
０７０６１ ３月１５日 晴 重 （２１阪神１）第６日 第１競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時００分 （ダート・右）

牝，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

１：４８．５
１：４８．４

重

重

８１４ ヴィーヴァレジーナ 牝３栗 ５４ 東川 公則芹澤 精一氏 作田 誠二 静内 武 牧場 ４０４－ ４１：５５．５ １０９．０�
（笠松）

６１１ ピサノプリヴェ 牝３栗 ５４ 岩田 康誠市川 義美氏 坂口 正大 日高 下河辺牧場 ４８６－ ４１：５５．６� １２．１�
４７ テ ィ フ ィ ン 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介 �キャロットファーム 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム ４３４± ０１：５５．９１� ６．１�
７１２ カ ス ガ 牝３鹿 ５４ 下原 理高山 裕基氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４３４－ ６ 〃 アタマ １６３．７�

（兵庫）

５８ フミノタカラ 牝３芦 ５４ 長谷川浩大谷 二氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 ４２８± ０ 〃 ハナ １１７．７�
３５ レ テ ィ セ ラ 牝３鹿 ５４ 川田 将雅 �キャロットファーム 松田 博資 安平 ノーザンファーム ３８８± ０ 〃 クビ ２４．５�
８１５ ラタンバスケット 牝３栗 ５４ 武 豊 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４５４－ ２ 〃 ハナ １．２	
２２ パープルスター 牝３鹿 ５４ 安藤 光彰松岡 隆雄氏 崎山 博樹 新ひだか 福岡 清 ４７８－ ２１：５６．３２� １２８．５

５９ エスジーセブンティ 牝３黒鹿５４ 秋山真一郎窪田 滋氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 ４４０ ―１：５７．３６ ８４．１�
４６ テイエムバージャラ 牝３黒鹿５４ 和田 竜二竹園 正繼氏 岩元 市三 新ひだか 聖心台牧場 ５０２－１２１：５７．６１� １７１．２�
６１０ カントリーローズ 牝３栗 ５４ 石橋 守蛭川 年明氏 目野 哲也 浦河 ひるかわ育

成牧場 ４１８＋ ４１：５７．８１� ２５６．７
２３ デンコウテンパイ 牝３黒鹿５４ 武 幸四郎田中 康弘氏 鶴留 明雄 様似 中脇 一幸 ４１２＋ ４１：５９．１８ １３９．１�
３４ ウマヒトスジ 牝３鹿 ５４ 幸 英明伊東 政清氏 山内 研二 静内 佐竹 学 ４６２－ ４１：５９．７３� １７２．６�
７１３ シーモナルダ 牝３鹿 ５４

５１ ▲松山 弘平藤田 宗平氏 加藤 敬二 新冠 八木農場 ４７６＋ ４２：００．７６ ３８３．１�
１１ ベルモントミント 牝３青鹿５４ 渡辺 薫彦 �ベルモントファーム 川村 禎彦 新冠 ベルモント

ファーム ４８８± ０２：０１．７６ １３２．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２２，９９４，４００円 複勝： ５８，０６２，０００円 枠連： １３，３６４，１００円

普通馬連： ４０，５１７，０００円 馬単： ５０，６８４，２００円 ワイド【拡大馬連】： １７，７０８，１００円

３連複： ５９，５５１，８００円 ３連単： １３５，７５０，９００円 計： ３９８，６３２，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １０，９００円 複 勝 � ２，８２０円 � ３９０円 � ３００円 枠 連（６－８） ３７０円

普通馬連 �� ２０，７７０円 馬 単 �� ７４，３７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，４１０円 �� １，９６０円 �� ４２０円

