
10095 4月14日 晴 良 （25阪神2）第8日 第11競走 ��
��1，200�

よどやばし

淀屋橋ステークス
発走15時30分 （芝・右）
4歳以上，1，600万円以下，24．4．14以降25．4．7まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．1
1：06．5

良
良

611 テイエムタイホー 牡4栗 55 松山 弘平竹園 正繼氏 鈴木 孝志 日高 若林 武雄 476＋ 61：08．7 6．7�
816 アグネスウイッシュ 牡5黒鹿57 藤田 伸二渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 500± 0 〃 ハナ 4．2�
23 � シゲルアセロラ 牡4黒鹿56 国分 優作森中 蕃氏 目野 哲也 米

Mr. & Mrs. Don K
Love &
Briggs/Cromartie

488± 01：08．8クビ 16．3�
714 ダノンフェアリー 牡5鹿 57 上村 洋行�ダノックス 角居 勝彦 安平 追分ファーム 510－ 41：08．9� 7．6�
815 コンサートレディ 牝4鹿 53 川島 信二平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 462－ 6 〃 ハナ 13．6�
36 サイレントソニック 牝5黒鹿53 石橋 脩細谷 典幸氏 国枝 栄 新ひだか 桜井牧場 452－ 4 〃 アタマ 5．0	
612 ブルームーンピサ 牝6芦 54 川須 栄彦市川 義美氏 鹿戸 雄一 新ひだか フジワラフアーム B474－ 61：09．21� 13．2

59 ケンブリッジエル 牡7黒鹿54 小坂 忠士中西 宏彰氏 山内 研二 新冠 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 520＋ 2 〃 クビ 117．1�
47 ターニングポイント 	8青鹿53 難波 剛健山上 和良氏 和田 正道 新冠 泉渕瀬牧場 B460－101：09．3
 116．6�
48 ビ ス カ ヤ 牝7黒鹿52 水口 優也山内 邦一氏 木原 一良 新冠 森永 正志 422＋ 2 〃 クビ 221．5
24 ビラゴーティアラ 牝6鹿 52 国分 恭介三浦 一泰氏 松山 将樹 新ひだか 山野牧場 420－14 〃 アタマ 23．6�
713 ヤマニングルノイユ 牝6鹿 53 酒井 学土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 490－ 81：09．51� 20．0�
510 ラディアーレ 牡5鹿 54 太宰 啓介吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム 460± 01：09．6クビ 14．4�
12 バクシンカーリー 牝6鹿 54 北村 友一杉山 美惠氏 古賀 史生 新ひだか 明治牧場 494－12 〃 クビ 7．3�
35 トウショウフォアゴ 牡6黒鹿54 石神 深一トウショウ産業� 浅野洋一郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 468－ 21：09．7� 146．6�
11 レイクエルフ 牡8黒鹿50 畑端 省吾�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 456± 01：10．65 258．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，185，800円 複勝： 53，656，800円 枠連： 48，677，800円
馬連： 200，725，500円 馬単： 104，663，500円 ワイド： 58，427，000円
3連複： 254，855，600円 3連単： 456，189，900円 計： 1，214，381，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 260円 � 180円 � 500円 枠 連（6－8） 850円

馬 連 �� 2，180円 馬 単 �� 4，450円

ワ イ ド �� 950円 �� 2，330円 �� 2，000円

3 連 複 ��� 14，120円 3 連 単 ��� 70，730円

票 数

単勝票数 計 371858 的中 � 44377（3番人気）
複勝票数 計 536568 的中 � 53658（4番人気）� 99118（1番人気）� 23001（10番人気）
枠連票数 計 486778 的中 （6－8） 42292（1番人気）
馬連票数 計2007255 的中 �� 68099（8番人気）
馬単票数 計1046635 的中 �� 17379（15番人気）
ワイド票数 計 584270 的中 �� 15666（9番人気）�� 6077（41番人気）�� 7115（34番人気）
3連複票数 計2548556 的中 ��� 13321（57番人気）
3連単票数 計4561899 的中 ��� 4760（242番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―10．9―11．2―11．5―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―33．5―44．7―56．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F35．2
3 3（9，11）13－（2，10）7，14（1，4，12）16（6，15）（5，8） 4 3－9，11，13，10（2，7）14（4，12，16）1（6，15）（5，8）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

テイエムタイホー �
�
父 ニューイングランド �

�
母父 Lord At War デビュー 2011．7．2 京都4着

2009．4．29生 牡4栗 母 マンダリンママ 母母 Stani River 17戦4勝 賞金 52，298，000円
〔発走状況〕 ブルームーンピサ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）10頭 ウエストエンド号・エスカーダ号・エトピリカ号・オールブランニュー号・ゴーイングパワー号・

