメガスカイツリー号・ジェットストリーム号・シンケンショウブ号・スパークスフライ号・タカオノボル号・

タマモブラウン号・トーセンウィーク号・ピエナオリオン号・ユウキマリアッチ号

０９０９２ ４月１７日 晴 良 （２３阪神２）第８日 第８競走 ��
��１，６００�サラブレッド系４歳以上

発走１４時００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

１：３２．０
１：３１．４

良

良

８１８ セイルラージ 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５２－１２１：３４．６ ４．８�

７１３ 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± ０１：３４．８１� ９．３�
５１０ グァンタナメラ 牝４黒鹿５５ 内田 博幸齊藤四方司氏 堀 宣行 安平 追分ファーム ４４８－ ２ 〃 アタマ ７．６�
１２ クールエレガンス 牡４青鹿５７ 柴田 善臣臼田 浩義氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ４８４－１０１：３４．９� ５．８�
３５ テ キ ー ラ 牡６鹿 ５７

５４ ▲花田 大昂 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 西橋 豊治 静内 岡野牧場 ４７６＋ ２１：３５．１１ ４６．１�

２３ プ リ ム ー ル 牝４黒鹿５５ 蛯名 正義吉田 和美氏 荒川 義之 日高 日高大洋牧場 ４４８± ０１：３５．３１	 １９．０	
３６ ゴーゲッター 牡４鹿 ５７ 安藤 勝己松元 保氏 南井 克巳 浦河 昭和牧場 ５４２± ０１：３５．４	 ４．１

６１１ インプレッシヴデイ 牡４芦 ５７

５４ ▲国分 優作藤田 在子氏 坂口 正則 新冠 村上 雅規 ５０８＋ ６１：３５．６１� ２４．９�
７１５ パ ス ピ エ 牝５栗 ５５

５２ ▲藤懸 貴志吉田 勝己氏 小崎 憲 早来 ノーザンファーム ４４２－ ６１：３５．９１� ７１．６�
８１７
 サクラシャイニー 牡５栗 ５７ 浜中 俊�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 新和牧場 ４５２－ ６１：３６．０	 ２０．３
６１２ ロードセイバー 牡４栗 ５７ 藤岡 佑介 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか 藤井 益美 ４５８＋ ６ 〃 クビ ３１．３�
１１ ピーチブローフィズ 牝４黒鹿５５ 四位 洋文 �サンデーレーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム ４３６－１４１：３６．１	 １１７．４�
８１６ 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 ４７４－ ２ 〃 ハナ ８．０�
４７ 
 スターウォーズ 牡４黒鹿５７ 福永 祐一中村 祐子氏 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム ４６０－１３１：３６．２� ４１．２�
５９ タガノパルムドール 牝４栗 ５５ 和田 竜二八木 昌司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４７８－ ２１：３６．３クビ ７０．５�
４８ ワイドロータス 牝５鹿 ５５ 田中 勝春幅田 昌伸氏 千田 輝彦 日高 下河辺牧場 ４４０＋１２ 〃 ハナ ２２６．９�
２４ ア ナ ナ ス 牡８鹿 ５７ 江田 照男古川 智洋氏 佐藤 吉勝 浦河 地興牧場 ４７０＋ ４ 〃 クビ ３５１．８�
７１４
 タマモユニヴァース 牡５栗 ５７ 松田 大作タマモ� 小原伊佐美 新冠 ムラカミファーム ５０６＋３２１：３６．５１� ２６４．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３７，１８７，５００円 複勝： ７０，２９２，５００円 枠連： ４１，８７２，８００円

普通馬連： １２４，９６７，７００円 馬単： ６６，２６７，５００円 ワイド【拡大馬連】： ４８，３５６，８００円

３連複： １５６，６６７，５００円 ３連単： ２３５，００１，６００円 計： ７８０，６１３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � ２６０円 � ２５０円 � ２１０円 枠 連（７－８） ９３０円

普通馬連 �� ３，１５０円 馬 単 �� ５，４９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４５０円 �� １，１５０円 �� ９２０円

