
０９０２１ ３月２５日 晴 稍重 （２４阪神２）第２日 第９競走 ��１，８００�四 国 新 聞 杯
発走１４時０５分 （芝・右・外）

牝，４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５５�
四国新聞社賞（１着）

賞 品
本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ３８５，０００円 １１０，０００円 ５５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

６１１ コウエイオトメ 牝４鹿 ５５ 丸田 恭介西岡 静男氏 松元 茂樹 新冠 石郷岡 雅樹 ４８０＋ ８１：５０．４ ８．１�

８１５ アマファソン 牝５黒鹿５５ 岩田 康誠吉田 勝己氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４７８＋ ４１：５０．５� ３．５�
２３ マ イ ネ マ オ 牝４鹿 ５５ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 須崎牧場 ５００＋ ６ 〃 クビ １０．９�
３４ ルナフライト 牝６黒鹿５５ 小林 徹弥小林 一成氏 南井 克巳 浦河 昭和牧場 ４７４－ ６１：５０．６クビ ９３．１�
２２ クリスマスキャロル 牝５栗 ５５ 秋山真一郎 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム ４５２＋２６ 〃 アタマ ４９．８�
７１２ マコトサンパギータ 牝４栗 ５５ 安藤 勝己眞壁 宏寧氏 松田 国英 浦河 大成牧場 ４５８＋ ２１：５０．７クビ ８．２	
７１３ サンレガーロ 牝４鹿 ５５ 鮫島 良太青山 洋一氏 藤岡 健一 安平 追分ファーム ４１８－ ２１：５０．８� １３．３

４６ ラ ブ フ ー ル 牝５黒鹿５５ 藤岡 康太小林竜太郎氏 梅田 智之 池田 新田牧場 ４７８± ０１：５０．９� ４．５�
１１ ハッピーグラス 牝４鹿 ５５ 上村 洋行下河�行雄氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 ４５４＋ ４１：５１．１１� ２７．９
５９ プリティカポレイ 牝５鹿 ５５ 小坂 忠士横瀬 寛子氏 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 ４６４－ ２１：５１．２� ３１．０�
８１４ アドマイヤテンバ 牝５芦 ５５ 幸 英明近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ４６６－ ４１：５１．６２� ５．０�
４７ ウィズインライアン 牝６鹿 ５５ 尾島 徹内藤 耕造氏 福島 信晴 浦河 谷川牧場 B４４８± ０１：５１．７� １６５．８�

（笠松）

５８ ビューティバラード 牝４栗 ５５ 国分 恭介林 進氏 岩元 市三 新冠 協和牧場 ４１８－ ６１：５１．９１� ２２９．１�
６１０ セレブリティ 牝４鹿 ５５ 吉田 稔 H.H．シェイク・モハメド 角居 勝彦 新ひだか カントリー牧場 ４７８＋１０１：５２．１１� ３８．９�

（愛知）

３５ アイアムノココロ 牝５青鹿５５ 長谷川浩大堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４４０＋ ２１：５２．２� １７４．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２９，５９０，７００円 複勝： ５５，９８０，５００円 枠連： ２４，７６７，５００円

馬連： ９３，２０１，７００円 馬単： ５３，７４０，２００円 ワイド： ３５，５７３，１００円

３連複： １１３，７２３，５００円 ３連単： ２０２，２２４，１００円 計： ６０８，８０１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８１０円 複 勝 � ２２０円 � １６０円 � ２７０円 枠 連（６－８） ９００円

馬 連 �� １，８１０円 馬 単 �� ４，２３０円

ワ イ ド �� ６３０円 �� １，１００円 �� ７７０円

３ 連 複 ��� ６，３００円 ３ 連 単 ��� ３５，９５０円

票 数

単勝票数 計 ２９５９０７ 的中 � ２９０９３（４番人気）
複勝票数 計 ５５９８０５ 的中 � ６６１９１（５番人気）� １１５７８２（１番人気）� ４７０３１（６番人気）
枠連票数 計 ２４７６７５ 的中 （６－８） ２０４９８（３番人気）
馬連票数 計 ９３２０１７ 的中 �� ３８１９３（７番人気）
馬単票数 計 ５３７４０２ 的中 �� ９３７８（１８番人気）
ワイド票数 計 ３５５７３１ 的中 �� １４３３２（７番人気）�� ７７８７（１８番人気）�� １１４３５（９番人気）
３連複票数 計１１３７２３５ 的中 ��� １３３３９（２５番人気）
３連単票数 計２０２２２４１ 的中 ��� ４１５２（１４６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．６―３６．３―４８．８―１：０１．４―１：１４．４―１：２６．４―１：３７．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．０―３F３６．０
３ ７－１０，１４，４，５（２，１５）（３，８，１２）（９，１３）６（１１，１） ４ ７（１０，１４）（４，５，１５，１２）（２，６，１３）８（３，１）（９，１１）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

コウエイオトメ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Kingmambo デビュー ２０１０．１０．２３ 京都６着

２００８．２．２７生 牝４鹿 母 ホットマンボ 母母 A. O. L. Hayes １５戦３勝 賞金 ３７，２０９，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

