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０９０４９ ４月９日 曇 不良 （２３阪神２）第５日 第１競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１０時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

１２ ヴ ォ レ 牡３芦 ５６ 秋山真一郎�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９０－ ２１：５５．０ ４．７�

４７ リベラルアーツ 牡３黒鹿５６ 和田 竜二�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７２－ ８ 〃 ハナ １４．８�
５９ � エーシンイオマンテ 牡３鹿 ５６ 武 豊�栄進堂 岡田 稲男 愛 Peter and

Jackie Grimes ４７４－ ４ 〃 クビ １．６�
４８ ユキノミラクル 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三遠藤 宗義氏 領家 政蔵 平取 高橋 啓 ４８６＋ ６１：５５．１クビ １８．０�
６１１ ク ラ ベ ス 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲平野 優下河�行雄氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ４９４－ ２１：５５．６３ ６．８�
２４ コ ー ド ロ ン 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝池住 安信氏 牧浦 充徳 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４５８＋１２１：５５．９１� ２２８．９	
７１４ ジョーアポロン 牡３芦 ５６ 岩田 康誠上田けい子氏 中竹 和也 浦河 ハッピーネ

モファーム ４８８－ ２１：５６．１１� ２２．９

７１３ リバークリーク 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介河越 武治氏 作田 誠二 新冠 渕瀬フアーム ５０６＋ ６１：５６．２� １６０．７�
６１２ キャプテンバートン 牡３栗 ５６ 蛯名 正義 H.H．シェイク・ハムダン 池上 昌弘 新冠 競優牧場 ４６４－１０１：５６．５１� ９９．０�
８１５ トリニダード 牡３鹿 ５６ 北村 宏司吉田 照哉氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４９０ ―１：５６．７１	 ７０．３
８１６ タイセイソルジャー 牡３鹿 ５６ 北村 友一田中 成奉氏 羽月 友彦 日高 石原牧場 ４４２－ ２１：５７．０２ １１０．８�
３６ デルマハヌマーン 牡３鹿 ５６ 浜中 俊浅沼 廣幸氏 作田 誠二 日高 ファニーヒルファーム ５０４－１０１：５７．１クビ ２５３．１�
２３ ヘルタースケルター 牡３黒鹿５６ 安藤 光彰薪浦 英稔氏 梅田 康雄 新ひだか 秋田育成牧場 ４７４＋ ６ 〃 クビ ５３７．６�
３５ マイネトルテ 牝３青鹿５４ 丸山 元気 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 日高 滝本 健二 ４８４＋ ４１：５７．３� ９４．３�
５１０ テイエムダンガン 牡３栗 ５６ 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 新ひだか 石川 栄一 ４８０± ０１：５７．４� ３３．２�
１１ メイショウディノス 牡３鹿 ５６ 飯田 祐史松本 和子氏 飯田 明弘 浦河 磯野牧場 ５０４－ ２１：５７．９３ １１５．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，１６８，６００円 複勝： ７８，３６９，３００円 枠連： １４，０２０，８００円

普通馬連： ４８，０４９，４００円 馬単： ３９，８６４，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，７８３，７００円

３連複： ７３，３９７，７００円 ３連単： １４１，２４２，０００円 計： ４３７，８９５，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � １３０円 � ２４０円 � １１０円 枠 連（１－４） １，７４０円

普通馬連 �� ３，９４０円 馬 単 �� ６，９５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８２０円 �� １６０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� １，３５０円 ３ 連 単 ��� １６，８６０円

票 数

単勝票数 計 １９１６８６ 的中 � ３２３２３（２番人気）
複勝票数 計 ７８３６９３ 的中 � ７９３８３（２番人気）� ２７１６７（４番人気）� ５５４６４８（１番人気）
枠連票数 計 １４０２０８ 的中 （１－４） ５９５３（６番人気）
普通馬連票数 計 ４８０４９４ 的中 �� ９０２０（９番人気）
馬単票数 計 ３９８６４２ 的中 �� ４２３６（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３７８３７ 的中 �� ５５８３（１０番人気）�� ５１７５０（１番人気）�� １１７９０（５番人気）
３連複票数 計 ７３３９７７ 的中 ��� ４０３２４（３番人気）
３連単票数 計１４１２４２０ 的中 ��� ６１８５（４６番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．１―１４．２―１３．３―１３．３―１２．３―１２．０―１２．６―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．０―３８．２―５１．５―１：０４．８―１：１７．１―１：２９．１―１：４１．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴ ォ レ �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 Yankee Victor デビュー ２０１１．３．２０ 阪神３着

２００８．４．１生 牡３芦 母 ジャンピングドール 母母 Lovely Nedra ２戦１勝 賞金 ６，６００，０００円
〔発走状況〕 リバークリーク号は，馬場入場後に放馬。馬体検査。発走時刻５分遅延。
〔制裁〕 コードロン号の騎手後藤浩輝は，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。（１４番への進路影響）

リベラルアーツ号の騎手和田竜二は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（９番・８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１１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 アストロボーイ号・ケイエスキングオー号・ネオファッショ号・マサノエクスプレス号
（非抽選馬） ７頭 カシノエイカン号・キンショーダッシュ号・タガノグレイグース号・トーワゴールド号・ナリタデリゲート号・

バンブーアーセナル号・レイクキャスケード号

０９０５０ ４月９日 曇 不良 （２３阪神２）第５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

１２ カネトシファイター 牡３栗 ５６ 福永 祐一兼松 利男氏 野村 彰彦 日高 新井 弘幸 ４６２± ０１：１２．０ ５．０�

４７ ジ ャ ベ リ ン 牡３栗 ５６
５５ ☆国分 恭介石川 幸司氏 大根田裕之 新冠 中央牧場 ４７２－ ２ 〃 クビ ２．０�

３６ グランドジョラス 牡３青鹿５６ 蛯名 正義楠本 勝美氏 高木 登 日高 宝寄山 敏之 ４８８± ０１：１２．１クビ ６．７�
４８ サックノヤクソク 牡３鹿 ５６ 幸 英明奥村 伸爾氏 和田 正道 日高 合資会社カ

ネツ牧場 ４７８－ ６１：１３．２７ ３８．５�
７１３ ボビーバローズ 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝猪熊 広次氏 藤沢 則雄 新ひだか 乾 皆雄 ４５２＋１６１：１３．３� ６３．９�
２３ ファインセンス 牝３黒鹿５４ 北村 宏司飯田 正剛氏 古賀 慎明 新ひだか 千代田牧場 ４００－ ６１：１３．４クビ ２４．６�
１１ ベネチアブルー 牝３黒鹿５４ 柴山 雄一 �ブルーマネジメント畠山 吉宏 安平 ノーザンファーム ４４２－ ６１：１３．６１ ７６．４	
８１６ マルブツファイト 牡３栗 ５６ 内田 博幸大澤 毅氏 鮫島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４７０± ０ 〃 ハナ ７．３

７１４ オールドアメリカン 牝３黒鹿５４ 岩田 康誠 �社台レースホース田中 清隆 千歳 社台ファーム B４５２－ ６１：１３．８１ ７．０�
６１１ テイエムキラーズ 牝３鹿 ５４ 木村 健竹園 正繼氏 新川 恵 浦河 川越ファーム ３８６－１６１：１４．８６ １４２．８

（兵庫）

３５ トウカイアタッカー �３青鹿５６ 岩部 純二内村 正則氏 萱野 浩二 新冠 長浜牧場 ４５２ ―１：１５．０１� ３４８．１�
２４ ボルトンシチー �３黒鹿５６ 武士沢友治 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 日高 富川田中牧場 ５０６＋２４１：１５．３１� １７９．２�
６１２ タツベローチェ 牝３栗 ５４ 丸山 元気鈴木 昭作氏 根本 康広 千歳 社台ファーム ４４６＋ ８１：１５．６１� ２１３．５�
５９ グランローズ 牝３青鹿 ５４