３ 連 複 ��� ７，８７０円 ３ 連 単 ��� ４１，１１０円

票 数

単勝票数 計 ３７１８７５ 的中 � ６２２５７（２番人気）
複勝票数 計 ７０２９２５ 的中 � ６９５２８（６番人気）� ７３６７２（５番人気）� ９６５５３（２番人気）
枠連票数 計 ４１８７２８ 的中 （７－８） ３３３９１（４番人気）
普通馬連票数 計１２４９６７７ 的中 �� ２９２９４（１５番人気）
馬単票数 計 ６６２６７５ 的中 �� ８９１５（２７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４８３５６８ 的中 �� ８１０９（１６番人気）�� １０３４１（１４番人気）�� １３１９５（１１番人気）
３連複票数 計１５６６６７５ 的中 ��� １４６９８（２４番人気）
３連単票数 計２３５００１６ 的中 ��� ４２１９（１２５番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．０―１１．８―１２．７―１２．４―１１．４―１１．２―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．６―３５．４―４８．１―１：００．５―１：１１．９―１：２３．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セイルラージ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００９．１１．２２ 京都２着

２００７．２．１３生 牡４鹿 母 ビワパシフィカス 母母 パシフィカス ７戦２勝 賞金 １７，２００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
〔制裁〕 テキーラ号の騎手花田大昂は，３コーナーでの御法（前の馬に接触した）について戒告。

プリムール号の騎手蛯名正義は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（８番・７番への進路
影響）



０９０９３ ４月１７日 晴 良 （２３阪神２）第８日 第９競走 ��
��１，８００�

ほ う ら い き ょ う

� � 峡 特 別
発走１４時３５分 （芝・右・外）
４歳以上，１，０００万円以下，２２．４．１７以降２３．４．１０まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００円
付 加 賞 ３９２，０００円 １１２，０００円 ５６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

２２ タガノバッチグー 牡５鹿 ５４ 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 ４５６－ ４１：４６．１ １９．７�

３４ � ランリョウオー 牡４黒鹿５６．５ 四位 洋文吉田 和美氏 橋田 満 豪
Arrowfield Group
Pty Ltd, Jungle
Pocket Pty Ltd

４６６± ０ 〃 ハナ ２．８�
７１３ バアゼルリバー 牡５鹿 ５６ 川田 将雅市川 義美氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８２－ ２１：４６．３１� １４．９�
４６ ニチドウルチル 牝４栗 ５３ 田嶋 翔山田 伸氏 小島 貞博 新ひだか 大平牧場 ４８８± ０１：４６．４� １６．３�
６１０ 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± ０１：４６．５� ２．３�
１１ オ ブ コ ー ス 牡６栗 ５４ 北村 友一近藤 英子氏 飯田 雄三 早来 ノーザンファーム ４１８－ ２ 〃 クビ ３６．６�
８１５ ラッキーバニラ 牡４青鹿５５ 内田 博幸吉田 照哉氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４９２－ ２１：４６．７１� ４３．５�
４７ ナムラボルテージ 牝４鹿 ５３ 松田 大作奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム ４６４－ ２ 〃 ハナ ６１．１	
５９ ヤマニンガーゴイル 牡４鹿 ５６ 武 豊土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 ４８４＋ ２１：４６．８� ６．３

８１４ テーマソング 牝５鹿 ５０ 国分 恭介吉田 照哉氏 中村 均 千歳 社台ファーム ４６２－ ２１：４７．０１� ２７３．３�
３５ キンショーオトヒメ 牝６栗 ５２ 秋山真一郎礒野日出夫氏 中村 均 浦河 昭和牧場 ４４２－ ２ 〃 アタマ １５７．２�
６１１	 シシャモフレンド 牝６鹿 ５１ 国分 優作阪口 享氏 五十嵐忠男 門別 大沢育成牧場 ４８２± ０ 〃 アタマ １２１．９
５８ リアルプリンス 牡５栗 ５７ 蛯名 正義�アカデミー 荒川 義之 新冠 清水 克則 ５５２－ ４１：４７．３１
 ２７．１�
２３ グ リ フ ィ ス �６鹿 ５２ 北村 宏司 �キャロットファーム 浅見 秀一 早来 ノーザンファーム ４４８－３０１：４７．４クビ １３１．４�
７１２ ゼンノモナルカ 牡７黒鹿５２ 安藤 光彰大迫久美子氏 藤岡 範士 三石 水上 習孝 B４６４＋ ２１：４７．７１
 ３９８．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ４０，０４５，２００円 複勝： ６１，０３５，３００円 枠連： ３７，４７５，４００円