３ 連 複 ��� １７，７９０円 ３ 連 単 ��� ２５４，９３０円

票 数

単勝票数 計 ２２９９４４ 的中 � １６６３（６番人気）
複勝票数 計 ５８０６２０ 的中 � ４６３５（６番人気）� ４１２９５（３番人気）� ５７１２０（２番人気）
枠連票数 計 １３３６４１ 的中 （６－８） ２６９５２（２番人気）
普通馬連票数 計 ４０５１７０ 的中 �� １４４０（２６番人気）
馬単票数 計 ５０６８４２ 的中 �� ５０３（６０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７７０８１ 的中 �� １１９６（２６番人気）�� ２１２２（１５番人気）�� １１８３０（３番人気）
３連複票数 計 ５９５５１８ 的中 ��� ２４７１（３５番人気）
３連単票数 計１３５７５０９ 的中 ��� ３９３（３２８番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．４―１３．９―１３．３―１３．２―１２．８―１２．４―１２．４―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．３―３８．２―５１．５―１：０４．７―１：１７．５―１：２９．９―１：４２．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．８―３F３８．０
１
３

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

勝馬の
紹 介

ヴィーヴァレジーナ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Secretariat デビュー ２００８．１２．２１ 中京７着

２００６．２．８生 牝３栗 母 クールセクレタリー 母母 Icy Pop ４戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シーモナルダ号・ベルモントミント号は，平成２１年４月１５日まで平地競走に出走できない。
※エスジーセブンティ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※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。



０７０６２ ３月１５日 晴 重 （２１阪神１）第６日 第２競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１０時３０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

４７ ソークアップザサン 牡３栗 ５６ 浜中 俊 �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム ４４４± ０１：１３．４ ２２．０�

７１３� フレッドバローズ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一猪熊 広次氏 中竹 和也 米 Brereton
C. Jones ５１４＋ ２１：１３．５� ３．４�

７１４� エーシンウィゾール 牡３芦 ５６ 岩田 康誠平井 宏承氏 野中 賢二 米 Winches-
ter Farm B４４０＋ ８１：１４．２４ １４．６�

２４ シノギダンサー 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介吉田 義昭氏 柄崎 孝 日高 坂戸 節子 ５０４－ ６ 〃 ハナ ６２．７�
６１２ キーサミット 牡３青鹿５６ 東川 公則北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 高瀬 敦 ４３８＋ ２１：１４．３� ６４．５�

（笠松）

１１ エリモフリーダム 牡３鹿 ５６ 川島 信二山本 敏晴氏 田島 良保 えりも エクセルマネジメント ４６０－ ２ 〃 クビ ９．３�
８１６ ダンツヘルメス 牡３鹿 ５６ 川田 将雅山元 哲二氏 山内 研二 浦河 丸幸小林牧場 ４６０＋ ４１：１４．４� １９８．１	
３６ 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 ４５８ ―１：１４．５� ２２５．２

６１１ クリノオンビート 牡３鹿 ５６ 小牧 太栗本 博晴氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 ４９４－ ６１：１４．８１� １．９�
５９ � エーシンクールディ 牝３芦 ５４ 四位 洋文平井 宏承氏 大久保龍志 米 Winches-

ter Farm ４６６ ―１：１４．９� ８．７�
８１５ アイノデュナミス 牡３鹿 ５６ 幸 英明田中 卓氏 安達 昭夫 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４７８ ―１：１５．０クビ ２１７．１
３５ ボーセジュール 牝３鹿 ５４ 石橋 守岡田 牧雄氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド ４４４± ０ 〃 クビ ７５．３�
２３ スエヒロブリリアン 牝３鹿 ５４ 田中 克典�みどり住宅 福永 甲 新冠 ヒノデファーム ４３２－ ８１：１５．４２� １５０．９�
１２ メイショウパフィン 牝３鹿 ５４ 今村 康成松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４３８－１４１：１６．３５ ２４８．１�
４８ ロードブラン 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 三石 ケイアイファーム ４５４－１２１：１６．５１ ５６．６�
５１０ ナムラエリス 牝３芦 ５４ 秋山真一郎奈村 信重氏 野村 彰彦 新ひだか 漆原 哲雄 ４９６ ―１：１７．９９ １３０．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，２０１，９００円 複勝： ３２，５７７，４００円 枠連： １５，３３３，１００円