５１ ▲国分 優作林 進氏 岩元 市三 新冠 協和牧場 ３３０－ ４１：１５．７� ３１２．３�
８１５ ナムラストーム 牡３黒鹿５６ 小林 徹弥奈村 信重氏 目野 哲也 日高 ナカノファーム ４４２－１３１：１５．８� ３１１．６�
５１０ コンドルフライト 牡３栗 ５６ 鷹野 宏史�木村牧場 沖 芳夫 日高 木村牧場 ４８０ ―１：１５．９� ７９．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，９５９，４００円 複勝： ３３，６５８，６００円 枠連： １１，６８７，３００円

普通馬連： ４７，５０８，０００円 馬単： ３５，１８７，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，７６４，０００円

３連複： ６９，９１９，８００円 ３連単： １１８，８６７，４００円 計： ３５５，５５１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５００円 複 勝 � １３０円 � １１０円 � １６０円 枠 連（１－４） ３９０円

普通馬連 �� ４４０円 馬 単 �� １，１１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １９０円 �� ３３０円 �� ２５０円

３ 連 複 ��� ５９０円 ３ 連 単 ��� ３，２８０円

票 数

単勝票数 計 １６９５９４ 的中 � ２７１６２（２番人気）
複勝票数 計 ３３６５８６ 的中 � ６５０５２（２番人気）� １０６８１４（１番人気）� ４２００１（４番人気）
枠連票数 計 １１６８７３ 的中 （１－４） ２２３３６（１番人気）
普通馬連票数 計 ４７５０８０ 的中 �� ８１１９４（１番人気）
馬単票数 計 ３５１８７２ 的中 �� ２３５２５（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１７６４０ 的中 �� ３３４４３（１番人気）�� １４６５７（４番人気）�� ２１５６０（２番人気）
３連複票数 計 ６９９１９８ 的中 ��� ８８６０３（１番人気）
３連単票数 計１１８８６７４ 的中 ��� ２６７５９（４番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１１．９―１１．９―１１．９―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．７―３５．６―４７．５―５９．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カネトシファイター �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 シャーディー デビュー ２０１０．１２．１２ 阪神３着

２００８．３．７生 牡３栗 母 スズキャッスル 母母 リトルシオート ７戦１勝 賞金 ９，３５０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時４５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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 クレバーウエスタン号・シゲルヒショ号・テイエムオイチ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

第２回　阪神競馬　第５日



０９０５１ ４月９日 曇 不良 （２３阪神２）第５日 第３競走 ��１，８００�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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

１１ タイムズアロー 牡３栗 ５６ 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 ４７６－ ６１：５３．８ １．４�

２３ シルクレグルス 牡３鹿 ５６ 幸 英明有限会社シルク藤沢 則雄 浦河 高野牧場 ４６０ ―１：５４．０１� ３６．６�
３６ クークーダダ 牡３栗 ５６

５５ ☆国分 恭介�ターフ・スポート五十嵐忠男 浦河 大北牧場 ４６０＋１８１：５４．１クビ ９３．９�
１２ シュヴァルツシルト 牡３黒鹿５６ 田中 勝春 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム ４６４－ ４１：５４．３１� １０．３�
３５ エースチョウサン 牡３鹿 ５６ 松岡 正海長山 尚義氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 ４２８－ ６ 〃 クビ ２０．１�
４７ コスモソユーズ 牡３栗 ５６ 内田 博幸 �ビッグレッドファーム 清水 美波 新ひだか マークリ牧場 ４８０＋ ２１：５４．４� ５．０�
２４ メジロビゼン 牡３黒鹿５６ 和田 竜二�メジロ牧場 宮本 博 洞爺湖 メジロ牧場 ４９２ ―１：５４．６１� １９２．５	
５１０ キングブラーボ 牡３黒鹿５６ 北村 友一村上 稔氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 ５２０ ―１：５４．８１� ３４９．３

７１３ ア セ ン ト 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人馬目 卓氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４７４ ―１：５４．９クビ １４０．４�
８１５ ミッドナイトブルー 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲平野 優青木 照吉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 石川 栄一 ５０４－ ２１：５５．１１� ３０．０�
６１２ ペガサスビビクン 牡３栗 ５６ 木村 健松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９６－１６１：５５．４２ ９２．９
（兵庫）

６１１ タカノオーカン 牡３栗 ５６ 武 英智山口多賀司氏 昆 貢 浦河 惣田 英幸 ４７６－ ８ 〃 アタマ １５０．９�
７１４ ナイスジャパン 牡３青 ５６ 安藤 光彰菅藤 宗一氏 目野 哲也 浦河 小池 博幸 ５０６－ ２１：５６．６７ ３５．７�
４８ テイエムエビスオー 牡３鹿 ５６ 鷹野 宏史竹園 正繼氏 鹿戸 明 浦河 馬道 繁樹 ４６４－ ４１：５７．１３ ２９．０�
８１６ マ ン ド ル ラ 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成栗坂 崇氏 松山 将樹 新ひだか キヨタケ牧場 ４１８－ ２１：５９．３大差 ２７０．７�
５９ カ レ ラ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一金井 順一氏 須貝 尚介 様似 様似渡辺牧場 ５１２ ― 〃 ハナ ３１．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，９２７，４００円 複勝： ６６，１０７，７００円 枠連： １３，５８４，４００円

普通馬連： ４６，１００，７００円 馬単： ４１，５４８，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，２２０，９００円

３連複： ６３，３２５，７００円 ３連単： １３３，９４９，１００円 計： ４０６，７６４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � ５８０円 � １，８００円 枠 連（１－２） １，５４０円

普通馬連 �� １，９８０円 馬 単 �� ２，３００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７４０円 �� ２，１２０円 �� １０，５００円

３ 連 複 ��� ２７，６６０円 ３ 連 単 ��� ７０，８２０円

票 数

単勝票数 計 １８９２７４ 的中 � １０６９４９（１番人気）
複勝票数 計 ６６１０７７ 的中 � ４６１５３３（１番人気）� １１１９１（７番人気）� ３２８３（１１番人気）
枠連票数 計 １３５８４４ 的中 （１－２） ６５３４（６番人気）
普通馬連票数 計 ４６１００７ 的中 �� １７２１１（６番人気）
馬単票数 計 ４１５４８４ 的中 �� １３３６５（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３２２０９ 的中 �� ８２３８（７番人気）�� ２６５６（１８番人気）�� ５２１（５１番人気）
３連複票数 計 ６３３２５７ 的中 ��� １６９０（５５番人気）
３連単票数 計１３３９４９１ 的中 ��� １３９６（１５１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．７―３７．３―５０．５―１：０３．２―１：１５．８―１：２８．３―１：４０．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タイムズアロー �
�
父 タイムパラドックス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．３．２０ 阪神２着

２００８．１．２６生 牡３栗 母 サンデーエイコーン 母母 エイコーンカップ ２戦１勝 賞金 ７，６００，０００円
〔制裁〕 テイエムエビスオー号の騎手鷹野宏史は，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（１０番・７番への進

路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マンドルラ号・カレラ号は，平成２３年５月９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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 オーミリバティー号・テイエムギンリュウ号・トリノ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

０９０５２ ４月９日 曇
（ 芝 ）稍重
（ダート）不良（２３阪神２）第５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

４５ リアルヴィクトリー 牡６鹿 ６０ 中村 将之杉山 美惠氏 浅見 秀一 三石 明治牧場 ４８６± ０３：１８．３ ８．０�

７１１ オンワードシェルタ 牡５鹿 ６０ 穂苅 寿彦�オンワード牧場 杉浦 宏昭 浦河 オンワード牧場 ４９０－ ８３：１９．７９ ３．６�
７１２ ナイスラッキー 牡６鹿 ６０ 高野 和馬戸部 洋氏 谷原 義明 三石 元茂牧場 ５３０－１２３：２０．３３� ７８．７�
３３ オーシャンクルーズ 牡７鹿 ６０ 岩崎 祐己上田 宗義氏 田所 秀孝 新冠 村田牧場 ４８４＋１０３：２１．３６ １１．５�
４６ � ステルススキャン �５栗 ６０ 石神 深一山上 和良氏 和田正一郎 浦河 今井 秀樹 ４６４－ ６３：２１．８３ ２３．３�
６１０� ワンダーキング 牡５鹿 ６０ 大庭 和弥山本 信行氏 阿部 新生 浦河 出口 宜己 ４７８－２０３：２２．８６ ９３．７�
６９ タニノディキディキ 牡８鹿 ６０ 小坂 忠士谷水 雄三氏 長浜 博之 静内 カントリー牧場 ４８６＋ ４３：２３．８６ ２．２	
３４ � トーセンブルーアイ 牡４黒鹿５９ 蓑島 靖典島川 
哉氏 後藤 由之 浦河 江島牧場 ４７８－２２３：２５．７大差 １０．４�
１１ テイクザホーク 牡７鹿 ６０ 五十嵐雄祐水上 行雄氏 鈴木 康弘 浦河 笠松牧場 ４７８＋１０３：２６．１２� １８．９�
２２ レーザーブレイド 牡４栃栗５９ 江田 勇亮野� 昭夫氏 河野 通文 新ひだか グランド牧場 ４６８－ ２３：２６．６３ ７８．１
５８ カ カ ロ ッ ト �６鹿 ６０ 柴田 大知池谷 誠一氏 粕谷 昌央 門別 サンバマウン

