
１００２６ ４月４日 曇 良 （２１阪神２）第３日 第２競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時４５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

６１２ ピサノアラシ 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦市川 義美氏 安達 昭夫 浦河 大北牧場 ４６０＋ ２１：１２．１ ８．７�

４７ アイノタンゴ 牡３鹿 ５６ 上村 洋行田中 充氏 藤沢 則雄 日高 下河辺牧場 ４６６－ ２１：１３．８大差 １２．０�
３５ メテオストリーム 牡３鹿 ５６ 福永 祐一 �ノースヒルズマネ

ジメント 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８０＋１６１：１４．０１ １４．０�
２３ マイネシラユキ 牝３芦 ５４ 川島 信二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐々木晶三 新冠 ビッグレッドファーム ４２０± ０１：１４．１クビ ９５．２�
１１ アスカノヨアケ 牡３鹿 ５６ 小牧 太平口 信行氏 境 直行 浦河 ハッピーネ

モファーム ４４４－ ４ 〃 アタマ ２．３�
３６ フライキャッチャー 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三	須野牧場 五十嵐忠男 栃木 恵比寿興業株式

会社	須野牧場 ４２０－ ２１：１４．４２ ５１．０

１２ キャラバンシチー 牡３鹿 ５６ 生野 賢一 �友駿ホースクラブ 崎山 博樹 日高 幾千世牧場 ４６０± ０１：１４．９３ ２３．７�
５１０ マッキーメタル 牡３栗 ５６

５３ ▲国分 恭介薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 上野 正恵 ４７４－ ６ 〃 ハナ ３５．３�
７１３ シゲルヤリガタケ 牡３黒鹿５６ 幸 英明森中 蕃氏 五十嵐忠男 浦河 村下 貞憲 ４４０ ―１：１５．３２� ２２４．０
６１１ ユメヲカナエル 牡３栗 ５６ 和田 竜二キャピタルクラブ 坂口 正則 浦河 カナイシスタッド B４５０－ ８１：１５．７２� ３．０�
４８ キングコーリンオー 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文伊藤 恵子氏 柴田 政見 日高 今井牧場 B４５０－ ８１：１５．９１� １１．６�
２４ メジロウォーズ 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介メジロ商事� 岡田 稲男 洞爺湖 メジロ牧場 ４８４ ―１：１６．４３ ９５．３�
５９ シュクハイグラス 牡３栗 ５６ 橋本 美純池田 豊治氏 本田 優 三石 猪野毛牧場 ４５０＋ ４１：１７．０３� ２０７．５�
８１６ メイショウヘリオス 牡３鹿 ５６ 酒井 学松本 好�氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 ４８８ ― 〃 クビ ２８０．０�
７１４ ブルーフィット 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介深見 敏男氏 本田 優 新冠 競優牧場 ４５０ ―１：１７．４２� ３０２．４�
８１５ マイネルリンク 牡３栗 ５６ 船曳 文士 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 北出 成人 新冠 ビッグレッドファーム ４９２＋１２１：２４．２大差 ２６８．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，７６８，１００円 複勝： ２５，４６１，０００円 枠連： １８，６８９，２００円

普通馬連： ４７，８７８，８００円 馬単： ３８，８８７，５００円 ワイド【拡大馬連】： １８，６１７，８００円

３連複： ６５，８７６，１００円 ３連単： １０２，６６３，５００円 計： ３３４，８４２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８７０円 複 勝 � ３１０円 � ２９０円 � ４２０円 枠 連（４－６） ５８０円

普通馬連 �� ３，２４０円 馬 単 �� ５，９１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２２０円 �� １，３７０円 �� １，３８０円

３ 連 複 ��� １１，７１０円 ３ 連 単 ��� ６２，２６０円

票 数

単勝票数 計 １６７６８１ 的中 � １５３０９（３番人気）
複勝票数 計 ２５４６１０ 的中 � ２２５２５（４番人気）� ２４５９７（３番人気）� １４９１９（６番人気）
枠連票数 計 １８６８９２ 的中 （４－６） ２３９７３（２番人気）
普通馬連票数 計 ４７８７８８ 的中 �� １０９０９（１２番人気）
馬単票数 計 ３８８８７５ 的中 �� ４８６２（２２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８６１７８ 的中 �� ３７７６（１３番人気）�� ３３４４（１５番人気）�� ３３１４（１６番人気）
３連複票数 計 ６５８７６１ 的中 ��� ４１５２（３２番人気）
３連単票数 計１０２６６３５ 的中 ��� １２１７（１８２番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．３―１１．７―１２．１―１１．６―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２３．９―３５．６―４７．７―５９．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ピサノアラシ �
�
父 ブラックホーク �

�
母父 ゴールデンフェザント デビュー ２００９．３．１５ 阪神８着

２００６．３．１３生 牡３鹿 母 セントグレイス 母母 クールハート ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メジロウォーズ号・メイショウヘリオス号・ブルーフィット号は，平成２１年５月４日まで平地競走に

出走できない。
シュクハイグラス号・マイネルリンク号は，平成２１年６月４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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 オールオールオール号・ニシノレボルト号
（非抽選馬） ３頭 シュバルツカレラ号・メイショウモネ号・ヨバンタックン号


