
０９０６４ ４月１３日 晴 良 （２０阪神２）第６日 第４競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１１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

１：４５．３
１：４４．１

良

良

６１２ スピットファイアー 牡３栗 ５６ 岩田 康誠前田 晋二氏 加藤 敬二 三石 土居 忠吉 ４８６＋ ４１：５０．８ ８．３�

７１４ ブレイブファイト 牡３鹿 ５６ 福永 祐一�RRA 藤原 英昭 門別 下河辺牧場 ５０６＋ ２１：５０．９� ３．４�
４７ ス エ ズ 牡３鹿 ５６ 池添 謙一吉田 和美氏 吉田 直弘 門別 日高大洋牧場 ５１０＋１４ 〃 クビ ３４．１�
２４ サムワントゥラブ 牝３鹿 ５４ 武 豊金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 門別 シンコーファーム ４４０＋ ２１：５１．０� ７．５�
２３ ムーンシンフォニー 牝３栗 ５４ 安藤 勝己飯田 正剛氏 松田 博資 静内 千代田牧場 ４３８－ ６１：５１．２１� ４．４�
６１１ スマートギア 牡３栗 ５６ 四位 洋文大川 徹氏 佐山 優 新冠 大栄牧場 ４５０－ ８ 〃 ハナ １７．４�
１１ タガノエルシコ 牡３栗 ５６ 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 ４４０ ― 〃 ハナ ３７．５	
８１６ フロイラインローゼ 牝３鹿 ５４ 小牧 太 
サンデーレーシング 宮本 博 早来 ノーザンファーム ４２６－ ４１：５１．３クビ ４．４�
５９ � エーシンベロシティ 牝３黒鹿５４ 和田 竜二平井 宏承氏 中尾 秀正 米 Winches-

ter Farm ４３８－ ２１：５１．７２� ９９．５�
４８ ダンツシュート 牝３鹿 ５４

５１ ▲田中 克典山元 哲二氏 橋本 寿正 静内 出羽牧場 ４６０＋１６１：５１．８クビ ２８７．０
７１５ コスモムルシェラゴ 牝３黒鹿５４ 松岡 正海 
ビッグレッドファーム 北出 成人 新冠 ビッグレッドファーム ４１８＋ ４ 〃 アタマ ９１．３�
３６ エナージバイオ 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三バイオ� 崎山 博樹 門別 日高大洋牧場 ４８４ ―１：５１．９� ７１．７�
５１０ タガノアンクルベル 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎八木 良司氏 岡田 稲男 浦河 谷川牧場 ４２４＋ ４１：５２．１１ １３．３�
１２ ユグドラシル 牡３栗 ５６ 吉田 隼人 
ノースヒルズマネ

ジメント 飯田 雄三 登別 青藍牧場 ４４２＋ ８１：５２．６３ ７０．５�
７１３ チェリームサシ 牡３鹿 ５６ 高橋 亮チエリー商事� 高橋 隆 三石 大塚牧場 ５１８＋１４ 〃 ハナ ２３５．２�
３５ タガノクロニクル 牡３鹿 ５６ 内田 博幸八木 良司氏 領家 政蔵 静内 大典牧場 ５２２ ―１：５２．９１	 １２４．２�
８１７ トウカイボルテージ 牡３鹿 ５６ 石橋 守内村 正則氏 野中 賢二 新冠 長浜牧場 ４８６ ―１：５３．３２� ３００．１�
８１８ ファーストクライ 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文 
ノースヒルズマネ

ジメント 北出 成人 三石 土居 忠吉 ４７４ ―１：５３．８３ ２０４．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２０，８２７，３００円 複勝： ２５，０８７，３００円 枠連： ２５，０１２，５００円

普通馬連： ７２，１１２，７００円 馬単： ６９，４４５，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，４７４，３００円

３連複： １１３，５０８，１００円 ３連単： 発売なし 計： ３４８，４６７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８３０円 複 勝 � ２４０円 � １９０円 � ７００円 枠 連（６－７） １，２２０円

普通馬連 �� １，４００円 馬 単 �� ３，０１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６７０円 �� ２，９６０円 �� １，６５０円

３ 連 複 ��� １４，２１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２０８２７３ 的中 � １９８４１（５番人気）
複勝票数 計 ２５０８７３ 的中 � ２８４０１（４番人気）� ４１７３７（３番人気）� ７５３９（８番人気）
枠連票数 計 ２５０１２５ 的中 （６－７） １５２２７（５番人気）
普通馬連票数 計 ７２１１２７ 的中 �� ３８２０７（４番人気）
馬単票数 計 ６９４４５６ 的中 �� １７０６８（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２４７４３ 的中 �� ８８１５（８番人気）�� １７９８（２８番人気）�� ３２９４（１６番人気）
３連複票数 計１１３５０８１ 的中 ��� ５８９７（４０番人気）

ハロンタイム １３．１―１１．９―１２．７―１２．９―１２．６―１２．７―１１．６―１１．５―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２５．０―３７．７―５０．６―１：０３．２―１：１５．９―１：２７．５―１：３９．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．６―３F３４．９
３ ・（８，９）（１２，１５）（７，１８）（４，１４）（３，１３，１６，１７）１（２，１１）（５，１０）６ ４ ・（８，９）（１２，１５，１８）（７，４，１４）（３，１３，１６，１７）（１，１１）（２，１０）－６，５

勝馬の
紹 介

スピットファイアー �
�
父 バブルガムフェロー �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２００７．８．１２ 小倉４着

２００５．３．２３生 牡３栗 母 プレシャスマンデー 母母 マダムダンサー ４戦１勝 賞金 ８，８５０，０００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 カネトシフローラル号・シゲルジチチ号・トロピカルロマンス号
（非抽選馬） １頭 メイショウハンク号