テンファーム ４８２－２０３：３１．７大差 ３６．９�
８１３ ビジュアルフライト 牡４栗 ５９ 西谷 誠佐々木 徹氏 増本 豊 新冠 シンユウフアーム ５１０＋ ４３：３３．４大差 １００．７�
５７ スズカケノミチ 牝４栗 ５７ 南井 大志武岡 雅子氏 小桧山 悟 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４４４＋ ８ （競走中止） １５１．０�
８１４� インディアンサマー 牡５栗 ６０ 山本 康志小林竜太郎氏 中川 公成 浦河 �桁牧場 ４８２－１２ （競走中止） ２５．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １３，０８１，３００円 複勝： １８，５８９，０００円 枠連： １２，６４９，５００円

普通馬連： ３７，３２４，１００円 馬単： ２７，９８４，２００円 ワイド【拡大馬連】： １６，８６４，０００円

３連複： ５５，２７３，１００円 ３連単： ９２，７９７，７００円 計： ２７４，５６２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８００円 複 勝 � ２５０円 � １５０円 � １，７１０円 枠 連（４－７） １，１９０円

普通馬連 �� １，７００円 馬 単 �� ４，０９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６４０円 �� ７，３９０円 �� ３，３８０円

３ 連 複 ��� ５２，３７０円 ３ 連 単 ��� １９６，２４０円

票 数

単勝票数 計 １３０８１３ 的中 � １３０３６（３番人気）
複勝票数 計 １８５８９０ 的中 � １９２８４（３番人気）� ４６３３２（２番人気）� １９７２（１１番人気）
枠連票数 計 １２６４９５ 的中 （４－７） ７８６８（５番人気）
普通馬連票数 計 ３７３２４１ 的中 �� １６２２３（５番人気）
馬単票数 計 ２７９８４２ 的中 �� ５０５１（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６８６４０ 的中 �� ７００６（５番人気）�� ５３８（５０番人気）�� １１９２（３１番人気）
３連複票数 計 ５５２７３１ 的中 ��� ７７９（９６番人気）
３連単票数 計 ９２７９７７ 的中 ��� ３４９（３９４番人気）

上り １マイル １：４７．８ ４F ５３．２－３F ４０．３
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リアルヴィクトリー �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Majestic Light デビュー ２００７．７．８ 函館４着

２００５．４．９生 牡６鹿 母 スギノキューティー 母母 Summer Mood 障害：４戦１勝 賞金 ８，０８０，０００円
〔競走中止〕 インディアンサマー号は，１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。

スズカケノミチ号は，９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。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 オリオンザドーター号・グラスサミット号



０９０５３ ４月９日 曇 稍重 （２３阪神２）第５日 第５競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳
発走１２時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

１：５７．８
１：５６．４

良

良

７１３ ニシノジャブラニ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司西山 茂行氏 上原 博之 むかわ 西山牧場 B４６２－ ４２：０５．２ ８．１�

７１４ スマートリバティー 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠大川 徹氏 宮 徹 新ひだか 広田牧場 ４４４＋ ４ 〃 ハナ ６．２�
５９ イイデジャパン 牡３黒鹿５６ 幸 英明 �アールエスエーカントリ北出 成人 新冠 武田牧場 ４７２－ ４２：０５．３クビ ４．５�
８１５ ダノンマックイン 牡３黒鹿５６ 小牧 太�ダノックス 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４７０＋ ６２：０５．６２ １１．６�
４８ ディアエスペランサ 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義ディアレスト 田村 康仁 むかわ 新井牧場 ４７２＋１６２：０５．７� ５８．７�
６１１ テイエムライジン 牡３栗 ５６

５５ ☆国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 競優牧場 ４２２ ― 〃 ハナ １１９．０�
４７ メジロコウミョウ 牝３青鹿５４ 吉田 豊	メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ４６４－１２ 〃 ハナ ２４．９

３５ ポ レ モ ス 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎藤田 孟司氏 小島 茂之 新冠 ノースヒルズマネジメント ４２８－ ２ 〃 ハナ ５．０�
２３ ロイヤルワラント 牡３栗 ５６ 石橋 守 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 浦河 宮内牧場 ５１２＋ ２２：０５．８� ４．９�
６１２ グッドスピード 牡３栗 ５６ 藤田 伸二�ヤブウチ 長浜 博之 日高 広富牧場 ４６８ ― 〃 クビ １０．６
１１ ペガサスイエロー 牡３栗 ５６ 荻野 琢真松岡 隆雄氏 平田 修 新冠 松本 信行 ４７２ ―２：０５．９� ４８．６�
１２ ヤングチョウサン 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成長山 尚義氏 小笠 倫弘 平取 坂東牧場 ４４２－１０ 〃 クビ ５７．６�
８１６ メイショウホロベツ 牡３鹿 ５６ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 三嶋牧場 ４６６ ―２：０６．５３� １７８．１�
３６ ブライトメッセージ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一 	サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４６６ ―２：０６．６クビ ２８．６�
２４ エメラルスカイ 牝３黒鹿５４ 池添 謙一高橋 勉氏 小野 幸治 新ひだか 出羽牧場 ４４０－ ４２：０６．７� １８３．３�
５１０ サンライズアポロン 牡３栗 ５６ 松岡 正海松岡 隆雄氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ４８２ ―２：０８．０８ ６５．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，０１８，１００円 複勝： ３９，７５０，０００円 枠連： １６，８５０，５００円

普通馬連： ５９，８２２，４００円 馬単： ３５，７９４，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，０５６，３００円

３連複： ８３，１４０，４００円 ３連単： １１３，４１２，３００円 計： ３９５，８４４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８１０円 複 勝 � ２５０円 � ２００円 � １７０円 枠 連（７－７） ２，１９０円

普通馬連 �� ２，０３０円 馬 単 �� ４，１６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６８０円 �� ５４０円 �� ４５０円

３ 連 複 ��� ２，１１０円 ３ 連 単 ��� １５，６６０円

票 数

単勝票数 計 ２００１８１ 的中 � １９６６２（５番人気）
複勝票数 計 ３９７５００ 的中 � ３６９７８（５番人気）� ５２７８０（４番人気）� ７１１７０（１番人気）
枠連票数 計 １６８５０５ 的中 （７－７） ５６８１（９番人気）
普通馬連票数 計 ５９８２２４ 的中 �� ２１７６２（８番人気）
馬単票数 計 ３５７９４７ 的中 �� ６３５４（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７０５６３ 的中 �� ９５３５（６番人気）�� １２４６８（５番人気）�� １５５５５（２番人気）
３連複票数 計 ８３１４０４ 的中 ��� ２９０８１（３番人気）
３連単票数 計１１３４１２３ 的中 ��� ５３４６（３３番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．８―１３．６―１３．６―１３．５―１２．２―１２．０―１１．８―１１．８―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２４．５―３８．１―５１．７―１：０５．２―１：１７．４―１：２９．４―１：４１．２―１：５３．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ニシノジャブラニ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Singspiel デビュー ２０１０．８．１５ 新潟２着

２００８．３．４生 牡３鹿 母 セイウンアグライア 母母 Grecian Bride １０戦１勝 賞金 １４，１５０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ６頭 エメラルドインディ号・オレンジシチー号・ダイワジョンクック号・メイケイダンサー号・メイショウビワコ号・