普通馬連： １５９，６７９，２００円 馬単： ９７，１２６，２００円 ワイド【拡大馬連】： ５２，６８６，４００円

３連複： １８７，２８７，８００円 ３連単： ３８３，９３８，３００円 計： １，０１９，２７３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，９７０円 複 勝 � ４５０円 � １７０円 � ３６０円 枠 連（２－３） ２，３１０円

普通馬連 �� ２，８１０円 馬 単 �� ７，５１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９４０円 �� ２，３６０円 �� ８１０円

３ 連 複 ��� ９，８８０円 ３ 連 単 ��� ７５，２２０円

票 数

単勝票数 計 ４００４５２ 的中 � １６０９９（６番人気）
複勝票数 計 ６１０３５３ 的中 � ３００６０（６番人気）� １２８７４７（２番人気）� ３９８５０（４番人気）
枠連票数 計 ３７４７５４ 的中 （２－３） １１９７５（９番人気）
普通馬連票数 計１５９６７９２ 的中 �� ４２０４７（９番人気）
馬単票数 計 ９７１２６２ 的中 �� ９５５１（２２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５２６８６４ 的中 �� １４０３１（９番人気）�� ５３０３（２３番人気）�� １６４４９（７番人気）
３連複票数 計１８７２８７８ 的中 ��� １３９９７（２７番人気）
３連単票数 計３８３９３８３ 的中 ��� ３７６７（１８０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．８―３５．５―４７．４―５９．５―１：１１．４―１：２２．６―１：３４．２

コーナー
通過順位

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

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 ３３戦４勝 賞金 ５１，９３１，０００円
〔制裁〕 キンショーオトヒメ号の調教師中村均は，馬場入場時に同馬の右手綱の尾錠が外れたことについて戒告。

０９０９４ ４月１７日 晴 良 （２３阪神２）第８日 第１０競走 ��
��１，４００�

ようしゅん

陽春ステークス
発走１５時１０分 （ダート・右）

４歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，７００，０００円 １，７７０，０００円
付 加 賞 ３９９，０００円 １１４，０００円 ５７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．８
１：２１．８

稍重

稍重

７１４ トウショウカズン 牡４鹿 ５７ 国分 優作トウショウ産業� 領家 政蔵 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５３０＋ ４１：２３．５ ７．８�

４８ トウショウクエスト 牡６栗 ５７ 池添 謙一トウショウ産業� 鶴留 明雄 静内 トウショウ産業株式
会社トウショウ牧場 ５３０－ ６ 〃 アタマ ４６．５�

２４ ヒラボクワイルド 牡５青鹿５７ 松田 大作�平田牧場 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 ４８０－ ２１：２３．９２� ８．２�
３６ � マイエンブレム 牡６鹿 ５７ 武 豊太田珠々子氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム ５３０± ０ 〃 アタマ １２．８�
５９ デイトユアドリーム 牝５鹿 ５５ 松岡 正海ユアストーリー 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４６０－１４ 〃 ハナ ２．９�
１１ ロンギングスター 牡４栗 ５７ 後藤 浩輝坂本 浩一氏 勢司 和浩 浦河 中村 雅明 ４６６－ ４１：２４．４３ ４．６�
２３ テイエムクレナイ 牝６栗 ５５ 小牧 太竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 高岸 節雄 ４８２＋ ２１：２４．６１	 ６７．５	
７１３
 ド ス ラ イ ス 牡５栗 ５７ 田中 勝春小田 吉男氏 森 秀行 米 WinStar