普通馬連： ４５，９８６，６００円 馬単： ３９，９６４，７００円 ワイド【拡大馬連】： １７，９８２，５００円

３連複： ５９，７２４，８００円 ３連単： １０１，１６７，６００円 計： ３３１，９３８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，２００円 複 勝 � ５７０円 � １７０円 � ４００円 枠 連（４－７） １，９２０円

普通馬連 �� ３，３１０円 馬 単 �� ９，５３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０４０円 �� ２，１５０円 �� ５７０円

３ 連 複 ��� ８，８３０円 ３ 連 単 ��� ７６，５００円

票 数

単勝票数 計 １９２０１９ 的中 � ６９０９（６番人気）
複勝票数 計 ３２５７７４ 的中 � １２４３２（６番人気）� ６６３５８（２番人気）� １８９６５（５番人気）
枠連票数 計 １５３３３１ 的中 （４－７） ５９０５（７番人気）
普通馬連票数 計 ４５９８６６ 的中 �� １０２８４（９番人気）
馬単票数 計 ３９９６４７ 的中 �� ３０９８（２５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７９８２５ 的中 �� ４２２１（９番人気）�� １９６２（１９番人気）�� ８２２０（６番人気）
３連複票数 計 ５９７２４８ 的中 ��� ４９９２（２１番人気）
３連単票数 計１０１１６７６ 的中 ��� ９７６（１７３番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．４―１２．１―１２．７―１２．３―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２４．０―３６．１―４８．８―１：０１．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．４―３F３７．３
３ ・（７，１２）１３（１，１６）１１（６，１４）（５，４）－２－３，８－（１５，９）－１０ ４ ・（７，１２）１３（１，１６）（１１，１４）（５，６，４）＝２（３，１５）（８，９）＝１０

勝馬の
紹 介

ソークアップザサン �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００９．３．１ 小倉７着

２００６．４．２２生 牡３栗 母 アフタヌーンブレス 母母 サニースルー ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔制裁〕 アイノデュナミス号の調教師安達昭夫は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金１０，０００円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナムラエリス号は，平成２１年４月１５日まで平地競走に出走できない。
※アイノデュナミス号・エーシンクールディ号・ピサノアラシ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※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。



０７０６３ ３月１５日 晴 重 （２１阪神１）第６日 第３競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１１時００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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

２２ ハードウォン 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠津田 一男氏 西橋 豊治 浦河 赤田牧場 ４５２－１０１：２５．８ ２．５�

６１０ ピュアシルヴァー 牡３芦 ５６ 川島 信二畑 清介氏 田島 良保 三石 折手牧場 ５１０＋ ６１：２６．４３� ４．３�
８１５ ヴィーヴァサルーテ 牡３青 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 ５１８± ０ 〃 クビ ８．５�
８１４ ゴーアップドラゴン 牡３黒鹿５６ 鮫島 良太元屋地文明氏 矢作 芳人 日高 新井 昭二 ４６２－ ４１：２６．６１� １４．４�
５９ メイショウゼウス 牡３芦 ５６ 浜中 俊松本 好�氏 安田伊佐夫 浦河 三嶋牧場 ４２８－１０１：２６．８１� ２５．９�
７１３ ミッキーポリス 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人三木 久史氏 中村 均 浦河 金成吉田牧場 ４７８－ ２１：２７．０１� ２７１．１�
７１２ ミルキークォーツ 牝３青 ５４ 長谷川浩大大迫久美子氏 西浦 勝一 平取 坂東牧場 ４１０－ ６１：２７．２１ ３３８．１	
２３ ヤマシロローズ 牝３鹿 ５４ 小坂 忠士森本 均氏 野元 昭 三石 城地 清満 ４１２± ０１：２７．５１� ３４８．４

３５ キタサンエンペラー 牡３栗 ５６ 福永 祐一�大野商事 梅内 忍 浦河 山崎牧場 ４８６± ０１：２７．６� ６．６�
３４ シルクフェイブル 牡３栗 ５６ 下原 理有限会社シルク坂口 正則 新冠 オリエント牧場 ４４２± ０１：２７．８１� ８８．７