ヤマニンボンプアン号

０９０５４ ４月９日 晴 不良 （２３阪神２）第５日 第６競走 ��
��１，４００�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

１：２１．８
１：２１．８

稍重

稍重

６１１ タイセイファントム 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠田中 成奉氏 矢作 芳人 浦河 バンダム牧場 ４３４± ０１：２３．８ ３．７�

６１２ サダムグランジュテ 牝３鹿 ５４ 浜中 俊大西 定氏 西園 正都 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６６＋２０１：２４．２２� ６．０�

４８ グ ラ ン ス 牝３鹿 ５４ 小牧 太吉田 千津氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４４４－ ８１：２４．４１� １０．３�
７１３ コスモケンジ 牡３栗 ５６ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 清水 英克 新冠 ハクツ牧場 ４７４＋ ２ 〃 ハナ ４．８�
２３ ヤマノサファイア 牡３栗 ５６ 内田 博幸澤村 敏雄氏 崎山 博樹 新ひだか 服部 牧場 ４４２＋１２１：２４．５� ９．０�
１１ ナガラダンディ 牡３栗 ５６ 安藤 勝己長良レーシングクラブ 小原伊佐美 浦河トラストスリーファーム ４９２± ０１：２５．０３ １５．９�
３５ キクノキアラ 牝３黒鹿５４ 藤岡 佑介菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム ４４０± ０ 〃 ハナ １１．８	
２４ アルトゥバン 牡３栗 ５６ 丸山 元気�ターフ・スポート清水 久詞 新ひだか 三石川上牧場 ４７４＋ ２ 〃 ハナ ８．８

４７ � リアライズブレイク 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣�リアライズ 森 秀行 愛

J. Hanley, Skymarc
Farm & Castle-
martin Stud

４６４－ ８１：２５．１� １３１．２�
８１５� エーシンバサラ 牡３青鹿５６ 中村 将之�栄進堂 中尾 秀正 米 Cloyce

Clark Jr. ５５０＋ ２１：２５．３� ２１．６
５１０	 コーリンハッピー 牝３芦 ５４ 武士沢友治伊藤 恵子氏 平井 雄二 日高 今井牧場 ４５４－１４１：２５．４� ２５７．２�
３６ ゲンパチマイラヴ 牝３栗 ５４ 岩部 純二平野 武志氏 萱野 浩二 新ひだか 三木田 頼嗣 ４７０－ ２１：２５．６１
 １６．７�
７１４ シゲルセキニンシャ 牝３青鹿５４ 安藤 光彰森中 蕃氏 目野 哲也 新冠 中央牧場 ４４８－ ２１：２５．７� １５１．７�
５９ � ウ マ テ ッ ク 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲平野 優石橋 和夫氏 二ノ宮敬宇 米 Dr. Masa-
take Iida ４５４＋ ６ 〃 アタマ １２１．８�

８１６ ブラウブリッツ 牝３鹿 ５４
５１ ▲国分 優作 �社台レースホース池上 昌弘 千歳 社台ファーム B４８４－１２ 〃 クビ ７９．１�

１２ 	 スメルスイート 牝３黒鹿５４ 柴山 雄一中村 和夫氏 栗田 徹 新ひだか 沖田 博志 ５０４＋１０１：２６．７６ ３３１．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，５９４，６００円 複勝： ４３，０４９，４００円 枠連： １９，１６２，２００円

普通馬連： ６２，９１２，２００円 馬単： ３５，８８２，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，１２０，０００円

３連複： ８２，７４１，４００円 ３連単： １１６，５１０，８００円 計： ４０９，９７３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １７０円 � ２５０円 � ２６０円 枠 連（６－６） １，６６０円

普通馬連 �� １，６３０円 馬 単 �� ２，９２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６３０円 �� ６８０円 �� １，３２０円

３ 連 複 ��� ４，７４０円 ３ 連 単 ��� １８，４１０円

票 数

単勝票数 計 ２０５９４６ 的中 � ４３９９０（１番人気）
複勝票数 計 ４３０４９４ 的中 � ８２６２９（２番人気）� ４１７７０（３番人気）� ４０６８８（４番人気）
枠連票数 計 １９１６２２ 的中 （６－６） ８５４１（８番人気）
普通馬連票数 計 ６２９１２２ 的中 �� ２８４９６（５番人気）
馬単票数 計 ３５８８２８ 的中 �� ９０８３（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９１２００ 的中 �� １１８２５（４番人気）�� １０７９８（７番人気）�� ５２１３（２０番人気）
３連複票数 計 ８２７４１４ 的中 ��� １２８８７（１２番人気）
３連単票数 計１１６５１０８ 的中 ��� ４６７３（３３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．０―３４．７―４６．８―５８．９―１：１１．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイセイファントム �
�
父 ファンタスティックライト �

�
母父 Boundary デビュー ２０１０．７．４ 函館１着

２００８．４．３０生 牡３鹿 母 タイキシャレード 母母 Patently Clear １０戦２勝 賞金 ２８，７４９，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１８頭 アティロン号・アフィントン号・アマノレインジャー号・ウォータールルド号・カシノアクセル号・

ゴールデンアタック号・ジョウノエンドレス号・スマートオーシャン号・タイフーン号・テイエムドンマイ号・
トーセンターボ号・トーホウジャパン号・ペガサスフラッシュ号・ベルモントキーラ号・ホノカアボーイ号・
ライブインベガス号・ラフアウェイ号・ロージーライト号



０９０５５ ４月９日 晴 稍重 （２３阪神２）第５日 第７競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１３時３０分 （芝・右・外）

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

中央レコード

１：３２．０
１：３１．４

良

良

３５ アイヴィーリーグ 牡３鹿 ５６ 小牧 太近藤 英子氏 中尾 秀正 新冠 平山牧場 ４５８＋ ６１：３４．７ ７．９�

７１５ ダ コ ー ル 牡３鹿 ５６ 福永 祐一�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５２－ ２１：３５．０１� ２．６�
７１４ ハーキュリーズ 牡３鹿 ５６ 浜中 俊 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４４４± ０ 〃 ハナ ９．５�
６１１ ミヤビファルネーゼ 牡３黒鹿５６ 吉田 豊村上 義勝氏 戸田 博文 浦河 大成牧場 ４７２＋ ２ 〃 アタマ １４．５�
８１６ デウスウルト 牡３黒鹿５６ 武 豊吉田 勝己氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４６６＋ ６１：３５．２１� ４．０�
８１７ セイカプリコーン 牡３鹿 ５６ 和田 竜二金田 成基氏 服部 利之 新ひだか 三石橋本牧場 ４８２± ０１：３５．３� １０．９	
４８ ブラウンマシーン 牡３鹿 ５６ 小坂 忠士キャピタルクラブ 境 直行 新冠 田鎖牧場 ４５４± ０１：３６．０４ ２０７．７

５１０ スパーブクィーン 牝３栗 ５４ 幸 英明吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４４２＋ ２１：３６．４２� ３２８．８�
５９ リルバイリル 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二小林 薫氏 栗田 博憲 様似 富田 恭司 ４８０＋ ２１：３６．７１� ２６．７�
７１３ ピルケンハンマー 牡３鹿 ５６ 藤岡 康太尾田左知子氏 梅田 智之 浦河 大成牧場 ５００± ０１：３６．８� ３２．９
２３ ジョウショーツヨシ 牡３鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介熊田 義孝氏 西橋 豊治 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ４４４± ０１：３６．９� ２５５．５�

１２ ミスターマスタード 牡３鹿 ５６ 横山 典弘薪浦 亨氏 角田 晃一 安平 吉田 三郎 ４４６± ０ 〃 クビ ９６．０�
１１ トウカイシャンテ 牝３鹿 ５４ 的場 勇人内村 正則氏 田村 康仁 浦河 帰山 清貴 ４５８± ０１：３７．０� １０４．２�
４７ ハワイアンシュガー 牡３黒鹿５６ 岩部 純二四方堂第五郎氏 萱野 浩二 新ひだか 高橋 誠次 ４１８－ ４１：３７．２１� ３５．１�
８１８ ヒシカルメン 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三阿部雅一郎氏 佐山 優 浦河 中村 雅明 ４４２－１４ 〃 クビ ９８．４�
２４ ロイヤルクレスト 牡３栃栗５６ 松岡 正海�木村牧場 鈴木 伸尋 日高 木村牧場 ５０８－ ２１：３７．３クビ １３．７�
３６ 	 ドクターブリーズ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣松岡 悟氏 根本 康広 新冠 村上牧場 ４１２－ ２１：３７．４� ５７０．１�
６１２ トーセンソニア 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４３８－ ４１：３８．２５ １０８．９�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２５，０２９，２００円 複勝： ４７，９１４，３００円 枠連： ２３，１８０，１００円

普通馬連： ７７，２９４，９００円 馬単： ４５，０９４，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，１６６，４００円

３連複： ９６，４９２，０００円 ３連単： １４８，４７８，５００円 計： ４９６，６４９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７９０円 複 勝 � ２４０円 � １３０円 � ３２０円 枠 連（３－７） ８００円

普通馬連 �� １，０２０円 馬 単 �� ２，３９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４７０円 �� １，７６０円 �� ５４０円

３ 連 複 ��� ３，５８０円 ３ 連 単 ��� ２２，８２０円

票 数

単勝票数 計 ２５０２９２ 的中 � ２５２２７（３番人気）
複勝票数 計 ４７９１４３ 的中 � ４４５４９（４番人気）� １４７６４８（１番人気）� ２９０１７（７番人気）
枠連票数 計 ２３１８０１ 的中 （３－７） ２１４６１（２番人気）
普通馬連票数 計 ７７２９４９ 的中 �� ５６０３４（２番人気）
馬単票数 計 ４５０９４４ 的中 �� １３９７７（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３１６６４ 的中 �� １８５６０（３番人気）�� ４３００（２１番人気）�� １５６２５（４番人気）
３連複票数 計 ９６４９２０ 的中 ��� １９９００（９番人気）
３連単票数 計１４８４７８５ 的中 ��� ４８０３（６３番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．６―１１．８―１３．１―１２．４―１１．５―１１．２―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２２．９―３４．７―４７．８―１：００．２―１：１１．７―１：２２．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アイヴィーリーグ �
�
父 リ ン カ ー ン �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー ２０１１．３．２１ 阪神１着

２００８．３．１９生 牡３鹿 母 キ ャ ラ ッ ト 母母 フリーダムダンス ２戦２勝 賞金 １３，５００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）３０頭 アストロロジー号・ヴィジャイ号・エクスビート号・エーシンカリオーン号・エーシンミズーリ号・

エーブポセイドーン号・オースミドライバー号・キタサンフクジン号・ギリギリヒーロー号・ケイアイアルテミス号・
コマンドパワー号・ゴールドブライアン号・シゲルシャチョウ号・ジャービス号・ショウナンカライス号・
タイキパーシヴァル号・ダイワモービル号・チェリービスティー号・デシリオン号・トウシンイーグル号・
ナムラオーシャン号・ニシノフウウンジ号・フルアクセル号・ホクトキングダム号・ホットサマーデイ号・
メイショウツガル号・ラインアンジュ号・リュウノフラッシュ号・レッドセインツ号・ワカタケ号

０９０５６ ４月９日 晴 重 （２３阪神２）第５日 第８競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１４時００分 （ダート・右）

牝，１０００万円以下；負担重量は，５５�
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

１：０９．７
１：０８．７

重

重

４８ アヤナルベルス 牝４鹿 ５５ 熊沢 重文鳴戸 雄一氏 目野 哲也 浦河 杵臼牧場 ４８２＋ ６１：１０．６ １．７�

５９ スイートエスケープ 牝４栗 ５５ 後藤 浩輝金子真人ホール
ディングス� 安田 隆行 安平 ノーザンファーム ４６０－ ２１：１０．８１� ９．９�

３５ ラガーリンリン 牝４芦 ５５ 池添 謙一奥村 啓二氏 池添 兼雄 新ひだか 前川 正美 ４７２± ０１：１１．０１� １９．８�
１２ アドマイヤオンリー 牝４芦 ５５ 蛯名 正義近藤 利一氏 須貝 尚介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９４＋ ４ 〃 ハナ ４６．０�
７１３ リッカコウユウ 牝５鹿 ５５ 小牧 太立花 幸雄氏 武田 博 浦河 中島 俊明 ４５０＋ ４１：１１．１� １１０．６�
６１１ モ モ フ ク 牝６栗 ５５ 北村 友一大澤 毅氏 加用 正 浦河 松田 憲一 ４７４＋ ４ 〃 クビ １９７．５�
７１４ ミニーバローズ 牝４鹿 ５５ 幸 英明猪熊 広次氏 武田 博 浦河 平成ファーム ４６２＋ ４１：１１．２� １５．１	
３６ シルバーキセキ 牝４黒鹿５５ 武 豊小林 久義氏 笹田 和秀 新冠 岩見牧場 ４４８－ ８１：１１．４１� ８．０

１１ コ ロ ナ 牝５栗 ５５

５４ ☆国分 恭介下河邉 博氏 中尾 秀正 静内 有限会社 下河辺
トレーニングセンター ４６２－ ２１：１１．５� １１３．１�

４７ ユメノキズナ 牝４鹿 ５５ 内田 博幸諸江 幸祐氏 武市 康男 千歳 社台ファーム ４８０＋１４１：１１．７１� １２．５�
６１２ エーシンスポール 牝４黒鹿５５ 福永 祐一�栄進堂 大久保龍志 浦河 栄進牧場 ４７０－ ２１：１１．８� １４．０
５１０ エステーラブ 牝４青鹿５５ 三浦 皇成齋藤 宏明氏 中野 栄治 新冠 平山牧場 ４４２＋ ６１：１１．９� １４０．４�
８１５ メリュジーヌ 牝５鹿 ５５ 柴原 央明�ターフ・スポート昆 貢 新冠 村田牧場 ４５８± ０１：１２．３２� １４．１�
２４ コ ス モ レ ニ 牝４黒鹿５５ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 日高 石原牧場 ４５４＋ ４１：１２．４クビ １７２．４�
２３ キリシマウイング 牝４栗 ５５

５２ ▲平野 優土屋 君春氏 柴田 政見 宮崎 土屋 修孝 ４６８＋ ２１：１２．８２� ５０２．９�
８１６ ニシノミーチャン 牝５鹿 ５５ 藤田 伸二西山 茂行氏 田所 秀孝 鵡川 西山牧場 ４８４＋１０１：１３．３３ ３０．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３１，０７８，４００円 複勝： ５４，３６６，７００円 枠連： ２０，８７９，９００円

普通馬連： ８８，２９２，３００円 馬単： ５５，８５０，２００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，３９５，７００円

３連複： １０７，０９８，９００円 ３連単： １８３，３３４，４００円 計： ５７５，２９６，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � ２１０円 � ４００円 枠 連（４－５） ６４０円

普通馬連 �� ７１０円 馬 単 �� ９６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３６０円 �� ６４０円 �� １，６６０円

３ 連 複 ��� ３，２００円 ３ 連 単 ��� ９，６００円

票 数

単勝票数 計 ３１０７８４ 的中 � １４９１３７（１番人気）
複勝票数 計 ５４３６６７ 的中 � ２３１３６５（１番人気）� ５０５１９（３番人気）� ２１４６３（８番人気）
枠連票数 計 ２０８７９９ 的中 （４－５） ２４１２０（２番人気）
普通馬連票数 計 ８８２９２３ 的中 �� ９１８９８（２番人気）
馬単票数 計 ５５８５０２ 的中 �� ４３１７０（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４３９５７ 的中 �� ２６０６１（２番人気）�� １３１０７（７番人気）�� ４６７４（２１番人気）
３連複票数 計１０７０９８９ 的中 ��� ２４７１２（１０番人気）
３連単票数 計１８３３３４４ 的中 ��� １４１０７（１８番人気）

ハロンタイム １２．０―１１．０―１１．３―１１．５―１１．８―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２３．０―３４．３―４５．８―５７．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アヤナルベルス �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Fairy King デビュー ２００９．９．１２ 阪神１０着