Farm, LLC ５３０＋ ６ 〃 ハナ １９．３

６１２ サンマルセイコー 牝８黒鹿５５ 武士沢友治相馬 勇氏 鈴木 勝美 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４８６＋ ４ 〃 クビ ２９１．３�
１２ フィールドジュエル 牡９鹿 ５７ 秋山真一郎地田 勝三氏 西園 正都 早来 ノーザンファーム B４９８± ０１：２４．７クビ ２３９．７�
３５ キ テ ィ 牝５鹿 ５５ 和田 竜二武田 茂男氏 野中 賢二 浦河 山下 恭茂 ４７２＋１０ 〃 アタマ １０．６
４７ アデュラリア 牝５芦 ５５ 藤懸 貴志�ターフ・スポート平田 修 日高 ナカノファーム ４８２－ ４１：２４．９１ ７．３�
８１６ スマートブレード 牡１０黒鹿５７ 幸 英明大川 徹氏 宮 徹 浦河 松田 次郎 ５４０＋ ８１：２５．４３ ４７．４�
６１１ モアザンスマート 牡５鹿 ５７ 北村 宏司�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか 元茂 義一 ４７８－ ８１：２５．５� ６２．５�
８１５ スリーサンフレンチ 牡８鹿 ５７ 小林 徹弥永井商事� 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 ４７８－ ６１：２５．６� ４６３．２�
５１０ チャレンジシチー 牡９鹿 ５７ 田村 太雅 �友駿ホースクラブ 作田 誠二 浦河 上山牧場 B５２６＋２４１：２６．５５ ２１３．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４９，０８２，０００円 複勝： ７８，３１５，３００円 枠連： ４９，４２７，０００円

普通馬連： ２３０，６１９，５００円 馬単： １２１，７４２，５００円 ワイド【拡大馬連】： ６６，１４４，１００円

３連複： ２５８，５１８，０００円 ３連単： ４７２，０７０，５００円 計： １，３２５，９１８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７８０円 複 勝 � ２７０円 � ９７０円 � ３１０円 枠 連（４－７） １，５３０円

普通馬連 �� １５，７５０円 馬 単 �� ２４，４９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，４５０円 �� １，３８０円 �� ４，７００円

３ 連 複 ��� ３９，８１０円 ３ 連 単 ��� ２６８，２００円

票 数

単勝票数 計 ４９０８２０ 的中 � ４９９４７（４番人気）
複勝票数 計 ７８３１５３ 的中 � ８３４４７（３番人気）� １８３２３（１０番人気）� ６９３８５（５番人気）
枠連票数 計 ４９４２７０ 的中 （４－７） ２３８７３（９番人気）
普通馬連票数 計２３０６１９５ 的中 �� １０８１０（３８番人気）
馬単票数 計１２１７４２５ 的中 �� ３６６９（６７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６６１４４１ 的中 �� ４６７３（３７番人気）�� １２１６２（１５番人気）�� ３４１４（４２番人気）
３連複票数 計２５８５１８０ 的中 ��� ４７９３（１０１番人気）
３連単票数 計４７２０７０５ 的中 ��� １２９９（６０７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．２―３４．８―４６．８―５８．９―１：１０．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トウショウカズン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２０１０．１．２３ 京都５着

２００７．２．１５生 牡４鹿 母 バージントウショウ 母母 タバサトウショウ １０戦４勝 賞金 ４８，６４９，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）３３頭 アグネスマクシマム号・アポロラムセス号・アンヴァルト号・アークビスティー号・ウインプレミアム号・

エアウルフ号・エアティアーモ号・オオトリオウジャ号・オーシャンカレント号・カネスラファール号・
カフェマーシャル号・キングパーフェクト号・ケイアイダイオウ号・ゲバルトステイヤー号・サイオン号・
サウンドアクシス号・ストレートイン号・ソリタリーキング号・ダイワプリベール号・ドリームスカイラブ号・
ドリームゼロワン号・トーセンクロス号・ノボレインボー号・ノルマンディー号・ハイローラー号・
パープルイーグル号・ビギンマニューバー号・ピューター号・ブルーデインヒル号・ミステリアスバイオ号・
メダリアビート号・ラルーチェ号・ワンモアジョー号



