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０９０３７ ４月３日 曇 良 （２３阪神２）第４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）

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

１２ ヒ シ ョ ウ 牡３栗 ５６ 内田 博幸岡田 牧雄氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド ４４６－ ２１：１２．９ ３．８�

３５ 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 ４５６－ ８１：１３．１１ ５．６�
７１３ 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 ４６８－ ４１：１３．８４ ３．７�
１１ サハラグレース 牝３芦 ５４ 北村 宏司金子真人ホール

ディングス� 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム ５０４ ―１：１４．５４ ５３．２�
８１５ シルクフェリーチェ 牝３黒鹿５４ 武 豊有限会社シルク河内 洋 安平 追分ファーム ４３８－１４１：１４．７１� ２．８�
４８ フレンチミシル 牝３栗 ５４ 江田 照男�南原商事 本間 忍 日高 本間牧場 ４６８－ ４１：１４．８クビ １０．８	
４７ スノウプリンス 牡３栗 ５６ 三浦 皇成野口 弘司氏 小西 一男 浦河 畔高牧場 ４７２＋１４１：１４．９� ９６．５

５１０ トーアヒカルホシ 牡３芦 ５６ 北村 友一高山ランド� 羽月 友彦 豊浦トーア牧場 ４３６ ―１：１５．２２ ３７２．７�
２４ マッシヴリーダー 牡３栗 ５６ 熊沢 重文小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム ４７４－１０１：１５．３� ２３７．３�
５９ エデンシチー 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥 �友駿ホースクラブ 作田 誠二 新ひだか 出羽牧場 ５２８ ―１：１６．２５ ２９．６
８１６ ソングトウショウ 牝３黒鹿５４ 幸 英明トウショウ産業� 武田 博 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４５６ ―１：１６．６２� ２９１．４�
６１２ チャーガンジュウ 牝３栗 ５４ 的場 勇人片山 博志氏 佐藤 吉勝 新ひだか 山際 智 ４２８＋ ８１：１７．１３ １６２．８�
７１４ ニシエイコメット 牝３鹿 ５４ 佐久間寛志西舘 榮氏 鹿戸 明 日高 合資会社カ

ネツ牧場 ４４４＋ ８１：１７．９５ １２５．４�
３６ メイショウウンゼン 牡３鹿 ５６ 岩崎 祐己松本 好雄氏 高橋 隆 日高 日西牧場 ４４６ ―１：１８．０クビ ３６１．６�
２３ クリスタルブローチ 牝３鹿 ５４ 長谷川浩大�イクタ 天間 昭一 新冠 村本牧場 ４４６＋１２１：１８．５３ ３２２．４�
６１１ ダイワシャイニー 牝３栗 ５４

５１ ▲平野 優大城 敬三氏 秋山 雅一 新ひだか 折手牧場 ４８６ ―１：２２．１大差 １６３．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，４８９，４００円 複勝： ３６，４２６，１００円 枠連： １４，３５２，７００円

普通馬連： ５３，４８６，８００円 馬単： ３７，３２３，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，７７０，５００円

３連複： ７９，４７５，２００円 ３連単： １２８，０９１，３００円 計： ３９２，４１５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １４０円 � １５０円 � １３０円 枠 連（１－３） １，２１０円

普通馬連 �� １，０７０円 馬 単 �� ２，１６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３２０円 �� ２５０円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� １，１６０円 ３ 連 単 ��� ７，０２０円

票 数

単勝票数 計 １８４８９４ 的中 � ３８７４５（３番人気）
複勝票数 計 ３６４２６１ 的中 � ７４０５０（３番人気）� ５８４５８（４番人気）� ７９６８０（２番人気）
枠連票数 計 １４３５２７ 的中 （１－３） ８８１９（６番人気）
普通馬連票数 計 ５３４８６８ 的中 �� ３７１８６（６番人気）
馬単票数 計 ３７３２３０ 的中 �� １２８０５（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４７７０５ 的中 �� １８９７０（５番人気）�� ２６４６１（２番人気）�� １６７３２（６番人気）
３連複票数 計 ７９４７５２ 的中 ��� ５０９３７（４番人気）
３連単票数 計１２８０９１３ 的中 ��� １３４７８（２３番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．６―１１．８―１２．１―１１．９―１２．９

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒ シ ョ ウ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 Phone Trick デビュー ２０１０．９．４ 新潟７着

２００８．２．２７生 牡３栗 母 ソニックバード 母母 Orient Pearl ８戦１勝 賞金 １１，１００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 チャーガンジュウ号・ニシエイコメット号・メイショウウンゼン号・ダイワシャイニー号は，平成２３年

５月３日まで平地競走に出走できない。
クリスタルブローチ号は，平成２３年６月３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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ナムラストーム号
（非抽選馬） ３頭 ハロータマ号・ユウキビバボーイ号・ワンダーゴヴェルノ号

０９０３８ ４月３日 曇 良 （２３阪神２）第４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

１１ ハ ス ラ ー 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 ５２０－ ２１：５５．８ １０４．６�

２４ カレンジェニオ 牡３栗 ５６ 福永 祐一鈴木 隆司氏 安田 隆行 日高 高柳 隆男 ４８８ ―１：５６．１１� １７．３�
８１６ セイプロスペリティ 牡３鹿 ５６ 幸 英明金田 成基氏 服部 利之 新ひだか マークリ牧場 ４５８－ ２１：５６．３１� ３２．４�
４８ ピースワンボーイ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司長谷川成利氏 大竹 正博 日高 大江牧場 ４５６± ０１：５６．４クビ １１．２�
５１０ ユ ウ チ ャ ン 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介大湯 幸栄氏 水野 貴広 日高 滝本 健二 ４９４－ ４１：５６．７１� ４．５�
３５ ネオザタイタン 牡３芦 ５６ 内田 博幸小林 仁幸氏 堀 宣行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５６６ ―１：５６．９１� ２６．７�
７１３ ワンダースピンドル 牡３黒鹿５６ 高田 潤山本 信行氏 小崎 憲 新ひだか 米田牧場 ４８６－ ２１：５７．１１� １３．０�
４７ ベルウッドサヴァン 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成鈴木 照雄氏 中川 公成 新ひだか 白井 吉美 ４６０－ ６１：５７．２クビ ４．９	
６１２ タツサイゴン 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文鈴木 昭作氏 小原伊佐美 新ひだか 株式会社平井牧場 ５００＋１０１：５７．６２� ２１０．２

８１５ バ リ サ イ ト 牡３青鹿５６ 松岡 正海 �キャロットファーム 松山 康久 安平 ノーザンファーム ４５８－ ６１：５７．８１� ３．０�
２３ トーセンティアラ 牝３鹿 ５４

５１ ▲横山 和生島川 哉氏 秋山 雅一 新ひだか 乾 皆雄 ４４６－ ４１：５７．９クビ ６．８�
７１４ ゴールドハーベスト 牝３栗 ５４

５１ ▲国分 優作関 駿也氏 白井 寿昭 日高 野口牧場 ４６８ ―１：５８．４３ ４９．６�
５９ キセキノタンジョウ 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝小池 宗人氏 牧浦 充徳 新ひだか タイヘイ牧場 ４４６－ ２１：５９．８９ １２６．９�
３６ ゴールドファイター 牝３栗 ５４ 田中 勝春居城 要氏 宗像 義忠 新冠 北勝ファーム ４５８－ ６２：０１．１８ ４６１．８�
１２ ダイワハリントン 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム ４９６ ―２：０１．５２� ５３．８�
６１１ ケージージャッカル 牡３鹿 ５６

５３ ▲平野 優川井 五郎氏 伊藤 大士 新ひだか 松本牧場 ４１４＋ ８２：０１．６� ４４２．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，２１４，４００円 複勝： ３７，７０９，０００円 枠連： １５，９３０，６００円

普通馬連： ５５，８２１，３００円 馬単： ３３，７７８，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，１１７，９００円