２００７．４．４生 牝４鹿 母 ア ワ シ ャ 母母 Foliage １２戦２勝 賞金 ３４，０００，０００円
［他本会外：１戦１勝］

〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
〔制裁〕 シルバーキセキ号の騎手武豊は，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１００，０００円。（１０番・３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。
（非抽選馬） ９頭 アイシークレット号・ウィズインライアン号・ウネントリッヒ号・サクラクローバー号・ヒラボクスペシャル号・

フライトオブスワン号・メイショウアツヒメ号・メイショウワカツキ号・ローブドヴルール号



０９０５７ ４月９日 晴 重 （２３阪神２）第５日 第９競走 ��
��１，８００�

ちゅうしゅん

ラジオ関西賞仲春特別
発走１４時３５分 （ダート・右）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
ラジオ関西賞（１着）

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 ４２７，０００円 １２２，０００円 ６１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

３５ ゴッドエンブレム 牡６鹿 ５７ 岩田 康誠�RRA 藤原 英昭 早来 ノーザンファーム ４９２＋ ８１：５０．０ ７．１�

２３ ロードイノセント 牡５鹿 ５７ 木村 健 �ロードホースクラブ 池江 泰寿 三石 ケイアイファーム B５７８－ ６１：５０．２１� ３．３�
（兵庫）

２４ ローンウルフ 牡６栗 ５７ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 静内 岡田スタツド ４８０－ ２１：５０．５１� ４３．７�
５１０ トウカイライフ 牝４黒鹿５５ 村田 一誠内村 正則氏 成島 英春 日高 広富牧場 ４２８－１２１：５１．３５ １９２．５�
５９ オーパスクイーン 牝４鹿 ５５ 内田 博幸松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 B５１２－１２１：５１．４クビ ８．３�
４８ メイショウシンドウ 牡５鹿 ５７ 幸 英明松本 好雄氏 武田 博 静内 千代田牧場 ４９６＋１０１：５１．５	 ９０．０�
１１ シークレバー 牡６鹿 ５７ 国分 恭介藤田 宗平氏 野村 彰彦 浦河 信岡牧場 ４８４＋ ４１：５１．７１� １５１．７	
４７ ナリタスプリング 牡４青鹿５７ 福永 祐一�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 ４９６－ ４１：５１．８� ３．５

６１２ ロジサイレンス 牡４鹿 ５７ 三浦 皇成久米田正明氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４５６－ ６１：５２．０１� ６．２�
７１３ ヤマニンパソドブル 牝４青鹿５５ 柴山 雄一土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 ４４６－ ４１：５２．１	 １０８．９�
８１５ ホワイトショウフク 牡６芦 ５７ 吉田 豊山本 浩一氏 村山 明 静内 静内白井牧場 ４６２－ ２１：５２．４２ ９２．３
８１６ テイエムゲンキボ 牡７黒鹿５７ 北村 友一竹園 正繼氏 木原 一良 静内 岡田 猛 ５１６＋ ２１：５２．５	 ４１．７�
３６ デルマプロティナ 牝４黒鹿５５ 後藤 浩輝浅沼 廣幸氏 田中 剛 千歳 社台ファーム ４９０＋ ４１：５２．７１� ７８．８�
６１１
 カズサハイウェイ 牡６青鹿５７ 石神 深一阿津 和昌氏 和田正一郎 静内 佐竹 学 ４５８－ ８１：５３．３３	 ３８４．２�
７１４ シリコンフォレスト 牡６芦 ５７ 北村 宏司 �サンデーレーシング 高柳 瑞樹 早来 ノーザンファーム B５１６＋１４１：５３．５１	 ８１．６�
１２ グランドシチー 牡４鹿 ５７ 松岡 正海 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 新ひだか 幌村牧場 ４８０－ ２ （競走中止） ７．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，１３０，９００円 複勝： ４７，５４７，６００円 枠連： ２１，９８２，９００円

普通馬連： １１２，７８９，０００円 馬単： ６０，１００，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３９，０９４，９００円

３連複： １３１，８３０，５００円 ３連単： ２３２，５７７，８００円 計： ６７２，０５４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７１０円 複 勝 � ２５０円 � １６０円 � ７１０円 枠 連（２－３） １，０４０円

普通馬連 �� １，２８０円 馬 単 �� ２，９８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４９０円 �� ３，２５０円 �� １，４８０円

３ 連 複 ��� ９，７８０円 ３ 連 単 ��� ５０，１６０円

票 数

単勝票数 計 ２６１３０９ 的中 � ２９２７０（４番人気）
複勝票数 計 ４７５４７６ 的中 � ４９４６７（４番人気）� １０６１１３（１番人気）� １３１７１（８番人気）
枠連票数 計 ２１９８２９ 的中 （２－３） １５６１７（４番人気）
普通馬連票数 計１１２７８９０ 的中 �� ６５２９０（５番人気）
馬単票数 計 ６０１００７ 的中 �� １４９２６（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３９０９４９ 的中 �� ２１７５７（３番人気）�� ２７９７（２５番人気）�� ６３００（１６番人気）
３連複票数 計１３１８３０５ 的中 ��� ９９５６（２５番人気）
３連単票数 計２３２５７７８ 的中 ��� ３４２２（１４０番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．８―１２．８―１２．７―１３．０―１２．２―１２．０―１１．９―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．３―３６．１―４８．８―１：０１．８―１：１４．０―１：２６．０―１：３７．９

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ゴッドエンブレム �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．２．１０ 京都１４着

２００５．３．３生 牡６鹿 母 セシルカット 母母 ダイナカール １６戦３勝 賞金 ３６，４９７，０００円
〔競走中止〕 グランドシチー号は，競走中に異常歩様となったため最後の直線コースで競走中止。
〔調教再審査〕 グランドシチー号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１２頭 アストレーション号・エーシンマダムジー号・オースミカイエン号・カンファーネオ号・キンショーダンデー号・

グラスブラスト号・タガノキャプテン号・トップオブパンチ号・バアゼルリバー号・フォルテ号・
マジカルブリット号・レアメタル号

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

０９０５８ ４月９日 曇 良 （２３阪神２）第５日 第１０競走 ��
��２，４００�大阪―ハンブルクカップ

発走１５時１０分 （芝・右・外）

４歳以上，２２．４．１０以降２３．４．３まで１回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ
ハンブルク競馬場賞（１着）

賞 品
本 賞 ２３，０００，０００円 ９，２００，０００円 ５，８００，０００円 ３，５００，０００円 ２，３００，０００円
付 加 賞 ４７６，０００円 １３６，０００円 ６８，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２４．２
２：２２．１

良

良

１２ ビートブラック 牡４青 ５６ 岩田 康誠前田 幸治氏 中村 均 新冠 ノースヒルズマネジメント ５１０－ ４２：２６．４ ３．４�

３６ キングトップガン 牡８鹿 ５０ 国分 恭介池田 豊治氏 鮫島 一歩 新冠 北星村田牧場 ５０８± ０ 〃 クビ ４７７．７�
１１ ブラストダッシュ 牡６鹿 ５５ 秋山真一郎村上 稔氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ４８０＋ ４２：２６．５� ９．５�
３５ スノークラッシャー 牡６栃栗５５ 福永 祐一齊藤四方司氏 清水 利章 鵡川 上水牧場 ４４２－１０２：２６．７１� １６．３�
６１１ キタサンアミーゴ 牡５栗 ５５ 内田 博幸�大野商事 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４４２＋ ２２：２６．９� １１．４�
７１４ シゲルタック 牡７鹿 ５２ 国分 優作森中 蕃氏 田中 章博 三石 沖田 繁 ４７８－ ４２：２７．０� １６１．８�
７１３ ホワイトピルグリム 牡６芦 ５５ 池添 謙一�ターフ・スポート鮫島 一歩 浦河 鵜木 唯義 ４６６＋ ６２：２７．１� ２８．７	
２４ ジ ャ ミ ー ル 牡５鹿 ５７ 安藤 勝己吉田 照哉氏 松元 茂樹 浦河 福田牧場 ４６０＋ ４２：２７．４１� ４．１

