
０９０８０ ４月１７日 晴 重 （２２阪神２）第７日 第８競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１４時１５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

６１０ マイネラロンハ 牝５栗 ５５ 三浦 皇成 �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 ４８８＋ ４１：１１．６ ９．６�

６１１ サウンドアクシス 牡４栗 ５７ 北村 友一 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４７８＋ ４１：１１．７� ２．４�
１１ ファンドリカップ 牡４芦 ５７ 幸 英明水戸 富雄氏 高橋 成忠 浦河 有限会社

松田牧場 ５０２＋ ２１：１１．８� ３．６�
８１５ ディアアゲイン 牡５栗 ５７ 秋山真一郎村上 稔氏 佐藤 正雄 三石 米田 和子 ４５４－ ４ 〃 ハナ １６．３�
４７ ライフストリーム 牡６栗 ５７

５５ △国分 恭介�協和牧場 佐山 優 新冠 協和牧場 ４９８－ ２１：１２．１１� １３．０�
２３ シルクフォーチュン 牡４鹿 ５７ 田島 裕和有限会社シルク藤沢 則雄 新冠 中地 義次 ４５４＋ ４１：１２．２� ６．６	
３５ メイショウマレンゴ �４青鹿 ５７

５４ ▲高倉 稜松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 ４７４＋ ２１：１２．３� ２５．９

４６ � トーホウボガード 牡５鹿 ５７ 和田 竜二東豊物産� 柴田 光陽 新冠 カミイスタット ４６６－ ２ 〃 アタマ ２０．４�
８１４ フォルクスオーパー 牝４栗 ５５ 田中 健 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 木原 一良 浦河 宮内牧場 ４９０＋１２１：１２．７２� １７２．０�
２２ � ベートーヴェン 牡５鹿 ５７ 武 幸四郎中島 稔氏 吉岡 八郎 浦河 冨岡牧場 ５１２± ０１：１３．３３� １０２．１
７１２ リバーサルブロー 牡４鹿 ５７ 池添 謙一深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 高橋 修 ４７８＋ ２１：１３．５１� ３６．６�
５８ � マンテンテイオー 牡５栗 ５７

５４ ▲川須 栄彦小島 將之氏 鹿戸 明 門別 山田 政宏 ４９０＋ ２ 〃 ハナ ２３５．３�
５９ � ラッキーエビス 牡５栗 ５７ 吉田 稔山本 廣氏 田中 章博 静内 静内白井牧場 ４６８－１９１：１３．６� ２２３．４�

（愛知）

３４ タピルージュ 牝４鹿 ５５ 佐藤 哲三�下河辺牧場 須貝 尚介 日高 下河辺牧場 ４７４± ０１：１４．０２� ４２．８�
７１３� イソノホウオウ 牡５鹿 ５７ 岡部 誠磯野 俊雄氏 田所 清広 浦河 村下農場 ４６０－ ４１：１４．４２� ４６７．４�

（愛知）

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２６，１５７，６００円 複勝： ４０，４０２，０００円 枠連： ２５，７１１，７００円

普通馬連： ７４，５６７，１００円 馬単： ５３，９３８，９００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，３１１，８００円

３連複： １０３，４９８，９００円 ３連単： １７１，８７９，３００円 計： ５２６，４６７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９６０円 複 勝 � ２２０円 � １２０円 � １３０円 枠 連（６－６） １，２２０円

普通馬連 �� １，２２０円 馬 単 �� ３，０３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５３０円 �� ６６０円 �� ２２０円

３ 連 複 ��� １，４１０円 ３ 連 単 ��� ９，６８０円

票 数

単勝票数 計 ２６１５７６ 的中 � ２１６８４（４番人気）
複勝票数 計 ４０４０２０ 的中 � ３５２１１（４番人気）� １０８１４４（１番人気）� ９０４３７（２番人気）
枠連票数 計 ２５７１１７ 的中 （６－６） １５５８７（６番人気）
普通馬連票数 計 ７４５６７１ 的中 �� ４５４０９（３番人気）
馬単票数 計 ５３９３８９ 的中 �� １３１４３（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０３１１８ 的中 �� １３１０８（４番人気）�� １００７７（７番人気）�� ４１５０６（１番人気）
３連複票数 計１０３４９８９ 的中 ��� ５４２７０（２番人気）
３連単票数 計１７１８７９３ 的中 ��� １３１０５（２０番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１１．８―１２．２―１１．７―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．４―３５．２―４７．４―５９．１

コーナー
通過順位

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

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５栗 母 コスモバレンシア 母母 スナークバンダム １５戦３勝 賞金 ２４，６４０，０００円
※リバーサルブロー号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※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。