３連複： ７６，４３１，３００円 ３連単： １１０，６８５，９００円 計： ３７５，６８８，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １０，４６０円 複 勝 � ２，０５０円 � ５６０円 � ８７０円 枠 連（１－２） ４，８１０円

普通馬連 �� ３６，０８０円 馬 単 �� １０６，９９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６，８１０円 �� １２，６７０円 �� ５，５２０円

３ 連 複 ��� ３６８，６７０円 ３ 連 単 ��� ２，５５２，７００円

票 数

単勝票数 計 ２０２１４４ 的中 � １５２４（１２番人気）
複勝票数 計 ３７７０９０ 的中 � ４６０１（１２番人気）� １８６９１（７番人気）� １１３９０（８番人気）
枠連票数 計 １５９３０６ 的中 （１－２） ２４４９（１６番人気）
普通馬連票数 計 ５５８２１３ 的中 �� １１４２（５７番人気）
馬単票数 計 ３３７７８０ 的中 �� ２３３（１２８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５１１７９ 的中 �� ９０９（５０番人気）�� ４８６（６６番人気）�� １１２５（４７番人気）
３連複票数 計 ７６４３１３ 的中 ��� １５３（２９１番人気）
３連単票数 計１１０６８５９ 的中 ��� ３２（１８０１番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．１―１４．０―１３．２―１３．３―１２．８―１２．６―１２．８―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．１―３８．１―５１．３―１：０４．６―１：１７．４―１：３０．０―１：４２．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハ ス ラ ー �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．１２．２６ 阪神１１着

２００８．４．２５生 牡３黒鹿 母 プレシャスフラワー 母母 プレシャスキール ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔制裁〕 ハスラー号の騎手岩田康誠は，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（１５番・５番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゴールドファイター号・ダイワハリントン号・ケージージャッカル号は，平成２３年５月３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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ４頭 シェイドトゥウイン号・スナークブラッド号・テイエムギンリュウ号・トラファルガー号

第２回　阪神競馬　第４日



０９０３９ ４月３日 曇 良 （２３阪神２）第４日 第３競走 ��１，４００�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

１：２１．８
１：２１．８

稍重

稍重

５９ フリーアズアバード 牡３鹿 ５６
５３ ▲国分 優作 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 領家 政蔵 浦河 日進牧場 ４７２＋ ６１：２６．７ ３．７�

４７ アースワンキセキ 牡３鹿 ５６ 浜中 俊松山 増男氏 沖 芳夫 浦河 山春牧場 ４６８－ ６ 〃 クビ １．７�
２４ オメガローズマリー 牝３栗 ５４ 三浦 皇成原 �子氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム ４５２－ ２１：２７．３３� １０．５�
１１ 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 ４５４± ０１：２７．８３ １２．８�
４８ アナハイムシチー 牡３栗 ５６ 松岡 正海 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 新ひだか カタオカフアーム ４５０＋ ８１：２８．０１� １４．４�
２３ ケイオーユニバース 牡３鹿 ５６ 北村 宏司ジャパンフードビジネス� 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 ４７０ ―１：２８．３２ １５５．０�
６１１ トーセンリバー 牡３青鹿５６ 江田 照男島川 	哉氏 萱野 浩二 日高 有限会社 エ

スティファーム ５１２ ―１：２８．４クビ １２０．０

８１６ エメラルスピード 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝高橋 勉氏 勢司 和浩 浦河 中村 雅明 ４７０ ―１：２９．２５ ７２．０�
５１０ シャイニーチャンプ 牡３栗 ５６ 吉田 豊小林 昌志氏 尾関 知人 平取 コアレススタッド ４９０ ―１：２９．８３� ２３１．５�
７１３ ヒシバローロ 牡３栗 ５６

５３ ▲横山 和生阿部雅一郎氏 国枝 栄 新冠 カミイスタット ４４８－ ４１：３０．０１� １５７．６
３５ ランドスケープ 牡３黒鹿５６ 鈴来 直人浅野 恭秀氏 矢野 英一 様似 清水スタッド ４５６ ―１：３０．１� ２３９．９�
３６ エーシンベルリナー 牡３鹿 ５６ 福永 祐一�栄進堂 高野 友和 新ひだか 城地 清満 ４５８ ―１：３０．５２� ２５．４�
１２ トウカイエスパー 牡３栗 ５６ 蛯名 正義内村 正則氏 栗田 徹 新冠 長浜牧場 ４７８ ―１：３０．７１� ３３．８�
８１５ ブルーアイスバーグ 牡３芦 ５６ 柴山 雄一 �ブルーマネジメント大竹 正博 新ひだか 猪野毛牧場 ５８０ ―１：３１．０１� ４３．０�
６１２ サンキンヤマト 牡３青 ５６ 小牧 太河原 純之氏 羽月 友彦 浦河 絵笛牧場 ４７８ ―１：３１．３２ １１４．８�
７１４ イッツマイライフ 牡３栗 ５６

５５ ☆国分 恭介雑古 隆夫氏 坪 憲章 新冠 浅川牧場 ４６８ ―１：３１．５１� １２３．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，７３０，５００円 複勝： ７０，２９９，８００円 枠連： １５，７１２，８００円

普通馬連： ４９，５２２，５００円 馬単： ４４，２０６，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，５７９，４００円

３連複： ７１，２２９，３００円 ３連単： １４７，４９０，３００円 計： ４４５，７７０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １２０円 � １１０円 � １６０円 枠 連（４－５） ２６０円

普通馬連 �� ２６０円 馬 単 �� ７１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １４０円 �� ４２０円 �� ２４０円

３ 連 複 ��� ５６０円 ３ 連 単 ��� ３，１１０円

票 数

単勝票数 計 ２１７３０５ 的中 � ４７０３５（２番人気）
複勝票数 計 ７０２９９８ 的中 � ８４９４５（２番人気）� ４５８８００（１番人気）� ４９３０４（３番人気）
枠連票数 計 １５７１２８ 的中 （４－５） ４５９２０（１番人気）
普通馬連票数 計 ４９５２２５ 的中 �� １４０８３３（１番人気）
馬単票数 計 ４４２０６１ 的中 �� ４６１５１（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５５７９４ 的中 �� ６００６５（１番人気）�� １１６３９（５番人気）�� ２４４６１（２番人気）
３連複票数 計 ７１２２９３ 的中 ��� ９４２３９（１番人気）
３連単票数 計１４７４９０３ 的中 ��� ３５１０７（５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２４．０―３６．９―４９．８―１：０２．４―１：１４．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フリーアズアバード �
�
父 ロックオブジブラルタル �

�
母父 タイキシャトル デビュー ２０１０．１２．５ 阪神８着

２００８．５．１４生 牡３鹿 母 イ ソ シ ギ 母母 テ ン ド ラ ー ３戦１勝 賞金 ５，５００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ６頭 カムトゥゲザー号・タツベローチェ号・ナイスジャパン号・ビコーラミナ号・ヘルタースケルター号・

マスコットウイング号

０９０４０ ４月３日 曇 良 （２３阪神２）第４日 第４競走 ��３，１４０�サラブレッド系障害４歳以上
発走１１時４０分 （ 芝 ）

４歳以上；負担重量は，４歳５９�５歳以上６０�，牝馬２�減，収得賞金７００万円毎１�増
本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円� コースレコード３：２６．４良

４５ トーセンジョーカー 牡８栗 ６１ 五十嵐雄祐島川 �哉氏 菅原 泰夫 静内 増本牧場 B４５４± ０３：３１．５ ３．３�

３４ スリーラスカル 牡６黒鹿６０ 植野 貴也永井商事� 大橋 勇樹 静内 朝野 勝洋 ４８２＋ ２３：３１．６� ２３．０�
２２ トキノナスティア 牝５黒鹿５９ 浜野谷憲尚田中 準市氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４４０－１４３：３１．７� ８．７�
３３ アペリティフ �８鹿 ６１ 今村 康成前田 幸治氏 坪 憲章 千歳 社台ファーム ５０６－ ４３：３１．９１� ３．９�
７１１� ピエナミッチー 牡６鹿 ６０ 西谷 誠本谷 兼三氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 ４６６－ ２３：３２．１１	 ５．２�
６９ � ブ チ カ マ シ 牡７黒鹿６０ 難波 剛健中西 功氏 新川 恵 青森 久保フアーム ４７６－ ２３：３２．２クビ ５１．９	
４６ ゴービハインド 牡８鹿 ６０ 中村 将之前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５０－ ４３：３２．４１	 １２．７