０９０９５ ４月１７日 晴 良 （２３阪神２）第８日 第１１競走 ��
��１，６００�第４２回読売マイラーズカップ（ＧⅡ）

発走１５時４５分 （芝・右・外）
４歳以上；負担重量は，５７�，牝馬２�減，２２．４．１７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，２２．４．１６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 １，３７２，０００円 ３９２，０００円 １９６，０００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
１：３１．４

良

良

８１７ シ ル ポ ー ト 牡６鹿 ５７ 小牧 太百万 武夫氏 西園 正都 静内 タイヘイ牧場 ４９６－ ４１：３２．３ １８．４�

４７ クレバートウショウ 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 アイオイファーム ５００－ ２１：３２．６１� ８２．８�
６１１ ダノンヨーヨー 牡５栗 ５７ 内田 博幸�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５１４＋ ４ 〃 アタマ ４．２�
８１８ ア パ パ ネ 牝４鹿 ５６ 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４９０－ ４１：３２．８１� ７．１�
５１０ ショウワモダン 牡７鹿 ５９ 横山 典弘山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ５１６± ０ 〃 ハナ ６２．８�
５９ スマイルジャック 牡６黒鹿５７ 三浦 皇成齊藤四方司氏 小桧山 悟 鵡川 上水牧場 ４９６－ ２ 〃 クビ ７．４	
２４ ロードバリオス 牡６青 ５７ 北村 宏司 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 三石 ケイアイファーム ４５２－ ２ 〃 アタマ ８９．６

２３ コスモセンサー 牡４栗 ５７ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 西園 正都 浦河 川越ファーム ５０６－ ２１：３２．９クビ １５４．７�
３５ リーチザクラウン 牡５青鹿５８ 武 豊西山 茂行氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ５１４＋ ２１：３３．０� ６．０
１２ 	 ライブコンサート 
７黒鹿５７ 藤田 伸二グリーンフィールズ� 白井 寿昭 愛 Mrs J.

Chandris ４７６± ０１：３３．１クビ １８．６�
１１ キョウエイストーム 牡６芦 ５７ 柴田 善臣田中 晴夫氏 中川 公成 三石 田湯牧場 ４４４＋ ２１：３３．２� ８１．１�
４８ ガ ル ボ 牡４青 ５７ 吉田 豊石川 一義氏 清水 英克 様似 �村 伸一 ４６２－ ６１：３３．４１� ２５．４�
８１６ ダンツホウテイ 牡６黒鹿５７ 北村 友一山元 哲二氏 本田 優 静内 大典牧場 ４７６＋ ２１：３３．６１� １２７．６�
３６ ショウリュウムーン 牝４鹿 ５５ 浜中 俊上田 亙氏 佐々木晶三 浦河 高村牧場 ４６０＋ ２１：３３．９１� １８．２�
７１３ ゴールスキー 牡４黒鹿５７ 福永 祐一 �社台レースホース池江 泰寿 安平 追分ファーム ４７４± ０１：３４．０� ４．２�
６１２ フラガラッハ 牡４鹿 ５７ 四位 洋文 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７８－ ２１：３４．２１� ２４．６�
７１５ キングストリート 牡５鹿 ５７ 後藤 浩輝百万 武夫氏 西園 正都 新ひだか タイヘイ牧場 ４９０＋ ２１：３４．３� ３８．７�
７１４ アブソリュート 牡７黒鹿５７ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４７０－ ４１：３４．５１� ２７２．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２４６，４８０，１００円 複勝： ３９２，１９６，７００円 枠連： ２６４，９６７，８００円

普通馬連： １，２３０，０４８，１００円 馬単： ６２７，１７７，２００円 ワイド【拡大馬連】： ３８６，２５１，２００円

３連複： １，６６２，５６５，４００円 ３連単： ３，２４９，８０６，９００円 計： ８，０５９，４９３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，８４０円 複 勝 � ６５０円 � １，８９０円 � ２００円 枠 連（４－８） ３，９８０円

普通馬連 �� ７０，４４０円 馬 単 �� １２１，０４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １６，５４０円 �� ２，２８０円 �� ６，０００円