４８ ヤマニンウイスカー 牡５青 ５４ 藤岡 康太土井 肇氏 日吉 正和 新冠 錦岡牧場 ４９４－ ４２：２７．５� １４．０�
８１８ オートドラゴン 牡７栗 ５４ 小牧 太大戸 時子氏 沖 芳夫 新冠 八木農場 ５１２＋ ２２：２７．６クビ ４８．２�
４７ コロンバスサークル 牝５黒鹿５２ 和田 竜二吉田 照哉氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４４６＋１２ 〃 クビ ３９．７
５１０ フォゲッタブル 牡５黒鹿５８ 丸山 元気金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４８２－ ２２：２７．７� １２．５�
６１２ ゴールデンハインド 牡５鹿 ５３ 後藤 浩輝吉田 和子氏 大竹 正博 早来 ノーザンファーム ５４６＋ ４２：２７．８クビ ９２．０�
２３ ビービーファルコン �７鹿 ５４ 田中 勝春�坂東牧場 古賀 慎明 平取 坂東牧場 ４５２－ ８ 〃 ハナ １５０．６�
８１７ アルコセニョーラ 牝７黒鹿５２ 武士沢友治中村 政勝氏 畠山 重則 静内 畠山牧場 ４２６－ ８２：２８．１１� １５７．６�
７１５ ウィルビーキング �７栗 ５３ 佐藤 哲三前田 晋二氏 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント ５００－ ２ 〃 アタマ １６７．４�
８１６ ヤマニンエルブ 牡４栗 ５６ 蛯名 正義土井 肇氏 村山 明 新冠 錦岡牧場 ４６２＋ ４２：２８．２クビ ８．５�
５９ ヤングアットハート 牡４栗 ５５ 藤田 伸二 �社台レースホース松山 康久 千歳 社台ファーム ４９８－ ２２：２８．３� １２．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ４４，１２４，６００円 複勝： ８８，３３４，７００円 枠連： ３９，８８０，４００円

普通馬連： １９９，９２１，７００円 馬単： ９１，３５７，３００円 ワイド【拡大馬連】： ７０，４９７，５００円

３連複： ２５８，４７３，５００円 ３連単： ３９８，８５２，９００円 計： １，１９１，４４２，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １５０円 � ６，８４０円 � ２７０円 枠 連（１－３） ２，３１０円

普通馬連 �� ７０，０６０円 馬 単 �� １０５，０２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １６，０９０円 �� ６００円 �� ３０，８４０円

３ 連 複 ��� １６９，２６０円 ３ 連 単 ��� １，５０１，８１０円

票 数

単勝票数 計 ４４１２４６ 的中 � １０４２８５（１番人気）
複勝票数 計 ８８３３４７ 的中 � ２１５７０７（１番人気）� ２３４４（１８番人気）� ８０９３１（３番人気）
枠連票数 計 ３９８８０４ 的中 （１－３） １２７６８（１１番人気）
普通馬連票数 計１９９９２１７ 的中 �� ２１０６（８７番人気）
馬単票数 計 ９１３５７３ 的中 �� ６４２（１５３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７０４９７５ 的中 �� １０３２（８７番人気）�� ３１８９３（２番人気）�� ５３７（１１９番人気）
３連複票数 計２５８４７３５ 的中 ��� １１２７（２７８番人気）
３連単票数 計３９８８５２９ 的中 ��� １９６（１８９２番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．２―１２．７―１２．５―１２．３―１２．６―１２．３―１２．１―１１．８―１１．４―１２．３―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�
１２．６―２３．８―３６．５―４９．０―１：０１．３―１：１３．９―１：２６．２―１：３８．３―１：５０．１―２：０１．５―２：１３．８

コーナー
通過順位

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

ビートブラック �
�
父 ミスキャスト �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００９．１０．１８ 京都４着

２００７．５．２３生 牡４青 母 アラームコール 母母 インワンズジョイ １９戦５勝 賞金 １２６，７４７，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 コスモラピュタ号・トウカイオーロラ号



０９０５９ ４月９日 曇 良 （２３阪神２）第５日 第１１競走 ��
��１，４００�第５４回サンケイスポーツ杯阪神牝馬ステークス（ＧⅡ）

発走１５時４５分 （芝・右）
牝，４歳以上；負担重量は，５５�，２２．４．１０以降GⅠ競走１着馬２�増，GⅡ競走１着馬
１�増，２２．４．９以前のGⅠ競走１着馬１�増（ただし２歳時の成績を除く）

サンケイスポーツ賞（１着）
賞 品

本 賞 ５３，０００，０００円 ２１，０００，０００円 １３，０００，０００円 ８，０００，０００円 ５，３００，０００円
付 加 賞 １，３７２，０００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

１：１９．９
１：１９．０

良

良

１１ カレンチャン 牝４芦 ５５ 池添 謙一鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム ４７８＋ ２１：２０．４ ４．２�

８１６ アンシェルブルー 牝４黒鹿５５ 蛯名 正義矢野 秀春氏 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 ４５２－ ２１：２０．５� １３．２�
２４ スプリングサンダー 牝４鹿 ５５ 四位 洋文�グランド牧場 昆 貢 新ひだか グランド牧場 ４４０± ０１：２０．６� ５．６�
２３ プロヴィナージュ 牝６鹿 ５５ 佐藤 哲三林 邦良氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ５１２－ ２１：２０．９２ ９．９�
３６ プリンセスメモリー 牝４鹿 ５５ 北村 宏司海谷 幸司氏 高橋 義博 千歳 社台ファーム ３８８－ ８１：２１．０クビ ４３．１�
４８ レオパステル 牝４鹿 ５５ 村田 一誠田中 博之氏 奥平 雅士 新ひだか 土田 扶美子 ４１８－１２１：２１．１� １１７．４�
１２ グランプリエンゼル 牝５栃栗５５ 武 豊北側 雅司氏 矢作 芳人 三石 上村 清志 B４４８－ ２１：２１．３１� ２４．２	
８１７ レディルージュ 牝５青鹿５５ 後藤 浩輝 
ロードホースクラブ 安田 隆行 三石 ケイアイファーム ４５２＋ ２ 〃 クビ １４．２�
７１５ サワヤカラスカル 牝６鹿 ５５ 浜中 俊永井 啓弍氏 西橋 豊治 鵡川 新井牧場 ４６２－ ２１：２１．６１	 ７．０�
７１３ アイアムマリリン 牝５青鹿５５ 横山 典弘堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４９０± ０１：２１．７クビ ６０．８
７１４ ギンザボナンザ 牝４青 ５５ 岩田 康誠有馬 博文氏 池上 昌弘 安平 ノーザンファーム ４５４＋ ２１：２１．８� １２．５�
６１１ サングレアズール 牝４鹿 ５５ 松岡 正海青木 照吉氏 武藤 善則 新ひだか 石川 栄一 ４８０－ ８ 〃 クビ ５．３�
４７ クロワラモー 牝４黒鹿５５ 藤田 伸二�ターフ・スポート本田 優 新冠 村田牧場 B４５０－ ４１：２１．９	 ２０．８�
３５ ウエスタンダンサー 牝７鹿 ５５ 柴田 善臣西川 賢氏 崎山 博樹 静内 北西牧場 ５１０＋ ６１：２２．０� ２６１．４�
８１８ コパノオーシャンズ 牝７黒鹿５５ 秋山真一郎小林 祥晃氏 村山 明 門別 ヤナガワ牧場 ４２６－ ４１：２２．１	 ２１１．１�
５９ トゥニーポート 牝４黒鹿５５ 内田 博幸�ターフ・スポート加用 正 浦河 笹地牧場 ４５０－ ８１：２２．４２ ３２．１�
５１０
 ゴールドピアース 牝５栗 ５５ 木村 健山口 正行氏 荒山 義則 新ひだか 神垣 道弘 ４３４－ １１：２２．６１� ３４６．５�

（兵庫） （兵庫）

６１２ ジュエルオブナイル 牝４鹿 ５５ 吉田 隼人 
グリーンファーム 荒川 義之 千歳 社台ファーム ４３６－ ８１：２２．９１	 ２４４．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ８６，６０５，９００円 複勝： １４７，２２１，０００円 枠連： ８６，１７０，６００円

