
０９０７６ ４月１９日 曇 良 （２０阪神２）第７日 第４競走 ��２，２００�サラブレッド系３歳
発走１１時３５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

２：１０．９
２：１０．１

良

良

２２ マイネルローゼン 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 新冠 ハクツ牧場 ４９２－ ２２：１８．４ ３．６�

３５ ナリタダイコク 牡３黒鹿５６ 佐藤 哲三�オースミ 加藤 敬二 静内 カントリー牧場 ４９０± ０ 〃 クビ ５．９�
２３ モ ル エ ラ ン 牡３青鹿５６ 角田 晃一 �ユートピア牧場 飯田 雄三 登別 ユートピア牧場 B４５８± ０２：１８．５クビ １２．２�
４６ エクスプレスワン 牡３青鹿５６ 安藤 勝己齊藤四方司氏 堀 宣行 早来 ノーザンファーム ５２６－１４２：１８．８２ ２．９�
１１ エーシングレーソロ 牡３芦 ５６ 幸 英明平井 宏承氏 湯窪 幸雄 浦河 栄進牧場 ４９６＋ ６２：１９．０１� １６．３�
５９ マイネソシオ 牝３青鹿５４ 岩田 康誠 �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± ０２：１９．２１ １１．６	
６１１ メイショウベーネ 牝３鹿 ５４ 石橋 守松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 辻 牧場 ４３０－ ４ 〃 クビ ７５．８

４７ テイエムモモタロー 牡３青鹿５６ 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 静内 坂本 智広 ４４２± ０２：２０．０５ ２０．９�
６１０ キングプロローグ 牡３黒鹿５６ 川田 将雅 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 門別 佐々木牧場 ５００ ―２：２０．１� ６２．１�
５８ プライドエンブレム 牡３青 ５６ 福永 祐一吉田 勝己氏 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ４５８ ― 〃 クビ １１．７
８１５ ユウメリーウェザー 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人�アイテツ 鮫島 一歩 浦河 笹地牧場 ４７０± ０２：２０．２� ５８．９�
７１２ メイショウホバート 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲田中 克典松本 好雄氏 鶴留 明雄 浦河 富菜牧場 ４６６＋ ２ 〃 ハナ ８１．１�
３４ チョウスター 牡３青 ５６ 佐藤 友則丸山 隆雄氏 吉岡 八郎 三石 米田牧場 ４７０＋ ２２：２０．４１� ２４３．０�

（笠松）

８１４ オースミアタック 牡３栗 ５６
５３ ▲田中 健�オースミ 木原 一良 門別 碧雲牧場 ５１２＋ ８２：２０．８２� ３６．９�

７１３ メイショウハンク 牡３鹿 ５６
５３ ▲田村 太雅松本 好�氏 松永 昌博 浦河 日の出牧場 ４２８－ ４２：２０．９� １５４．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２２，９６５，６００円 複勝： ２８，０１８，４００円 枠連： ２０，４１０，２００円

普通馬連： ６５，７９８，５００円 馬単： ６９，２７０，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，８８６，５００円

３連複： １０５，２６６，４００円 ３連単： 発売なし 計： ３３２，６１５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １６０円 � １９０円 � ２９０円 枠 連（２－３） ６９０円

普通馬連 �� ９７０円 馬 単 �� １，６９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３５０円 �� ６００円 �� ９４０円

３ 連 複 ��� ２，８１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２２９６５６ 的中 � ５１０３２（２番人気）
複勝票数 計 ２８０１８４ 的中 � ５３３４５（２番人気）� ３９３７５（３番人気）� ２１３３５（４番人気）
枠連票数 計 ２０４１０２ 的中 （２－３） ２１８７６（２番人気）
普通馬連票数 計 ６５７９８５ 的中 �� ５０２９１（３番人気）
馬単票数 計 ６９２７０２ 的中 �� ３０３４６（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０８８６５ 的中 �� １６４１３（３番人気）�� ８４８４（５番人気）�� ５０８７（１２番人気）
３連複票数 計１０５２６６４ 的中 ��� ２７６６３（７番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．７―１２．４―１３．８―１３．７―１２．９―１２．５―１２．２―１２．０―１１．８―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．９―２４．６―３７．０―５０．８―１：０４．５―１：１７．４―１：２９．９―１：４２．１―１：５４．１―２：０５．９

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

マイネルローゼン �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 ヤマニンスキー デビュー ２００７．１１．１１ 京都４着

２００５．４．２０生 牡３栗 母 フラワーケープ 母母 スイートジヤネツト ７戦１勝 賞金 １０，６００，０００円
※出走取消馬 アグネスアモーレ号（疾病〔左肩跛行〕のため）
※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。