８１３ ゴールデンカイザー 牡６鹿 ６０ 北沢 伸也鳴戸 雄一氏 大根田裕之 浦河 野表 俊一 ４８０－ ２ 〃 ハナ １２４．５�
１１ マイネルカーロ 牡７鹿 ６０ 草野 太郎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム ５１４＋１２３：３２．５	 １３．２�
６１０ テイケイプリオール 牡６黒鹿６１ 熊沢 重文兼松 忠男氏 大橋 勇樹 三石 折手牧場 ４８２＋ ６３：３２．６	 １６．１
５７ マーブルジーン 牡７黒鹿６１ 小坂 忠士下村 直氏 池添 兼雄 静内 マークリ牧場 ４９２＋ ２３：３２．８１ ２３．９�
７１２ モリノミヤコ 牡９黒鹿６０ 大庭 和弥関 駿也氏 高橋 義博 宮城 関兵牧場 ４９２－ ８３：３３．７５ ４２．５�
５８ マーベラスパレード 牡８栗 ６０ 岩崎 祐己笹原 貞生氏 柴田 政見 新冠 ヤマオカ牧場 ４８４－１０３：３４．２３ ５４．１�
８１４� マルイチシンゲキ 牡６鹿 ６０ 南井 大志小林 茂行氏 湯窪 幸雄 浦河 中山牧場 ４８０－１０３：３４．８３	 ４４．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １４，７６７，６００円 複勝： ２６，５８４，３００円 枠連： １３，９２９，９００円

普通馬連： ４４，７４３，４００円 馬単： ２９，７３１，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，０３６，９００円

３連複： ６８，００２，１００円 ３連単： １０５，４２８，２００円 計： ３２４，２２４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １７０円 � ６００円 � ２５０円 枠 連（３－４） ４９０円

普通馬連 �� ６，０５０円 馬 単 �� ９，９３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，７３０円 �� ５８０円 �� ２，５３０円

３ 連 複 ��� １３，９６０円 ３ 連 単 ��� ７７，２７０円

票 数

単勝票数 計 １４７６７６ 的中 � ３５６１０（１番人気）
複勝票数 計 ２６５８４３ 的中 � ５４５１３（２番人気）� ９０９４（９番人気）� ２７９７５（４番人気）
枠連票数 計 １３９２９９ 的中 （３－４） ２１３６０（１番人気）
普通馬連票数 計 ４４７４３４ 的中 �� ５４６３（２１番人気）
馬単票数 計 ２９７３１８ 的中 �� ２２１１（３６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１０３６９ 的中 �� ２９２５（２２番人気）�� ９５５９（４番人気）�� １９６８（３１番人気）
３連複票数 計 ６８００２１ 的中 ��� ３５９７（４３番人気）
３連単票数 計１０５４２８２ 的中 ��� １００７（２１０番人気）

上り １マイル １：４５．５ ４F ５１．１－３F ３７．９
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トーセンジョーカー �
�
父 オペラハウス �

�
母父 Crafty Prospector デビュー ２００５．１２．２５ 中山７着

２００３．３．２９生 牡８栗 母 クラッシーマダム 母母 Soho Sunday 障害：１０戦３勝 賞金 ５１，６０８，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１６頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１６頭 グッドキララ号・クランエンブレム号・グロッケンライン号・コアレスアルダン号・コンゴウ号・

サンベルナール号・シデンカイ号・ナドレ号・ナムラチェンジ号・ノワールシチー号・ハストラング号・
ピサノシンボル号・ビーアウェイク号・マサノブルース号・マッハジュウクン号・メイショウブソン号



０９０４１ ４月３日 曇 良 （２３阪神２）第４日 第５競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１２時３０分 （芝・右・外）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

２３ テ ン ペ ル 牡３黒鹿５６ 横山 典弘山本 英俊氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム ４７０ ―１：４７．７ ３．０�

７１３ マリアヴェロニカ 牝３黒鹿５４ 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４３４ ―１：４７．８� ３９．８�
３５ アドマイヤアロング 牝３黒鹿５４ 岩田 康誠近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム ４７０ ―１：４７．９クビ １３．９�
７１５� シンボリストーム 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義シンボリ牧場 荒川 義之 米 Takahiro

Wada ５００－ ８ 〃 クビ ３．２�
４７ 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 ４６８ ―１：４８．３２� ２８．９�
１１ ダイワスプレンダー 牝３鹿 ５４ 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ４０８－ ２ 〃 ハナ ２５．６	
４８ クイーンオリーブ 牝３青鹿５４ 的場 勇人有限会社シルク牧 光二 浦河 杵臼牧場 ４４２－ ２ 〃 ハナ １０．７

５９ パイクスピーク 牝３鹿 ５４ 浜中 俊 �社台レースホース大根田裕之 千歳 社台ファーム ５１０－ ２１：４８．５１� ５．５�
７１４� コスモビアンコ 牝３芦 ５２ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 豪 Mr DR

Fleming ４７０ ―１：４８．７１� ２８１．６�
２４ ミッキーピース 牡３鹿 ５６ 幸 英明野田みづき氏 清水 出美 様似 猿倉牧場 ４９２ ―１：４８．９� １４７．０
３６ ヤマニンパリュール 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲国分 優作土井 肇氏 中村 均 新冠 錦岡牧場 ４６４ ― 〃 クビ １４４．９�
６１２ ヴィヴァヴォーチェ 牝３黒鹿５４ 秋山真一郎 H.H．シェイク・ハムダン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４３４ ―１：４９．０クビ ７８．８�
８１６ レッドデセーオ 牝３栗 ５４ 小牧 太 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 日高 下河辺牧場 ４９８ ―１：４９．４２� １６．４�
８１７ ティズサンデー 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介吉田 和美氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ４５６ ―１：４９．６� ７１．３�
１２ セ ミ ニ ョ ン 牝３鹿 ５４ 松岡 正海伊達 敏明氏 相沢 郁 日高 サンシャイン

牧場 ４７４ ―１：４９．７� ９１．２�
８１８ ハ リ ケ ー ン 牡３鹿 ５６ 北村 友一近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５２４ ―１：５０．０２ ３２．３�

（クロウハンマー）

６１１� カラヴィンカ 牝３芦 ５４ 内田 博幸吉田 和美氏 堀 宣行 米 Nesco II ４３６ ―１：５０．２１	 ６５．３�
５１０ タカミツグリーン 牝３黒鹿５４ 吉田 豊高橋 光雄氏 高橋 裕 浦河 鮫川 啓一 ４９６ ―１：５０．６２� １４１．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２３，４７５，２００円 複勝： ３６，１７３，７００円 枠連： １８，６３５，９００円

普通馬連： ５６，４６２，９００円 馬単： ３３，７１３，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，６８６，４００円

３連複： ７９，９１４，５００円 ３連単： １１２，３３７，３００円 計： ３８７，３９９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １８０円 � １，２００円 � ３９０円 枠 連（２－７） ５５０円

普通馬連 �� ９，９００円 馬 単 �� １３，７１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，９７０円 �� ９５０円 �� ８，３５０円

