
０９０２９ ４月５日 晴 良 （２０阪神２）第３日 第５競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１２時３０分 （芝・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

１：５８．１
１：５６．４

良

良

８１５ クーノキセキ 牝３栗 ５４ 酒井 学吉田 照哉氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ４９８－ ２２：０３．０ １１．０�

５１０ ローレルベルロード 牡３栗 ５６ 安藤 勝己 �ローレルレーシング 鮫島 一歩 新冠 新冠橋本牧場 ４８８ ―２：０３．３１� ７．１�
５９ テイエムクロカミ 牝３鹿 ５４ 池添 謙一竹園 正繼氏 柴田 政見 静内 藤原牧場 ４６２－ ２２：０３．７２� １５．４�
６１２ ナムラアルマダ 牡３青鹿５６ 赤木高太郎奈村 信重氏 矢作 芳人 穂別 真壁 信一 ４７０＋ ６２：０３．８� ４．７�
６１１� クレバーモーリン 牝３鹿 ５４ 幸 英明田� 正明氏 崎山 博樹 愛 M. Wiley ４２４ ―２：０３．９� ７４．３�
７１４� エーシンサンスター 牡３黒鹿５６ 福永 祐一平井 宏承氏 松元 茂樹 米

Robert E. Court-
ney, Jr. & Jaime S.
Carrion, Trustee

４６２＋ ４２：０４．１１� ６．８	
１２ マイネソシオ 牝３青鹿５４ 武 豊 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 岡田 稲男 新冠 コスモヴューファーム ４２０＋ ４２：０４．３１	 ３．３

４７ ダイシンオレンジ 牡３鹿 ５６ 小牧 太大八木信行氏 庄野 靖志 門別 戸川牧場 ５００ ―２：０４．４� ３８．１�
４８ テツゴールド 牡３黒鹿５６ 和田 竜二木村 哲也氏 新川 恵 門別 野島牧場 ４７０－ ２ 〃 アタマ １９．２�
３５ メイショウニケ 牝３鹿 ５４ 高橋 亮松本 好雄氏 高橋 隆 門別 日西牧場 ４７８－ ２２：０４．６１ １８６．３
８１６ ダノンハンセン 牡３鹿 ５６ 川田 将雅�ダノックス 森 秀行 浦河 高昭牧場 ５６２ ―２：０５．０２� ８６．７�
２４ キスリングバー 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介芹澤 精一氏 作田 誠二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５３８ ―２：０５．２１	 ５７．６�
１１ ドーンオンザケープ 牡３栗 ５６ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ５２８ ― 〃 アタマ ７．９�
３６ ピナクルストーン 牝３鹿 ５４ 石橋 守後藤 繁樹氏 野村 彰彦 静内 有限会社 レキ

シントンファーム ４６４－ ７２：０５．９４ １６０．９�
２３ ウォータールーク 牡３黒鹿５６ 武 幸四郎山岡 良一氏 武 邦彦 浦河トラストスリーファーム ４７６ ―２：０６．４３ １２４．９�
７１３ ロードヴェルデ 牡３黒鹿 ５６

５４ △藤岡 康太 �ロードホースクラブ 池江 泰郎 三石 ケイアイファーム ５１４ ―２：０９．０大差 ３５．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，４７２，３００円 複勝： ２４，３５３，２００円 枠連： ２２，３５４，４００円

普通馬連： ６２，９００，３００円 馬単： ５５，４２１，４００円 ワイド【拡大馬連】： １８，１９７，８００円

３連複： ９２，１３５，５００円 ３連単： 発売なし 計： ２９１，８３４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１００円 複 勝 � ３２０円 � ２５０円 � ３９０円 枠 連（５－８） ２，１５０円

普通馬連 �� ３，９００円 馬 単 �� ８，３１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２７０円 �� １，３５０円 �� １，４６０円

３ 連 複 ��� １３，９００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １６４７２３ 的中 � １１８３５（６番人気）
複勝票数 計 ２４３５３２ 的中 � ２０３４９（５番人気）� ２７６５４（３番人気）� １５３０６（７番人気）
枠連票数 計 ２２３５４４ 的中 （５－８） ７６９８（１０番人気）
普通馬連票数 計 ６２９００３ 的中 �� １１９２３（１８番人気）
馬単票数 計 ５５４２１４ 的中 �� ４９２５（３８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８１９７８ 的中 �� ３５６１（１７番人気）�� ３３２３（２０番人気）�� ３０５５（２１番人気）
３連複票数 計 ９２１３５５ 的中 ��� ４８９２（４７番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．２―１２．８―１２．８―１２．５―１２．６―１２．６―１２．１―１１．７―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２３．９―３６．７―４９．５―１：０２．０―１：１４．６―１：２７．２―１：３９．３―１：５１．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．４―３F３５．８
１
３
１，８（６，１０）１５，１６（１３，１２）（１１，１４）２（４，９）５（３，７）
１，８（６，１０）１５（１２，１６）１４，１１，９，２，５－４－（１３，７）３

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

勝馬の
紹 介

クーノキセキ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２００８．３．２３ 阪神４着

２００５．４．２５生 牝３栗 母 ビルアンドクー 母母 ユ メ シ バ イ ２戦１勝 賞金 ６，１００，０００円
〔発走状況〕 ナムラアルマダ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 クーノキセキ号の騎手酒井学は，４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ナムラアルマダ号は，平成２０年４月６日から平成２０年４月２７日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
〔その他〕 ロードヴェルデ号は，競走中に疾病〔右前浅屈腱不全断裂〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適

用を除外。
※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。
（非抽選馬） ５頭 パイロット号・ピサノロンシャン号・フミノセントラル号・メイショウオバナ号・メイショウハンク号