普通馬連： ４３２，３１８，２００円 馬単： １８６，６５７，４００円 ワイド【拡大馬連】： １３８，２４４，１００円

３連複： ５８５，９７５，９００円 ３連単： ９５４，９６１，１００円 計： ２，６１８，１５４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １９０円 � ３６０円 � ２１０円 枠 連（１－８） １，３４０円

普通馬連 �� ３，６２０円 馬 単 �� ５，６４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４９０円 �� ５６０円 �� １，５４０円

３ 連 複 ��� ６，４４０円 ３ 連 単 ��� ３８，３００円

票 数

単勝票数 計 ８６６０５９ 的中 � １６３６１４（１番人気）
複勝票数 計１４７２２１０ 的中 � ２３８５００（１番人気）� ９１０２７（８番人気）� １９３７０９（３番人気）
枠連票数 計 ８６１７０６ 的中 （１－８） ４７７６４（９番人気）
普通馬連票数 計４３２３１８２ 的中 �� ８８２２２（１７番人気）
馬単票数 計１８６６５７４ 的中 �� ２４４３１（１９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１３８２４４１ 的中 �� ２２２３０（２２番人気）�� ６５７１０（２番人気）�� ２１４１９（２３番人気）
３連複票数 計５８５９７５９ 的中 ��� ６７２１３（１８番人気）
３連単票数 計９５４９６１１ 的中 ��� １８４０３（８８番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．７―１１．３―１１．６―１１．５―１１．４―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．０―２２．７―３４．０―４５．６―５７．１―１：０８．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カレンチャン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００９．１２．２６ 阪神２着

２００７．３．３１生 牝４芦 母 スプリングチケット 母母 カズミハルコマ ９戦５勝 賞金 １１７，８２７，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 クリスティロマンス号・モルガナイト号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

０９０６０ ４月９日 曇 良 （２３阪神２）第５日 第１２競走 ��
��１，６００�第２９回ニュージーランドトロフィー（ＧⅡ）

発走１６時３５分 （NHKマイルカップトライアル） （芝・右・外）

牡・牝，３歳；負担重量は，馬齢重量
ベイオブプレンティレーシングクラブ賞・ニュージーランド航空賞（１着）

賞 品
本 賞 ５４，０００，０００円 ２２，０００，０００円 １４，０００，０００円 ８，１００，０００円 ５，４００，０００円
付 加 賞 １，４５６，０００円 ４１６，０００円 ２０８，０００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

４８ エイシンオスマン 牡３鹿 ５６ 幸 英明平井 豊光氏 松永 昌博 安平 有限会社 ノー
ザンレーシング ４７０＋ ２１：３４．５ ５６．３�

３６ エーシンジャッカル 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠�栄進堂 高野 友和 浦河 栄進牧場 ４５４－ ４１：３４．７１� ２１．２�
２４ グランプリボス 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介�グランプリ 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ５０６－ ４ 〃 ハナ ２．３�
３５ ディープサウンド 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義増田 雄一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４７２－１０ 〃 ハナ １４．８�
１１ ロビンフット 牡３青鹿５６ 吉田 隼人桐谷 茂氏 堀井 雅広 新冠 赤石 久夫 B４９２＋ ６１：３４．８� ７０．５�
４７ ドナウブルー 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４１６－ ４ 〃 クビ １６．６	
１２ ダノンシャーク 牡３鹿 ５６ 和田 竜二�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 ４４０± ０ 〃 ハナ ５．１

５９ タツミリュウ 牡３栗 ５６ 江田 照男�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 ４６６－ ６ 〃 ハナ ２３８．２�
７１４ リキサンマックス 牡３青鹿５６ 柴原 央明 �ハイパワー商事 昆 貢 新冠 村田牧場 B４３６－ ６１：３４．９� ３９．０�
７１５ ラトルスネーク 牡３黒鹿５６ 福永 祐一吉田 和美氏 須貝 尚介 新ひだか タイヘイ牧場 ４８０＋ ４１：３５．０クビ ６．８
８１６ リアルインパクト 牡３鹿 ５６ 内田 博幸 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４９４－１０ 〃 クビ ７．５�
７１３ コルポディヴェント 牡３栗 ５６ 北村 宏司 �社台レースホース久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５００－１２１：３５．３２ ４４．１�
８１７ オメガブレイン 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己原 	子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４４２－ ８１：３５．４クビ ２３．６�
６１１ スギノエンデバー 牡３鹿 ５６ 四位 洋文杉山 美惠氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 ４２８－１０１：３５．５� １１９．２�
２３ トウショウクラウン 牡３栗 ５６ 木村 健トウショウ産業� 浅野洋一郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４９０－ ４１：３５．９２� ４３０．８�

（兵庫）

８１８
 キョウエイバサラ 牡３芦 ５６ 後藤 浩輝田中 晴夫氏 矢作 芳人 英 Belgrave
Bloodstock ５０４－ ２１：３６．１１� ４２．９�

５１０ ニジブルーム 牡３芦 ５６ 北村 友一横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム ４８８＋ ４ 〃 クビ ２５６．７�
６１２
 エーシンジェイワン 牡３栗 ５６ 武 豊�栄進堂 西園 正都 米 Nekia Farm ５２４－ ２１：３７．１６ １２６．１�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １０４，３０５，８００円 複勝： １７９，５３２，４００円 枠連： ６８，１０６，８００円

普通馬連： ３５９，０４９，７００円 馬単： １８７，１５１，１００円 ワイド【拡大馬連】： １４４，６９４，１００円

３連複： ４８９，６９４，２００円 ３連単： ８９７，６３４，７００円 計： ２，４３０，１６８，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５，６３０円 複 勝 � ９１０円 � ４７０円 � １３０円 枠 連（３－４） ３，７６０円

普通馬連 �� ３２，８２０円 馬 単 �� ７５，５２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７，１９０円 �� １，６９０円 �� ９３０円

３ 連 複 ��� ２２，８５０円 ３ 連 単 ��� ２７８，８２０円

票 数

単勝票数 計１０４３０５８ 的中 � １４６１２（１２番人気）
複勝票数 計１７９５３２４ 的中 � ３６４５３（１１番人気）� ７７９８９（６番人気）� ５６４０１３（１番人気）
枠連票数 計 ６８１０６８ 的中 （３－４） １３３９２（１５番人気）
普通馬連票数 計３５９０４９７ 的中 �� ８０７６（６５番人気）
馬単票数 計１８７１５１１ 的中 �� １８２９（１２９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１４４６９４１ 的中 �� ４７７６（５５番人気）�� ２１１２７（１７番人気）�� ３９９４８（９番人気）
３連複票数 計４８９６９４２ 的中 ��� １５８１８（６５番人気）
３連単票数 計８９７６３４７ 的中 ��� ２３７６（６３０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．８―３５．９―４８．１―５９．９―１：１１．０―１：２２．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エイシンオスマン �
�
父 ロックオブジブラルタル �

�
母父 Luhuk デビュー ２０１０．６．２０ 阪神２着

２００８．４．２９生 牡３鹿 母 ゲ ル ニ カ 母母 Gouache ８戦３勝 賞金 ７７，４５６，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 スモールキング号・ベリアル号・マイネイディール号
※一般事項Ⅴ－２の（４）によりエイシンオスマン号・エーシンジャッカル号・グランプリボス号は，NHKマイルカップ（GⅠ）競走に優先出
走できる。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



（２３阪神２）第５日 ４月９日（土曜日） 曇一時晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
不良後重

競走回数 １２回 出走頭数 １９８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

３７４，２４０，０００円
６，３９０，０００円
１２，０８０，０００円
５，３３０，０００円
３５，３６０，０００円
２９０，０００円
２９０，０００円

７１，３２０，０００円
６，４３４，８００円
１，９６０，２００円

勝馬投票券売得金
４２６，０２４，２００円
８４４，４４０，７００円
３４８，１５５，４００円
１，５７１，３８２，６００円
８４２，４７２，６００円
６０１，９０１，６００円
２，０９７，３６３，１００円
３，５３２，６１８，７００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 １０，２６４，３５８，９００円

総入場人員 １９，９３０名 （有料入場人員 １９，００８名）


