
０９０７０ ４月８日 晴 良 （１９阪神２）第６日 第１０競走 ��
��２，０００�

う め だ

梅田ステークス
発走１５時００分 （ダート・右）
４歳以上，１，６００万円以下，１８．４．８以降１９．４．１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 １８，３００，０００円 ７，３００，０００円 ４，６００，０００円 ２，７００，０００円 １，８３０，０００円
付 加 賞 ４２７，０００円 １２２，０００円 ６１，０００円 � 基準タイム

中央レコード

２：０４．９
２：０１．６

稍重

不良

３６ ワンダースピード 牡５黒鹿５４ 小牧 太山本 信行氏 羽月 友彦 三石 フクダファーム ４６８＋ ２２：０３．９レコード ２３．８�

４７ � マイイージス 牡４鹿 ５４ 藤田 伸二田中 昇氏 奥平 雅士 門別 前川ファーム ５４８－１２２：０４．３２� ３１．８�
５１０�� スマートストリーム 牡６鹿 ５５ 岩田 康誠大川 徹氏 大久保龍志 早来 ノーザンファーム ５００＋１２２：０４．４� ９．１�
４８ � セフティーステージ 牡５鹿 ５４ 河北 通池田 實氏 小野 幸治 門別 沖田牧場 ４９８± ０ 〃 ハナ ６４．３�
８１５� ナリタプレリュード 牡５黒鹿５６ 渡辺 薫彦�オースミ 沖 芳夫 三石 鳥井牧場 ４９２± ０２：０４．６１	 ８．１�
７１３� アドマイヤスバル 牡４青鹿５６ 秋山真一郎近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 ５１０＋ ２２：０４．７� ５．８�
２３ ヴィオラポンポーサ 牡６鹿 ５１ 安部 幸夫 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高木 登 静内 グランド牧場 ４５０－ ８ 〃 ハナ １５２．５	
（愛知）

５９ � アグネスネクタル 牡４黒鹿５７ 蛯名 正義渡辺 孝男氏 鮫島 一歩 千歳 社台ファーム ５１８＋ ２２：０５．０１
 ３．２

８１６ マイネルトラヴェル 牡４青鹿５４ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 柴田 光陽 新冠 ビッグレッドファーム ４６６－ ４２：０５．２１� １４．０�
６１２ セルリアングルーヴ 牡７栗 ５０ 田村 太雅�イクタ 小島 貞博 新冠 中地 茂美 ４６０＋ ８２：０６．０５ ２８６．９
７１４� サンワードラン 牡５鹿 ５６ 川田 将雅古谷 敏明氏 白井 寿昭 米 Silverleaf

Farms, Inc. ５０８＋ ６２：０６．２１� １１．７�
２４ マイネルテセウス 牡４鹿 ５６ 内田 博幸 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム ４６２＋ ２２：０７．３７ ５．５�
（大井）

６１１�� バトルブレーヴ 牡５芦 ５４ 太宰 啓介宮川 秋信氏 野村 彰彦 静内 西村 和夫 ５２８＋ ６２：０８．４７ １４６．７�
１１ �� ナムラスピード 牡４栗 ５５ 柴山 雄一奈村 信重氏 大橋 勇樹 静内 野坂牧場 ５００± ０２：０８．７２ １６．９�
３５ � グランプリスター 牡６鹿 ５６ 熊沢 重文清水 貞光氏 服部 利之 門別 目黒牧場 ４７４＋ ４２：０８．９
 ５０．７�
１２ イブキサブデュー 牡５鹿 ５５ 池添 謙一�伊吹 坂口 正則 門別 北陽ファーム B５１８＋ ４２：１０．１７ ８４．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４０，１１５，３００円 複勝： ５３，５７８，９００円 枠連： ６４，５９５，８００円

普通馬連： ２６２，５２１，０００円 馬単： １６２，２１９，２００円 ワイド【拡大馬連】： ５５，１０４，９００円

３連複： ２４５，９６７，４００円 ３連単： ５６１，７３９，０００円 計： １，４４５，８４１，５００円

払 戻 金

単 勝 � ２，３８０円 複 勝 � ７３０円 � １，０３０円 � ３１０円 枠 連（３－４） １３，９３０円

普通馬連 �� ４７，７９０円 馬 単 �� １１６，４６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８，８４０円 �� ３，２１０円 �� ５，２９０円

３ 連 複 ��� １１３，５３０円 ３ 連 単 ��� ８０６，５５０円

票 数

単勝票数 計 ４０１１５３ 的中 � １３３１２（９番人気）
複勝票数 計 ５３５７８９ 的中 � １８５５５（９番人気）� １２５６３（１０番人気）� ５２８５７（５番人気）
枠連票数 計 ６４５９５８ 的中 （３－４） ３４２４（２７番人気）
普通馬連票数 計２６２５２１０ 的中 �� ４０５４（６９番人気）
馬単票数 計１６２２１９２ 的中 �� １０２８（１４８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５５１０４９ 的中 �� １５２４（６７番人気）�� ４２５７（３４番人気）�� ２５６４（４６番人気）
３連複票数 計２４５９６７４ 的中 ��� １５９９（２０３番人気）
３連単票数 計５６１７３９０ 的中 ��� ５１４（１２５３番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．０―１０．６―１３．２―１２．９―１３．５―１２．８―１２．７―１２．３―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．２―２３．２―３３．８―４７．０―５９．９―１：１３．４―１：２６．２―１：３８．９―１：５１．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．５―３F３７．７
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ワンダースピード �
�
父 キンググローリアス �

�
母父 Pleasant Tap デビュー ２００４．８．８ 小倉４着

２００２．３．１５生 牡５黒鹿 母 ワンダーヘリテージ 母母 Casa Petrone ２１戦４勝 賞金 ５１，４２７，０００円
［他本会外：３戦１勝］

〔その他〕 イブキサブデュー号は，１着馬がレコードタイムであったため，「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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 ジュレップ号・ピオーネ号・リュウヨウ号
※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。