３ 連 複 ��� ３６，０１０円 ３ 連 単 ��� １７７，９１０円

票 数

単勝票数 計 ２３４７５２ 的中 � ６１６７２（１番人気）
複勝票数 計 ３６１７３７ 的中 � ７１７２３（２番人気）� ６２９８（１０番人気）� ２２３９８（５番人気）
枠連票数 計 １８６３５９ 的中 （２－７） ２５４６９（１番人気）
普通馬連票数 計 ５６４６２９ 的中 �� ４２１１（２９番人気）
馬単票数 計 ３３７１３６ 的中 �� １８１５（４１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６６８６４ 的中 �� ２１８５（２７番人気）�� ７２２１（８番人気）�� ７６３（６３番人気）
３連複票数 計 ７９９１４５ 的中 ��� １６３８（９３番人気）
３連単票数 計１１２３３７３ 的中 ��� ４６６（４２５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．５―３５．６―４７．９―１：００．２―１：１２．０―１：２３．０―１：３４．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テ ン ペ ル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Zieten 初出走

２００８．４．１生 牡３黒鹿 母 シ ー ズ ア ン 母母 Sunset Cafe １戦１勝 賞金 ５，０００，０００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） １頭 ムーンリットレイク号
（非抽選馬） １頭 パープルテンリュ号

０９０４２ ４月３日 曇 良 （２３阪神２）第４日 第６競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１３時００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 ムスカテール 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４８０＋１２１：５４．９ ３．４�

４７ � スクウェルチャー 牡３鹿 ５６ 福永 祐一前田 幸治氏 角田 晃一 米
Justice Farm,
Greg Justice &
Steve Justice

５０２＋ ２１：５５．１１� ４９．３�
１２ ピエナオリオン 牡３黒鹿５６ 武 豊本谷 兼三氏 藤沢 則雄 千歳 社台ファーム ４５６－ ４ 〃 アタマ ５．５�
２３ タマモブラウン 牡３鹿 ５６ 北村 友一タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 ４９０－ ２ 〃 アタマ １８．８�
３５ 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 B４９６＋１４１：５５．３１� １３３．３�
５９ メイショウサリマン 牡３栗 ５６ 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 ４７２－ ２ 〃 ハナ ２５４．２	
６１２ ベストリガーズ 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎 �キャロットファーム 野中 賢二 安平 ノーザンファーム ５０６－ ８１：５５．７２� ６．２

８１６ テイエムドンマイ 牡３黒鹿５６ 古川 吉洋竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 高岸 順一 ４８８－ ４１：５５．８	 ７．６�
１１ 
 センノデバギヤ 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥浅野 正敏氏 清水 英克 むかわ ヤマイチ牧場 ５００＋ ４１：５５．９クビ ２９０．６�
５１０ ヴァルディヴィア 牡３鹿 ５６ 内田 博幸 �社台レースホース二ノ宮敬宇 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１０＋ ４１：５６．１１ ４．１
６１１ レッフェルン 牡３栗 ５６ 北村 宏司 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム ４７２－ ８１：５６．２� ７２．６�
７１３ メイショウヘイハチ 牡３黒鹿５６ 藤岡 康太松本 好雄氏 梅田 智之 新ひだか 千代田牧場 ５３０－ ２１：５６．３クビ ８３．２�
２４ ヴイブラッド 牡３青鹿５６ 小牧 太北側 雅司氏 小崎 憲 新ひだか 大典牧場 ４６４－ ８１：５６．６２ ２３．０�
８１５ ベルモントメジャー 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義 �ベルモントファーム 鈴木 伸尋 新冠 ベルモント

ファーム ５０６－ ４１：５６．７	 １７８．４�
７１４ キッズニゴウハン 牡３栗 ５６ 田中 勝春瀬谷 �雄氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム ４６４－ ２１：５６．８クビ １４．８�
４８ モ ン ク 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成田島榮二郎氏 矢野 英一 新ひだか 藤井 益美 B４８４－ ２１：５７．４３� ７２．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３０，４１８，６００円 複勝： ５７，２２８，７００円 枠連： ２０，２９８，６００円

普通馬連： ７５，５０５，８００円 馬単： ４２，７２７，９００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，０５６，８００円

３連複： ９７，５６２，１００円 ３連単： １４６，５１９，１００円 計： ５０４，３１７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １７０円 � １，０４０円 � ２１０円 枠 連（３－４） ４，１２０円

普通馬連 �� ７，９５０円 馬 単 �� １０，８６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，５９０円 �� ５００円 �� ２，７８０円

３ 連 複 ��� １２，７３０円 ３ 連 単 ��� ７８，３６０円

票 数

単勝票数 計 ３０４１８６ 的中 � ７０８５７（１番人気）
複勝票数 計 ５７２２８７ 的中 � １１０３７８（２番人気）� １０４６９（９番人気）� ７９５４０（３番人気）
枠連票数 計 ２０２９８６ 的中 （３－４） ３６４２（２０番人気）
普通馬連票数 計 ７５５０５８ 的中 �� ７０１８（２３番人気）
馬単票数 計 ４２７２７９ 的中 �� ２９０４（３７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４０５６８ 的中 �� ３１０１（２７番人気）�� １８３０１（４番人気）�� ２８８４（２９番人気）
３連複票数 計 ９７５６２１ 的中 ��� ５６５７（３８番人気）
３連単票数 計１４６５１９１ 的中 ��� １３８０（２４１番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．０―１３．７―１３．２―１３．５―１３．１―１２．５―１２．３―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２３．８―３７．５―５０．７―１：０４．２―１：１７．３―１：２９．８―１：４２．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ムスカテール �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．１２．５ 阪神１着

２００８．４．１８生 牡３黒鹿 母 シ ェ リ ー ル 母母 ジェドゥーザムール ２戦２勝 賞金 １４，０００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １３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１６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１６頭 アポロアビリティ号・ウアジェト号・キングオブフェイス号・コウヨウレジェンド号・コスモイーチタイム号・

サトノピースピース号・サフランディライト号・サーランスロット号・スマートルシファー号・タガノエテルネル号・
バトルヴァイヤマン号・バンブーチェルシー号・ホクシン号・マイネルティンラン号・ミヤビファルネーゼ号・
ロイヤルクレスト号



０９０４３ ４月３日 曇 良 （２３阪神２）第４日 第７競走 ��
��１，８００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時３０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

６１２ ドンドドーン 牡５芦 ５７ 岩田 康誠�辻牧場 田中 剛 浦河 辻 牧場 ５４４－２０１：５４．９ ６．５�

３５ グッドカレラ 牡４青 ５７ 藤岡 康太杉立 恭平氏 宮 徹 新冠 ハクツ牧場 ５００－１０ 〃 クビ ５．９�
８１６ スーブルソー 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝 �キャロットファーム 牧 光二 安平 ノーザンファーム ５３０＋３４ 〃 ハナ １１．４�
４８ キクノセンヒメ 牝５鹿 ５５ 浜中 俊菊池 五郎氏 荒川 義之 新冠 松浦牧場 ４５８－ ８１：５５．２１� １７．６�
７１４ リンガスアクター 牡５黒鹿５７ 三浦 皇成伊藤 巖氏 谷原 義明 静内 三木田 頼嗣 ４８６＋ ４１：５５．７３ ９９．３�
３６ アサクサマリンバ 牡４鹿 ５７ 吉田 豊田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４６２－ ８１：５５．８� ５．５�
６１１ ユウターグローバル 牡５青鹿５７ 田中 勝春北前孔一郎氏 池上 昌弘 新冠 中本牧場 ４６８＋ ６ 〃 アタマ ５．６	
８１５	 エ ビ デ ン ス 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣佐藤 壽男氏 宗像 義忠 米

Kidder, Robenalt,
J. K. Griggs &
Linda Griggs

５３２± ０ 〃 ハナ ７６．２

１１ アカシローレル 牡４黒鹿５７ 松岡 正海臼倉 勲氏 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム ４５２－１０ 〃 ハナ ２４．０�
２３ サトノバロン 
５黒鹿５７ 内田 博幸里見 治氏 国枝 栄 静内 千代田牧場 ５０８－１２１：５６．０１� ４６．３�
５９ ポ ワ ン カ レ 牡４栗 ５７ 横山 典弘池谷 誠一氏 鈴木 伸尋 新ひだか 西村 和夫 ５０６－ ８１：５６．２１� ３．８
１２ バトルスウィーパー 牡４芦 ５７