３ 連 複 ��� １３９，０５０円 ３ 連 単 ��� １，２３４，３６０円

票 数

単勝票数 計２４６４８０１ 的中 � １０５６２０（７番人気）
複勝票数 計３９２１９６７ 的中 � １４２７１７（１０番人気）� ４５３４３（１４番人気）� ６６３７００（２番人気）
枠連票数 計２６４９６７８ 的中 （４－８） ４９２１５（１９番人気）
普通馬連票数 計１２３００４８１ 的中 �� １２８８８（９９番人気）
馬単票数 計６２７１７７２ 的中 �� ３８２４（１８１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計３８６２５１２ 的中 �� ５６７６（１０１番人気）�� ４２５１８（２６番人気）�� １５７８９（５７番人気）
３連複票数 計１６６２５６５４ 的中 ��� ８８２４（２７２番人気）
３連単票数 計３２４９８０６９ 的中 ��� １９４３（１８５７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．４―３５．０―４６．６―５８．０―１：０８．９―１：２０．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．７―３F３４．３
３ １７－（７，８）１１（３，１０，１６）（４，１８）２（１，９，１３）（５，６，１５）１２－１４ ４ １７－７（３，８）（１０，１１）（４，１６）（２，１８，１３，１５）（１，９，６）５，１２，１４

勝馬の
紹 介

シ ル ポ ー ト �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．１．２７ 京都３着

２００５．３．２４生 牡６鹿 母 スペランツァ 母母 フ ジ ャ ブ ３５戦９勝 賞金 ２５６，１７８，０００円
〔制裁〕 ショウワモダン号の騎手横山典弘は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（４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１４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１４頭 オーシャンエイプス号・スズカサンバ号・スピリタス号・ダイシンプラン号・ダイワマックワン号・

テイエムカゲムシャ号・ヒカルカザブエ号・ファストロック号・ファリダット号・マイネルクラリティ号・
ミッキードリーム号・メイショウセンゴク号・モエレビクトリー号・リディル号

０９０９６ ４月１７日 晴 良 （２３阪神２）第８日 第１２競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１６時２０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

１２ ルグランヴォヤージ 牡４芦 ５７ 四位 洋文 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４９８－ ６１：５３．０ ３．１�

２３ レオプレシャス 牡４黒鹿５７ 内田 博幸�レオ 堀 宣行 浦河 酒井牧場 B４７６－ ２１：５３．１� ３．７�
６１１ エイシンナナツボシ 牡４鹿 ５７ 川田 将雅平井 豊光氏 坂口 正則 浦河 カナイシスタッド B５２８± ０１：５３．２� ６．３�
８１５ シ ン ワ ラ ヴ 牡６青鹿５７ 佐藤 哲三若尾 昭一氏 田村 康仁 鵡川 安田 幸子 ４９６－１０１：５３．４１� ４５８．０�
４８ エイシンダッシュ 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠平井 豊光氏 松永 昌博 静内 岡田牧場 ４８４＋１２１：５３．８２� ７．９�
２４ キンショーダンデー 牡４栗 ５７ 北村 友一礒野日出夫氏 中村 均 浦河 馬道 繁樹 ４７８－ ４１：５４．０１� ２１．２	
４７ ヒカリコーズウェー �６鹿 ５７ 幸 英明當山 
則氏 谷 潔 浦河 日の出牧場 ５１８＋ ４ 〃 クビ １４．６�
３５ ソルモンターレ 牡５鹿 ５７ 小林慎一郎�ターフ・スポート矢作 芳人 浦河 谷川牧場 B４５８＋ ２１：５４．１クビ ２０．５�
５９ 	 サンレイハスラー 牡５鹿 ５７

５４ ▲花田 大昂永井 啓弍氏 西橋 豊治 浦河 辻 牧場 ５０４－ ４１：５４．４２ １７２．２
７１４ ライジングバイオ 牡６鹿 ５７ 小牧 太バイオ� 坪 憲章 平取 清水牧場 ４６８－１０１：５４．５� ４４．７�
６１２ マーブルデイビー 牡５栗 ５７ 吉田 豊下村 直氏 清水 久詞 三石 三石川上牧場 ４７４－ ６１：５４．６� ９６．４�
１１ カンファーネオ 牡４鹿 ５７