０９０２２ ３月２５日 晴 稍重 （２４阪神２）第２日 第１０競走 ��
��１，４００�

しんさいばし

心斎橋ステークス
発走１４時４０分 （芝・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 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００円
付 加 賞 ３７１，０００円 １０６，０００円 ５３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．９
１：１９．０

良

良

３６ レオプライム 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠�レオ 友道 康夫 浦河 酒井牧場 ４７２＋ ２１：２３．１ ８．９�

４７ ティアップゴールド 牡６鹿 ５７ 幸 英明田中 昇氏 西浦 勝一 様似 富田 恭司 ４８４－ ４１：２３．２� ３．８�
１１ ブラーニーストーン 牡５芦 ５７ 藤岡 康太吉田 和子氏 宮 徹 新ひだか 片山牧場 ４７２－１０１：２３．４１� ２１．９�
５９ タイキパーシヴァル 牡４栗 ５７ 鮫島 良太�大樹ファーム 藤岡 健一 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ ５０６＋ ６１：２３．５� ３５．２�
８１５ トゥリオンファーレ 牡６黒鹿５７ 芹沢 純一 �キャロットファーム 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４９６－１２１：２３．６クビ ３４．０�
７１３ タガノラヴキセキ 牝４黒鹿５５ 藤田 伸二八木 良司氏 河内 洋 新冠 八木牧場 ４５６＋ ２１：２３．７� ９４．２	
１２ ワ イ ズ リ ー 	４栗 ５７ 小林 徹弥前田 幸治氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ４５４－ ２ 〃 クビ ２．５

７１４ マイネルカリバーン 牡５黒鹿５７ 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 新冠 平山牧場 ５３０＋ ８ 〃 ハナ ２２．９�
２４ バンガロール 牡６栗 ５７ 吉田 稔吉田 和美氏 佐々木晶三 日高 シンボリ牧場 ５１２＋１０ 〃 ハナ ２８．２�

（愛知）

６１２ サウンドバリアー 牝５芦 ５５ 丸田 恭介増田 雄一氏 安達 昭夫 浦河 笹地牧場 ４９０＋ ４１：２３．８クビ １０．９
３５ タツミリュウ 牡４栗 ５７ 秋山真一郎�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 ４８６＋ ４ 〃 アタマ １３．９�
６１１ ニジブルーム 牡４芦 ５７ 上村 洋行横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム ４８４－ ４１：２４．０１
 ８０．０�
４８ マイネルエデン 牡６鹿 ５７ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 阿部 新生 新冠 飛渡牧場 ５１４－ ８１：２４．２１ １４．５�
５１０ トーホウシンバル 牝５青鹿５５ 田中 健東豊物産� 川村 禎彦 日高 竹島 幸治 ４４４－ ２１：２４．３� ４０．７�
２３ ダブルウェッジ 牡６鹿 ５７ 川島 信二深見 富朗氏 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 ５３６＋ ８１：２４．４クビ １９７．２�
８１６ アグネスヨジゲン 牡９鹿 ５７ 尾島 徹渡辺 孝男氏 村山 明 浦河 高昭牧場 ５００－ ２１：２４．５� ７４．６�

（笠松）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４０，２０９，２００円 複勝： ６８，１８４，３００円 枠連： ３２，９４３，７００円

馬連： １２８，５１７，５００円 馬単： ７３，２７１，９００円 ワイド： ５１，３１３，６００円

３連複： １６８，３９５，６００円 ３連単： ３００，９８６，４００円 計： ８６３，８２２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８９０円 複 勝 � ２６０円 � １８０円 � ６６０円 枠 連（３－４） ８００円

馬 連 �� １，７３０円 馬 単 �� ３，９４０円

ワ イ ド �� ５８０円 �� ２，８２０円 �� １，６３０円

３ 連 複 ��� １０，０２０円 ３ 連 単 ��� ５０，２８０円

票 数

単勝票数 計 ４０２０９２ 的中 � ３５８３７（３番人気）
複勝票数 計 ６８１８４３ 的中 � ６８０９２（３番人気）� １２７０８６（２番人気）� ２１４６２（８番人気）
枠連票数 計 ３２９４３７ 的中 （３－４） ３０５５７（３番人気）
馬連票数 計１２８５１７５ 的中 �� ５４９６５（５番人気）
馬単票数 計 ７３２７１９ 的中 �� １３７４２（１２番人気）
ワイド票数 計 ５１３１３６ 的中 �� ２３５９８（４番人気）�� ４２９３（３１番人気）�� ７５６８（１７番人気）
３連複票数 計１６８３９５６ 的中 ��� １２４１２（３０番人気）
３連単票数 計３００９８６４ 的中 ��� ４４１８（１３５番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．９―１１．５―１１．６―１１．６―１２．４―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２３．０―３４．５―４６．１―５７．７―１：１０．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レオプライム �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．８．１ 札幌４着

２００７．３．２９生 牡５鹿 母 トゥハーモニー 母母 エアレジェーロ １９戦５勝 賞金 ６５，７４０，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。


