
１００６７ ４月１２日 晴 良 （２１阪神２）第６日 第７競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時５０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

１：０９．７
１：０８．７

重

重

７１３ マイネラロンハ 牝４栗 ５５ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 野元 昭 新冠 ビッグレッドファーム ４７０＋ ４１：１２．４ ７．３�

１２ タイキドゥカティ 牡４鹿 ５７ 藤田 伸二�大樹ファーム 藤原 英昭 浦河 三嶋牧場 ５００－ ６ 〃 ハナ １．８�
４７ � サ ク ラ モ サ 牡６栗 ５７

５６ ☆藤岡 康太�さくらコマース梅田 智之 静内 新和牧場 ４９６± ０ 〃 アタマ １６．８�
４８ ハードリレー 牡５栗 ５７ 浜中 俊津田 一男氏 福永 甲 静内 漆原 武男 ４６０± ０１：１２．５クビ ２７．０�
５１０ ウルドサリエ 牡４鹿 ５７ 福永 祐一谷和 光彦氏 小崎 憲 浦河 久保農場 ５００± ０１：１２．７１� １３．２�
６１２ ヤマサラグランジュ 牝４鹿 ５５ 藤岡 佑介佐藤 松雄氏 平田 修 静内 岡田スタツド ４４４＋１４ 〃 ハナ ５１．０	
８１６ ヤマニンデューン 牡４栗 ５７ 川田 将雅土井 肇氏 安田 隆行 新冠 錦岡牧場 ４６０± ０１：１２．９１� ７３．８

７１４� テイエムセッペトベ 牝４鹿 ５５ 田嶋 翔竹園 正繼氏 小島 貞博 鹿児島 テイエム牧場 ４４６＋ ４ 〃 クビ ８０．９�
２４ サンタナイト 牡５鹿 ５７ 小坂 忠士佐々木孝之氏 境 直行 門別 ナカノファーム ４７４－ ２１：１３．０クビ ３５．５�
６１１ ツインズメモリー 牡４黒鹿５７ 岩田 康誠永田 和彦氏 坂口 正大 門別 森永牧場 ４６６＋１２ 〃 クビ ４３．２
１１ � トーホウボガード 牡４鹿 ５７ 武 豊東豊物産� 柴田 光陽 新冠 カミイスタット ４５８＋ ２１：１３．１クビ ４．１�
８１５ ファイナルパンチ 牡４鹿 ５７ 幸 英明長谷川光司氏 吉岡 八郎 浦河 小倉牧場 ４６６＋ ２１：１３．３１ ３０４．０�
２３ ライコウテンユウ 牡４栗 ５７ 小牧 太内田 正也氏 武 宏平 新冠 田鎖牧場 ５２０＋１４１：１３．６１� ３３．９�
５９ ファンダフル 牡４栗 ５７ 上村 洋行山本 慎一氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント ５０４－１０１：１３．８１� ９４．５�
３６ � ス ピ ー ド 牡４栗 ５７ 小原 義之山口 �一氏 小原伊佐美 静内 荒谷 英俊 ４７６± ０１：１３．９� １９４．０�
３５ メイショウソルテ 牝５鹿 ５５ 川島 信二松本 好雄氏 田島 良保 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４７６＋ ４１：１５．２８ ２６１．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，２６６，２００円 複勝： ３７，１８９，０００円 枠連： ２７，９７４，０００円

普通馬連： ８１，８３０，７００円 馬単： ６５，８７１，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，０５６，９００円

３連複： １０５，１５１，１００円 ３連単： １９５，４７８，４００円 計： ５７０，８１７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７３０円 複 勝 � ２１０円 � １２０円 � ２８０円 枠 連（１－７） ４６０円

普通馬連 �� ６５０円 馬 単 �� ２，０３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３２０円 �� １，２５０円 �� ６３０円

３ 連 複 ��� ２，９９０円 ３ 連 単 ��� ２０，３５０円

票 数

単勝票数 計 ２７２６６２ 的中 � ２９５９７（３番人気）
複勝票数 計 ３７１８９０ 的中 � ４１６１８（３番人気）� １１５１２５（１番人気）� ２６３１２（４番人気）
枠連票数 計 ２７９７４０ 的中 （１－７） ４５３３０（２番人気）
普通馬連票数 計 ８１８３０７ 的中 �� ９４１２７（２番人気）
馬単票数 計 ６５８７１３ 的中 �� ２４０５５（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３００５６９ 的中 �� ２６６５５（２番人気）�� ５４０１（１３番人気）�� １１４７８（５番人気）
３連複票数 計１０５１５１１ 的中 ��� ２５９８２（８番人気）
３連単票数 計１９５４７８４ 的中 ��� ７０９２（５０番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．２―１１．８―１２．４―１１．８―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．４―３５．２―４７．６―５９．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネラロンハ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー ２００７．１０．２７ 京都１１着

２００５．４．２生 牝４栗 母 コスモバレンシア 母母 スナークバンダム １０戦２勝 賞金 １６，１４０，０００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。
（非抽選馬） ４頭 ウォーターギブン号・スペシャルウイング号・タマモアスリート号・テンシノボストン号