５４ ▲国分 優作 �グリーンファーム 田村 康仁 千歳 社台ファーム ４９４－１６ 〃 ハナ ２５１．４�
４７ ムーンテンダー 牡４鹿 ５７ 北村 友一岩� 僖澄氏 飯田 雄三 浦河 杵臼牧場 ４９０＋ ４１：５６．３� ３６．４�
５１０ ピサノシャルロット 牝４鹿 ５５ 北村 宏司市川 義美氏 古賀 慎明 新ひだか フジワラフアーム ４５４＋ ８１：５６．４クビ １８４．４�
７１３� コイスキャーレ 牡４黒鹿５７ 小牧 太浜RC組合 大橋 勇樹 新ひだか 酒井 秀紀 ５３８＋ ４１：５６．５� ６８．５�
２４ � ヨシステップ 牡４栗 ５７ 蛯名 正義村山 義一氏 谷原 義明 日高 細川牧場 ４７２＋ ７１：５９．２大差 ２８．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，１８８，６００円 複勝： ３８，１６０，９００円 枠連： ２２，８７０，７００円

普通馬連： ６６，０４４，８００円 馬単： ３８，２４７，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，２５８，７００円

３連複： ８２，３６０，２００円 ３連単： １２９，２３５，１００円 計： ４２６，３６６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６５０円 複 勝 � ２６０円 � ２３０円 � ５１０円 枠 連（３－６） ４６０円

普通馬連 �� ２，１１０円 馬 単 �� ４，６５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８４０円 �� １，８７０円 �� １，７３０円

３ 連 複 ��� １３，４７０円 ３ 連 単 ��� ７３，１５０円

票 数

単勝票数 計 ２０１８８６ 的中 � ２４５５８（５番人気）
複勝票数 計 ３８１６０９ 的中 � ４１１９０（５番人気）� ４８９４３（３番人気）� １７００１（７番人気）
枠連票数 計 ２２８７０７ 的中 （３－６） ３７４１１（２番人気）
普通馬連票数 計 ６６０４４８ 的中 �� ２３１９２（７番人気）
馬単票数 計 ３８２４７９ 的中 �� ６０７６（２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９２５８７ 的中 �� ８９０４（８番人気）�� ３７８８（２１番人気）�� ４１１０（１９番人気）
３連複票数 計 ８２３６０２ 的中 ��� ４５１３（４１番人気）
３連単票数 計１２９２３５１ 的中 ��� １３０４（２２３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２３．６―３７．５―５０．６―１：０３．８―１：１６．８―１：２９．３―１：４１．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．１―３F３８．１
１
３

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

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

ドンドドーン �
�
父 シルバーチャーム �

�
母父 バンブービギン デビュー ２００８．８．２４ 小倉１３着

２００６．５．９生 牡５芦 母 ヒダカビギン 母母 カ ツ マ リ ア １６戦２勝 賞金 １９，４００，０００円
〔その他〕 スーブルソー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 スーブルソー号は，平成２３年５月３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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ４頭 キングサーベル号・ジュモー号・ルロワ号・ローレルカンタータ号

０９０４４ ４月３日 晴 良 （２３阪神２）第４日 第８競走 ��
��１，４００�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

１：２１．８
１：２１．８

稍重

稍重

２３ ハイローラー 牡５鹿 ５７ 北村 友一加藤 千豊氏 木原 一良 新ひだか 土田農場 ４９２－ ４１：２４．８ ９．１�

４８ アドマイヤロイヤル 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ５２２－ ２１：２４．９� ３．０�
５９ フィールドシャイン 牡４栗 ５７ 幸 英明地田 勝三氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム ４７４－ ２１：２５．１１� ３．３�
２４ マルタカラッキー 牡６黒鹿５７ 蛯名 正義國立 治氏 清水 美波 新冠 グリー牧場 ４８２－ ６１：２５．２� ２４．６�
１２ エーシンアルカウス 牡４黒鹿５７ 内田 博幸�栄進堂 久保田貴士 浦河 小柳牧場 ４５８－ ２ 〃 ハナ ７６．１�
５１０ フェスティヴマロン 牝７鹿 ５５ 池添 謙一臼井義太郎氏 岡田 稲男 新冠 大栄牧場 ４７６± ０１：２５．３� ５９．９�
７１３ グリッターエルフ 牝７黒鹿５５ 後藤 浩輝 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 門別 槇本牧場 ４８４－ ６１：２５．４クビ １９．１	
４７ アイソトープ 牡６栗 ５７ 安藤 勝己 
社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム B４９０＋ ６ 〃 ハナ １３．０�
６１１	 トーセンマンボ 牡８鹿 ５７

５６ ☆国分 恭介島川 �哉氏 保田 一隆 静内 岡田スタツド ５３６＋１６１：２５．５� ４７３．７
７１４ ブルーソックス 牡４鹿 ５７ 三浦 皇成田島榮二郎氏 矢野 英一 新冠 北星村田牧場 B４７８＋ ４１：２５．６クビ ４３．８�
３５ 
 クレムリンエッグ 牡６栗 ５７ 和田 竜二�ジェイアール 岩戸 孝樹 米 McDowell

Farm B４８６－ ４ 〃 ハナ １５６．０�
１１ メイショウテキーラ 牡４黒鹿５７ 四位 洋文松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 ４８２＋ ２ 〃 ハナ ３１．３�
８１５ ティアップゴールド 牡５鹿 ５７ 藤岡 佑介田中 昇氏 西浦 勝一 様似 富田 恭司 ４７２＋ ２１：２５．８� ５．２�
８１６ オッキオディガット 牡５鹿 ５７

５４ ▲国分 優作 
キャロットファーム 国枝 栄 浦河 有限会社
松田牧場 B４６２－１４１：２５．９� ６１．４�

３６ 
 エビスオール 牝６青鹿５５ 松岡 正海加藤友三郎氏 加藤 征弘 米 Bourbon
Oaks Farm ４８４－１４１：２６．８５ ３５．９�

６１２
	 アグネスレイザー 牡６鹿 ５７ 小牧 太渡辺 孝男氏 森 秀行 米 R. D. Hubbard &
Dr. E. C. Allred ４８４－ ２１：２７．２２� ７２．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３０，４７４，１００円 複勝： ５７，５１４，８００円 枠連： ２４，００３，２００円

普通馬連： １００，９４７，０００円 馬単： ５５，１５７，９００円 ワイド【拡大馬連】： ３８，４６５，０００円

３連複： １２３，０６９，９００円 ３連単： ２０４，１０８，２００円 計： ６３３，７４０，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９１０円 複 勝 � ２００円 � １４０円 � １４０円 枠 連（２－４） ７３０円

普通馬連 �� １，２２０円 馬 単 �� ３，７９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５６０円 �� ４７０円 �� ２５０円

３ 連 複 ��� １，３９０円 ３ 連 単 ��� １３，４８０円

票 数

単勝票数 計 ３０４７４１ 的中 � ２６４９２（４番人気）
複勝票数 計 ５７５１４８ 的中 � ６３８３９（４番人気）� １１６９１８（２番人気）� １２３９２２（１番人気）
枠連票数 計 ２４００３２ 的中 （２－４） ２４５１３（３番人気）
普通馬連票数 計１００９４７０ 的中 �� ６１５０３（４番人気）
馬単票数 計 ５５１５７９ 的中 �� １０７５６（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３８４６５０ 的中 �� １５５３７（５番人気）�� １９１９５（４番人気）�� ４３９１１（１番人気）
３連複票数 計１２３０６９９ 的中 ��� ６５７４１（２番人気）
３連単票数 計２０４１０８２ 的中 ��� １１１８０（３３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．０―３４．７―４７．２―５９．５―１：１１．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハイローラー �
�
父 グ ラ ン デ ラ �

�
母父 イルドブルボン デビュー ２００８．７．２７ 小倉４着

２００６．５．１５生 牡５鹿 母 エクセレンス 母母 ダンサーライト ２７戦４勝 賞金 ６０，９４５，０００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） ２頭 ニシノミーチャン号・ミッシングナンバー号
（非抽選馬） ３頭 コスモレニ号・コパノカチーノ号・ミウラジェット号



０９０４５ ４月３日 晴 良 （２３阪神２）第４日 第９競走 ��
��１，４００�マーガレットステークス

発走１４時３５分 （芝・右）
３歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量，収得賞金１，２００万円毎１�
増

賞 品
本 賞 １９，０００，０００円 ７，６００，０００円 ４，８００，０００円 ２，９００，０００円 １，９００，０００円
付 加 賞 ４３４，０００円 １２４，０００円 ６２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．９
１：１９．０

良

良

４８ クリアンサス 牝３鹿 ５４ 国分 恭介 �サンデーレーシング 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７２－ ６１：２０．８ １６．３�

８１８ プランスデトワール 牡３芦 ５６ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４６０－１０１：２１．１１� ６．０�
６１１ シャイニーホーク 牡３栗 ５６ 安藤 勝己小林 昌志氏 橋口弘次郎 平取 雅 牧場 ５００＋ ２１：２１．３１� ２．４�
２４ キタサンフクジン 	３黒鹿５６ 福永 祐一�大野商事 鹿戸 明 日高 ファーミングヤナキタ ４５０± ０１：２１．４� １６．２�
３６ タイセイファントム 牡３鹿 ５６ 内田 博幸田中 成奉氏 矢作 芳人 浦河 バンダム牧場 ４３４± ０ 〃 ハナ １１１．２�
８１６ タガノラヴキセキ 牝３黒鹿５４ 武 豊八木 良司氏 河内 洋 新冠 八木牧場 ４４６＋ ４ 〃 クビ ８．２�
７１５ エーシンブラン 牡３芦 ５７ 岩田 康誠	栄進堂 坂口 正則 様似 栄進牧場 ４６４＋ ４１：２１．６１� １４．５

５９ ゼフィランサス 牝３青 ５４ 藤田 伸二�村田牧場 昆 貢 新冠 村田牧場 ４１６－ ４１：２１．７� ４２．２�
５１０ ファーマクリーム 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成中西 功氏 加藤 敬二 日高 増尾牧場 ４３８－ ２１：２１．８クビ １９０．０�
３５ サンデースイセイ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊浜野順之助氏 清水 英克 日高 長田ファーム ４７８－ ２１：２２．０１� ８７．９
８１７ オースミイージー 牡３鹿 ５７ 渡辺 薫彦	オースミ 沖 芳夫 日高 広富牧場 ４６２－ ２ 〃 アタマ １５．３�
６１２ トツゼンノハピネス 牝３栗 ５４ 北村 友一小田切 光氏 音無 秀孝 日高 天羽牧場 ４１４－ ６１：２２．２１� ７３．２�
２３ ライヴドリームス 牝３黒鹿５４ 北村 宏司下河邉行信氏 大竹 正博 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４６８＋ ８１：２２．４１� １５６．６�
７１４
 ヴォトレメイヤー 牡３鹿 ５６ 和田 竜二加藤 誠氏 中竹 和也 米 Mr. & Mrs. Jimmie

W. Lockhart Jr. ４８４－ ２ 〃 クビ ９４．７�
１１ ダンシングロイヤル 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義ロイヤルファーム� 大竹 正博 新冠 ロイヤルファー

ム新冠支場 ４７０＋ ２１：２２．５クビ ５．１�
１２ フレンドサンポウ 牝３鹿 ５４ 江田 照男横尾 晴人氏 清水 美波 新冠 斉藤 安行 ４６０－ ８ 〃 クビ ５１９．８�
７１３ ナムラダイキチ 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 ５００± ０１：２３．０３ ３０８．１�
４７ ツインテール 牝３栗 ５４ 四位 洋文山本 英俊氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４４２－ ６１：２３．４２� ９９．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ４３，４６４，１００円 複勝： ６９，０８５，５００円 枠連： ３８，０６９，３００円

普通馬連： １４６，３１４，３００円 馬単： ７６，６８６，９００円 ワイド【拡大馬連】： ５２，２５２，０００円

３連複： １７６，５４９，３００円 ３連単： ３１５，９１２，８００円 計： ９１８，３３４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６３０円 複 勝 � ３９０円 � ２００円 � １３０円 枠 連（４－８） ２，２２０円

普通馬連 �� ５，１１０円 馬 単 �� １２，２１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６７０円 �� ７５０円 �� ３１０円

３ 連 複 ��� ３，３４０円 ３ 連 単 ��� ４３，０５０円

票 数

単勝票数 計 ４３４６４１ 的中 � ２１０６６（８番人気）
複勝票数 計 ６９０８５５ 的中 � ３１７２８（８番人気）� ８５５９６（３番人気）� ２１４６６６（１番人気）
枠連票数 計 ３８０６９３ 的中 （４－８） １２６６６（１０番人気）
普通馬連票数 計１４６３１４３ 的中 �� ２１１６３（１８番人気）
馬単票数 計 ７６６８６９ 的中 �� ４６３８（３８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５２２５２０ 的中 �� ６９６４（１７番人気）�� １６５６８（６番人気）�� ４７２６７（２番人気）
３連複票数 計１７６５４９３ 的中 ��� ３９０８３（９番人気）
３連単票数 計３１５９１２８ 的中 ��� ５４１６（１２０番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．９―１１．６―１１．６―１１．０―１１．６―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２３．０―３４．６―４６．２―５７．２―１：０８．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クリアンサス �
�
父 Redoute’s Choice �

�
母父 ニホンピロウイナー デビュー ２０１０．１０．２３ 京都５着

２００８．２．７生 牝３鹿 母 フラワーパーク 母母 ノーザンフラワー ７戦３勝 賞金 ３６，２６９，０００円
〔制裁〕 キタサンフクジン号の騎手福永祐一は，最後の直線コースで蛇行したことについて戒告。（１５番への進路影響）

０９０４６ ４月３日 晴 良 （２３阪神２）第４日 第１０競走 ��
��１，８００�

な ん ば

難波ステークス
発走１５時１０分 （芝・右・外）
４歳以上，１，６００万円以下，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

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 ４６９，０００円 １３４，０００円 ６７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

８１７ ストロングリターン 牡５鹿 ５８ 内田 博幸吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ５１２－１０１：４５．４ ４．２�

７１５ ブレイブファイト 牡６鹿 ５７ 浜中 俊�RRA 藤原 英昭 門別 下河辺牧場 ５２２＋ ２１：４５．６１� ５．４�
７１４� スカイリュウホー 牡７鹿 ５６ 藤岡 康太小林 久義氏 平田 修 門別 下河辺牧場 ４６４± ０１：４５．８１� ７３．２�
１１ シルクアーネスト 牡４栗 ５６ 池添 謙一有限会社シルク池添 兼雄 新冠 ハシモトフアーム ４９０＋ ４ 〃 クビ ３．５�
２４ タガノエルシコ 牡６栗 ５７．５ 藤岡 佑介八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４２８＋ ２１：４５．９� １３．９�
２３ シェーンヴァルト 牡５黒鹿５８ 横山 典弘 �サンデーレーシング 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム ４７６－ ６１：４６．０クビ １３．８	
４８ パールシャドウ 牝５鹿 ５３ 武 豊飯塚 知一氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４６２－ ２ 〃 ハナ ２７．１