ミッドナイトクロス号・メイショウハガクレ号・メイショウヒデタダ号・リトルゲルダ号・リュンヌ号

10096 4月14日 晴 良 （25阪神2）第8日 第12競走 ��
��2，000�サラブレッド系4歳以上

発走16時10分 （ダート・右）
1000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円� コースレコード

中央レコード
2：01．0
2：01．0

不良
不良

35 ハ ス ラ ー 牡5黒鹿57 松山 弘平水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 522－ 82：04．8 9．0�
816 ノボリドリーム 牡4鹿 57 秋山真一郎原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 452＋ 2 〃 クビ 5．5�
36 タイガーシード 牡4黒鹿57 熊沢 重文伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 浦河 桑田 正己 506＋ 82：05．86 5．1�
23 カシュカシュ 牝4鹿 55 岡田 祥嗣松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 428－102：05．9� 36．5�
47 スリータイタン 牡4黒鹿57 国分 恭介永井商事� 村山 明 新ひだか グランド牧場 482＋222：06．11 23．8�
713 シルクラングレー 牡4栗 57 岩田 康誠有限会社シルク友道 康夫 日高 ファニーヒルファーム 494± 0 〃 クビ 2．8	
611 ボーカリスト 牡7鹿 57 川島 信二増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 466－ 82：06．52� 60．9

48 ピンウィール 牝4栗 55 石橋 脩�ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント 452＋ 82：06．6	 6．1�
612
 バンブーリバプール 牡5青鹿57 太宰 啓介�バンブー牧場 佐藤 正雄 浦河 バンブー牧場 478＋ 22：06．81 12．1
24 ドリームマジシャン 牡6青鹿 57

54 ▲岩崎 翼セゾンレースホース� 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 492± 02：07．11	 44．0�
59 シゲルアーモンド 牡4青 57 国分 優作森中 蕃氏 目野 哲也 浦河 中村 雅明 536－ 82：08．16 365．7�
12 サンマルリジイ 牝4黒鹿 55

52 ▲森 一馬相馬 勇氏 山内 研二 浦河 アイオイファーム 488－ 62：08．52� 310．6�
815
 ピンクデージー 牝6黒鹿 55

52 ▲花田 大昂野島 春男氏 田島 良保 日高 野島牧場 494－ 22：08．6クビ 245．2�
510 ワンダースキー 牝6栗 55 上村 洋行山本 信行氏 吉村 圭司 新ひだか 米田牧場 486＋122：09．66 24．1�
714 ホワイトショウフク 牡8芦 57 酒井 学山本 浩一氏 村山 明 静内 静内白井牧場 442－182：10．45 385．7�
11 マイネルプリマス 牡7芦 57 川須 栄彦 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム 518－ 62：11．46 195．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 46，351，900円 複勝： 69，029，800円 枠連： 38，105，000円
馬連： 154，447，000円 馬単： 86，787，100円 ワイド： 52，609，900円
3連複： 202，113，900円 3連単： 371，607，700円 計： 1，021，052，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 260円 � 200円 � 180円 枠 連（3－8） 780円

馬 連 �� 1，800円 馬 単 �� 3，790円

ワ イ ド �� 700円 �� 650円 �� 560円

3 連 複 ��� 3，000円 3 連 単 ��� 19，520円

票 数

単勝票数 計 463519 的中 � 40730（5番人気）
複勝票数 計 690298 的中 � 63692（5番人気）� 92023（4番人気）� 112236（2番人気）
枠連票数 計 381050 的中 （3－8） 36239（3番人気）
馬連票数 計1544470 的中 �� 63500（8番人気）
馬単票数 計 867871 的中 �� 16900（15番人気）
ワイド票数 計 526099 的中 �� 18439（8番人気）�� 20013（7番人気）�� 23545（5番人気）
3連複票数 計2021139 的中 ��� 49881（8番人気）
3連単票数 計3716077 的中 ��� 14053（55番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―11．4―12．7―12．2―13．0―13．1―12．9―12．6―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．8―35．2―47．9―1：00．1―1：13．1―1：26．2―1：39．1―1：51．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．7―3F38．6
1
3

・（10，16）2（1，12，15）（4，5，13）7－6，11（9，14）－3，8
10，16（12，5，2，15）（4，13）7，11（1，6）－（3，8）－9，14

2
4

・（10，16）－（12，2）（1，15）（4，5）13，7－6－11（9，14）3，8
16（10，13）（5，7）（12，2，15）4（6，11）3，8，1，9－14

勝馬の
紹 介

ハ ス ラ ー �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2010．12．26 阪神11着

2008．4．25生 牡5黒鹿 母 プレシャスフラワー 母母 プレシャスキール 19戦4勝 賞金 42，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マイネルプリマス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年5月14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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 エイコーンパス号・エクセルフラッグ号

４レース目