５６ ☆国分 恭介楠本 陸雄氏 大根田裕之 日高 中川 哲也 ４７２＋ ４ 〃 ハナ ２０１．７�
５１０ マジカルブリット 牡５黒鹿５７ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 戸田 博文 早来 ノーザンファーム ５３８－１４１：５４．８１� ６．１�
８１６ タガノキャプテン 牡４栗 ５７ 和田 竜二八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４８４－ ４１：５５．２２� ２６５．１�
３６ ナイスシャトル 牡６栗 ５７ 岩部 純二菅藤 宗一氏 菊沢 隆徳 浦河 林 孝輝 ４９０－ ４１：５５．４１ １６９．５�
７１３	 ア リ ガ タ イ 牝４鹿 ５５ 北村 宏司小田切有一氏 古賀 慎明 日高 山本 通則 ４６６－１２ 〃 クビ ２６９．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ７１，１８６，５００円 複勝： １０３，２７５，３００円 枠連： ５９，６７１，６００円

普通馬連： ２３０，００２，５００円 馬単： １３５，３４８，４００円 ワイド【拡大馬連】： ８２，２４７，５００円

３連複： ２７４，４９５，２００円 ３連単： ５５５，４７６，４００円 計： １，５１１，７０３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １４０円 � １６０円 � １６０円 枠 連（１－２） ５００円

普通馬連 �� ５４０円 馬 単 �� １，０８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２６０円 �� ３８０円 �� ４２０円

３ 連 複 ��� １，２２０円 ３ 連 単 ��� ３，９８０円

票 数

単勝票数 計 ７１１８６５ 的中 � １８１１２６（１番人気）
複勝票数 計１０３２７５３ 的中 � ２１９５５４（１番人気）� １７３９４７（２番人気）� １６５８３２（３番人気）
枠連票数 計 ５９６７１６ 的中 （１－２） ８９７８５（１番人気）
普通馬連票数 計２３０００２５ 的中 �� ３１９５７８（１番人気）
馬単票数 計１３５３４８４ 的中 �� ９２９３２（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８２２４７５ 的中 �� ８６３７０（１番人気）�� ５２０７３（２番人気）�� ４５４６４（３番人気）
３連複票数 計２７４４９５２ 的中 ��� １６６９４２（１番人気）
３連単票数 計５５５４７６４ 的中 ��� １０３０３９（１番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ルグランヴォヤージ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．４．４ 阪神２着

２００７．３．８生 牡４芦 母 ポ ッ プ ス 母母 ポツプシンガー ４戦３勝 賞金 ２４，８００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 シルクスターシップ号・ハジメレンジャー号・フォルテ号
（非抽選馬） １頭 アドマイヤプレミア号



（２３阪神２）第８日 ４月１７日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １９６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

２８４，９５０，０００円
２，１３０，０００円
１８，５１０，０００円
３，０９０，０００円
２６，９２０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６９，３７１，０００円
６，０５０，８００円
１，９４０，４００円

勝馬投票券売得金
６０８，５２５，７００円
１，０４８，４５４，４００円
５９２，６１４，６００円
２，４４１，７５３，８００円
１，３６０，５１５，６００円
８４３，７００，５００円
３，１７６，１６６，２００円
５，９４０，５１３，９００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 １６，０１２，２４４，７００円

総入場人員 ２２，４９２名 （有料入場人員 ２１，４２２名）



平成２３年度 第２回阪神競馬 総計

競走回数 ９６回 出走延頭数 １，５７６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

２，７９４，４３０，０００円
２４，５７０，０００円
１４１，３４０，０００円
７２，８５０，０００円
２６４，０６０，０００円
２，０６９，０００円
２，０６９，０００円
５６２，４１０，５００円
４８，６６４，０００円
１５，６０２，４００円

勝馬投票券売得金
４，０３２，２１６，０００円
６，９０５，３９５，５００円
３，５０４，６６６，７００円
１４，９９０，８４４，３００円
８，３７８，８４０，４００円
５，３６５，６８４，６００円
２０，１２８，５４６，０００円
３８，１６２，３２８，８００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 １０１，４６８，５２２，３００円

総入場延人員 ２０６，８０８名 （有料入場延人員 １９７，８２９名）