３６ ダイバーシティ 牡６鹿 ５６ 柴田 善臣 �サンデーレーシング 小西 一男 早来 ノーザンファーム ４６０－ ４１：４６．２１ ５１．３�
１２ ヒカリシャトル 牡７鹿 ５７ 幸 英明當山 �則氏 西浦 勝一 浦河 笠松牧場 B５１８＋ ２１：４６．３	 ５９．８
４７ カ ミ ダ ノ ミ 牡４鹿 ５５ 小牧 太北側 雅司氏 森 秀行 千歳 社台ファーム ５００－ ８ 〃 クビ ８．２�
８１６ ダイレクトキャッチ 牡７黒鹿５６ 難波 剛健 �サンデーレーシング 村山 明 追分 追分ファーム ５０６± ０１：４６．４クビ ８３．４�
６１２ ラ タ ー シ ュ 牡５栗 ５４ 中村 将之 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム ５１８－ ４１：４６．６１	 ２１４．５�
３５ ラフィナール 牡７鹿 ５５ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４９８＋ ４１：４６．７� ７５．４�
６１１ アグネススターチ 牡６鹿 ５４ 国分 恭介渡辺 孝男氏 大根田裕之 千歳 社台ファーム ４８８－１０１：４６．８� ６５．１�
７１３ スティルゴールド 牡４黒鹿５６ 松岡 正海青山 洋一氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 ４７６－１０１：４６．９クビ ８．６�
５１０ ワルキューレ 牝７青 ５２ 秋山真一郎岡田 牧雄氏 秋山 雅一 門別 インターナシヨナル牧場 B４９０－１４ 〃 クビ ５０．０�
５９ バルバレスコ 牡８鹿 ５０ 江田 照男北村 和江氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 ４７４＋ ６１：４７．１１� ７７．３�
８１８ エフティイカロス 牡７黒鹿５４ 田中 勝春吉野 英子氏 粕谷 昌央 千歳 社台ファーム ４７２－ ６１：４７．７３	 １５０．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ４２，７７４，６００円 複勝： ７１，４１３，４００円 枠連： ４２，７０３，６００円

普通馬連： １６７，８１４，７００円 馬単： ８０，１９６，０００円 ワイド【拡大馬連】： ５８，０５９，７００円

３連複： ２０５，０７８，７００円 ３連単： ３５３，１４０，７００円 計： １，０２１，１８１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １９０円 � ２００円 � １，２５０円 枠 連（７－８） ６５０円

普通馬連 �� １，２１０円 馬 単 �� ２，０５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４９０円 �� ４，４３０円 �� ３，１９０円

３ 連 複 ��� １６，７１０円 ３ 連 単 ��� ５９，５５０円

票 数

単勝票数 計 ４２７７４６ 的中 � ８０３７９（２番人気）
複勝票数 計 ７１４１３４ 的中 � １１５６２１（２番人気）� １１０９５０（３番人気）� １０９９６（１３番人気）
枠連票数 計 ４２７０３６ 的中 （７－８） ４９１９３（２番人気）
普通馬連票数 計１６７８１４７ 的中 �� １０３１０５（３番人気）
馬単票数 計 ８０１９６０ 的中 �� ２８９６５（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５８０５９７ 的中 �� ３２３０１（３番人気）�� ３０６０（４４番人気）�� ４２７６（３３番人気）
３連複票数 計２０５０７８７ 的中 ��� ９０５８（４６番人気）
３連単票数 計３５３１４０７ 的中 ��� ４３７７（１５７番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１１．６―１１．７―１１．９―１１．８―１１．１―１１．５―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．４―３５．０―４６．７―５８．６―１：１０．４―１：２１．５―１：３３．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ストロングリターン �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Smart Strike デビュー ２００８．１０．１９ 東京２着

２００６．５．２６生 牡５鹿 母 コートアウト 母母 Azhaar １４戦５勝 賞金 ９２，４３７，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１９頭 アグネスミヌエット号・ウィズディクタット号・エアラフォン号・カネトシディオス号・サザンギャラクシー号・

タイセイファイター号・ダノンスパシーバ号・ダークシャドウ号・テラノファントム号・ニシノメイゲツ号・
ノボリデューク号・ブルーマーテル号・マイネルグート号・マイネルプライゼン号・マッシヴエンペラー号・
リッカロイヤル号・リバティバランス号・レインフォーレスト号・ロードアリエス号



０９０４７ ４月３日 晴 良 （２３阪神２）第４日 第１１競走 ��
��２，０００�第５５回産 経 大 阪 杯（ＧⅡ）

発走１５時４５分 （芝・右）
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）

産経新聞社賞（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 １，１９０，０００円 ３４０，０００円 １７０，０００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

１：５８．１
１：５６．４

良

良

５８ ヒルノダムール 牡４鹿 ５７ 藤田 伸二蛭川 正文氏 昆 貢 新ひだか 橋本牧場 ４７４－ ２１：５７．８レコード ３．７�

７１３ ダークシャドウ 牡４栗 ５７ 福永 祐一飯塚 知一氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４９２－１６ 〃 ハナ ４０．２�
８１５ エイシンフラッシュ 牡４黒鹿５９ 内田 博幸平井 豊光氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４９２＋ ４ 〃 クビ ４．８�
６１０ ダノンシャンティ 牡４黒鹿５９ 安藤 勝己�ダノックス 松田 国英 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４８０± ０１：５７．９クビ ５．７�
３５ キャプテントゥーレ 牡６芦 ５８ 小牧 太 �社台レースホース森 秀行 千歳 社台ファーム ４５６＋ ４ 〃 クビ ４．３�
３４ � タッチミーノット 牡５黒鹿５７ 三浦 皇成吉田 照哉氏 柴崎 勇 千歳 社台ファーム ４９０－ ４１：５８．０クビ ５６．３	
８１４ ダイワファルコン 牡４鹿 ５７ 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ５０４－ ８１：５８．４２� ２４．７

２２ リ デ ィ ル 牡４栗 ５７ 武 豊前田 幸治氏 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５２＋ ２１：５８．６	 １３．９�
２３ ミッキードリーム 牡４栗 ５７ 和田 竜二野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４８４＋ ４１：５８．９２ ７２．３�
４７ ドリームジャーニー 牡７鹿 ５８ 池添 謙一 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４２＋ ８ 〃 同着 ５．５
５９ イケドラゴン 牡６栗 ５７ 柴田 善臣池田 豊治氏 石毛 善彦 新冠 泉渕瀬牧場 ５２２－１８１：５９．０� ３５２．３�
４６ トーホウアラン 牡８栗 ５７ 岩田 康誠東豊物産� 藤原 英昭 三石 前川 正美 ４９８＋ ２１：５９．５３ １５７．０�
７１２ オペラブラーボ 牡７鹿 ５７ 蛯名 正義草間 庸文氏 久保田貴士 静内 静内フジカ

ワ牧場 ４３６－ ２１：５９．７１
 ２５９．５�
１１ ヒカルカザブエ 牡６黒鹿５７ 横山 典弘�橋 京子氏 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム ４９２－ ２１：５９．９１
 １９０．３�
６１１ ナニハトモアレ 牡５黒鹿５７ 藤岡 佑介�グランプリ 鮫島 一歩 日高 目黒牧場 ５１６＋ ４２：００．８５ ３３２．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １７３，２８６，４００円 複勝： ２８３，７６８，７００円 枠連： １１８，５５８，２００円

普通馬連： ７７４，１４０，１００円 馬単： ４０４，７５６，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２４５，８８０，７００円

３連複： １，０１３，６２５，３００円 ３連単： ２，２７５，４５９，９００円 計： ５，２８９，４７５，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １４０円 � ９００円 � １９０円 枠 連（５－７） ５，１４０円

普通馬連 �� ６，９１０円 馬 単 �� １１，３２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６５０円 �� ３４０円 �� ３，０６０円

３ 連 複 ��� １０，３９０円 ３ 連 単 ��� ７４，７２０円

票 数

単勝票数 計１７３２８６４ 的中 � ３６９９７０（１番人気）
複勝票数 計２８３７６８７ 的中 � ７２８５１８（１番人気）� ５４８１３（８番人気）� ４１８９２０（３番人気）
枠連票数 計１１８５５８２ 的中 （５－７） １７０４６（１７番人気）
普通馬連票数 計７７４１４０１ 的中 �� ８２７１５（１９番人気）
馬単票数 計４０４７５６４ 的中 �� ２６３９５（３４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計２４５８８０７ 的中 �� ３４３８０（１９番人気）�� ２１０６９１（２番人気）�� １８１３１（２８番人気）
３連複票数 計１０１３６２５３ 的中 ��� ７２０６５（３１番人気）
３連単票数 計２２７５４５９９ 的中 ��� ２２４７５（２００番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１２．３―１２．１―１１．４―１１．６―１１．６―１１．３―１１．８―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．５―３５．８―４７．９―５９．３―１：１０．９―１：２２．５―１：３３．８―１：４５．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヒルノダムール �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー ２００９．１１．１４ 東京２着

２００７．５．２０生 牡４鹿 母 シェアエレガンス 母母 メアリーリノア １３戦３勝 賞金 ２１９，４９９，０００円
※ダークシャドウ号・ナニハトモアレ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

０９０４８ ４月３日 晴 良 （２３阪神２）第４日 第１２競走 ��
��１，６００�第４３回ダービー�チャレンジトロフィー（ＧⅢ）

発走１６時３５分 （芝・右・外）

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
ダービー　チャレンジトロフィー（１着）

賞 品
本 賞 ４０，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，０００，０００円 ４，０００，０００円
付 加 賞 ７２１，０００円 ２０６，０００円 １０３，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．４

良

良

２３ ブリッツェン 牡５鹿 ５４ 柴田 善臣広尾レース� 二ノ宮敬宇 平取 坂東牧場 ４８２－ ２１：３３．３ ２０．８�

３５ � ライブコンサート �７黒鹿５７．５ 福永 祐一グリーンフィールズ� 白井 寿昭 愛 Mrs J.
Chandris ４７６＋ ２ 〃 ハナ ５．１�

２４ キョウエイストーム 牡６芦 ５６ 蛯名 正義田中 晴夫氏 中川 公成 三石 田湯牧場 ４４２－ ４１：３３．４クビ １６．３�
５１０� スマートステージ 牡６鹿 ５４ 武 豊大川 徹氏 鹿戸 雄一 三石 ダイイチ牧場 B５０２－ ６ 〃 ハナ １８．０�
３６ ダイシングロウ 牡７黒鹿５３ 岩田 康誠大八木信行氏 松田 博資 門別 滝本 健二 ４９２＋ ４１：３３．５	 ４０．６�
１２ ダンツホウテイ 牡６黒鹿５５ 北村 友一山元 哲二氏 本田 優 静内 大典牧場 ４７４± ０１：３３．６クビ ５．４�
５９ ショウワモダン 牡７鹿 ５９ 後藤 浩輝山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ５１６－１６ 〃 ハナ ３０．７	
１１ ス ピ リ タ ス �６栗 ５５ 小牧 太 
キャロットファーム 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム ４５０＋ ８ 〃 ハナ ８．９�
７１４ コスモセンサー 牡４栗 ５６ 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 ５０８± ０ 〃 クビ １１．１�
７１３ スズジュピター 牡６黒鹿５４ 三浦 皇成小紫惠美子氏 高橋 裕 早来 ノーザンファーム ４６４－２２１：３３．７クビ ３０．５
４７ ラインプレアー 牡６芦 ５３ 長谷川浩大大澤 繁昌氏 松永 昌博 門別 日高大洋牧場 ５３２＋ ４１：３３．９１
 ３３６．１�
７１５ ダンスインザモア 牡９黒鹿５５ 吉田 豊木浪 巖氏 相沢 郁 静内 西川富岡牧場 ５１６± ０ 〃 アタマ １２２．３�
６１１ キングストリート 牡５鹿 ５７．５ 四位 洋文百万 武夫氏 西園 正都 新ひだか タイヘイ牧場 ４８８－ ６１：３４．３２
 ２．９�
６１２ アーバンストリート 牡７芦 ５５ 秋山真一郎佐藤 幸彦氏 野村 彰彦 静内 曾田農園 ４５２± ０ 〃 アタマ １１１．４�
４８ スズカサンバ 牡７鹿 ５３ 浜中 俊永井 啓弍氏 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 ４８０＋ ２１：３４．４クビ １２２．８�
８１８ コパノオーシャンズ 牝７黒鹿５３ 内田 博幸小林 祥晃氏 村山 明 門別 ヤナガワ牧場 ４３０± ０１：３４．５	 １２６．３�
８１７ ブライティアパルス 牝６鹿 ５４ 藤岡 康太小林 昌志氏 平田 修 平取 雅 牧場 ４５８－ ６１：３５．２４ ３４．８�
８１６ ショウナンカザン 牡６鹿 ５６ 藤田 伸二国本 哲秀氏 本間 忍 浦河 桑田牧場 ４８０－ ６１：３７．０大差 １３６．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １１３，２１１，４００円 複勝： １６６，３５５，８００円 枠連： １００，９２９，８００円

普通馬連： ４７０，５４４，６００円 馬単： ２３０，９５６，４００円 ワイド【拡大馬連】： １６８，５５５，８００円

３連複： ６９８，９５０，６００円 ３連単： １，２７２，５２８，９００円 計： ３，２２２，０３３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，０８０円 複 勝 � ５６０円 � ２２０円 � ４３０円 枠 連（２－３） １，８８０円

普通馬連 �� ６，０６０円 馬 単 �� １４，７５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，９６０円 �� ２，８５０円 �� １，２９０円

３ 連 複 ��� １７，８２０円 ３ 連 単 ��� １３５，２３０円

票 数

単勝票数 計１１３２１１４ 的中 � ４２９８４（８番人気）
複勝票数 計１６６３５５８ 的中 � ７００６０（８番人気）� ２４５５６７（３番人気）� ９４４００（６番人気）
枠連票数 計１００９２９８ 的中 （２－３） ３９６９２（９番人気）
普通馬連票数 計４７０５４４６ 的中 �� ５７３５３（２３番人気）
馬単票数 計２３０９５６４ 的中 �� １１５５７（５１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１６８５５５８ 的中 �� ２１１７９（２３番人気）�� １４３５２（３５番人気）�� ３２９３８（１４番人気）
３連複票数 計６９８９５０６ 的中 ��� ２８９６１（５８番人気）
３連単票数 計１２７２５２８９ 的中 ��� ６９４５（４０４番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．４―１１．５―１２．０―１１．８―１１．０―１１．０―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．１―３５．６―４７．６―５９．４―１：１０．４―１：２１．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．７―３F３３．９
３ ３，６，１４（５，１３）（７，９，１２）２（４，１１）（１，１０，１７）（８，１５，１８）１６ ４ ３（６，１４）（５，１３，９）（２，７，４，１２）１１（１，１０）（８，１７）－１５，１８－１６

勝馬の
紹 介

ブリッツェン �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Caerleon デビュー ２００８．７．１２ 福島４着

２００６．３．４生 牡５鹿 母 レディストロベリー 母母 Juniper Berry ２４戦６勝 賞金 １４３，７４４，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の８頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ８頭 アポロドルチェ号・エーシンホワイティ号・ゼットフラッシュ号・ダイシンプラン号・ナニハトモアレ号・

ビービーファルコン号・ホワイトピルグリム号・マイネルクラリティ号



（２３阪神２）第４日 ４月３日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １９７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

３８０，０５０，０００円
２，１３０，０００円
２１，０５０，０００円
４，０２０，０００円
３５，９１０，０００円
２９０，０００円
２９０，０００円

７０，８２８，０００円
６，３５７，８００円
１，９５０，３００円

勝馬投票券売得金
５５２，４９４，９００円
９５０，７２０，７００円
４４５，９９５，３００円
２，０６１，３４８，２００円
１，１０７，４８１，９００円
７４９，７１９，８００円
２，７７２，２４８，５００円
５，３００，９３７，７００円

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 １３，９４０，９４７，０００円

総入場人員 ２１，０３４名 （有料入場人員 ２０，０１５名）