（兵庫）

４７ スズカアパッシュ 牡３栗 ５６ 田島 裕和永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新ひだか 前田 宗将 ４２８ ―１：２８．３３ ９１．９�
６１１ ナンヨーアドニス 牡３鹿 ５６ 川田 将雅中村 �也氏 山内 研二 静内 橋本牧場 ４３８＋ ２１：２８．７２� １３６．７�
５８ ケイエスシンヨシキ 牡３鹿 ５６ 幸 英明キヨシサービス� 高橋 成忠 白老 社台牧場 ４８６－ ２１：２９．０１� ３８．７�
４６ ウルトラミューズ 牝３青鹿５４ 熊沢 重文北村キヨ子氏 山内 研二 日高 長田ファーム ４８４± ０１：２９．１� １１８．１�
１１ ドライヴァーズハイ 牡３黒鹿５６ 藤田 伸二 �イースターサンデー 藤岡 健一 千歳 社台ファーム ５０６－ ２ （競走中止） ５．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １８，７４４，８００円 複勝： ２６，８８０，２００円 枠連： １６，２５２，７００円

普通馬連： ４６，６８４，６００円 馬単： ３９，５８８，８００円 ワイド【拡大馬連】： １９，３１６，１００円

３連複： ６４，２６４，３００円 ３連単： １０１，５４１，３００円 計： ３３３，２７２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １３０円 � １６０円 � １７０円 枠 連（２－６） ６２０円

普通馬連 �� ６２０円 馬 単 �� １，１３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２３０円 �� ４２０円 �� ５２０円

３ 連 複 ��� １，３５０円 ３ 連 単 ��� ５，０８０円

票 数

単勝票数 計 １８７４４８ 的中 � ６０５９５（１番人気）
複勝票数 計 ２６８８０２ 的中 � ７１４７５（１番人気）� ４２１００（３番人気）� ３７５６０（４番人気）
枠連票数 計 １６２５２７ 的中 （２－６） １９４１３（１番人気）
普通馬連票数 計 ４６６８４６ 的中 �� ５５７５３（１番人気）
馬単票数 計 ３９５８８８ 的中 �� ２６０４５（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９３１６１ 的中 �� ２４０１２（１番人気）�� １０７８６（４番人気）�� ８３２７（７番人気）
３連複票数 計 ６４２６４３ 的中 ��� ３５３７７（４番人気）
３連単票数 計１０１５４１３ 的中 ��� １４７５５（４番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１１．６―１２．２―１３．０―１２．５―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．７―３５．３―４７．５―１：００．５―１：１３．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．５―３F３８．３
３ ・（２，５）－１０，４（９，１５）－１４（７，８）３，１３，６，１１，１２ ４ ２，５，１０（４，１５）９－（７，８，１４）－（３，１３）－６，１１，１２

勝馬の
紹 介

ハードウォン �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 マ イ ニ ン グ デビュー ２００９．１．５ 京都３着

２００６．２．１３生 牡３鹿 母 ファンシーオレンジ 母母 ブランチリーヴス ４戦１勝 賞金 ９，５５０，０００円
〔競走中止〕 ドライヴァーズハイ号は，競走中に疾病〔右第１趾骨粉砕骨折〕を発症したため向正面で競走中止。
※スズカアパッシュ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※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。



０７０６４ ３月１５日 晴
（ 芝 ）稍重
（ダート）重 （２１阪神１）第６日 第４競走 ��２，９７０�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時３０分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，４歳５９�５歳以上６０�，牝馬２�減
本 賞 ７，８００，０００円 ３，１００，０００円 ２，０００，０００円 １，２００，０００円 ７８０，０００円� コースレコード３：１５．７良・良

２２ リノーンランプ 牡４栗 ５９ 小坂 忠士村中 徳広氏 中村 均 静内 佐竹 学 ４６０＋ ８３：１６．９ １３．９�

７１０ トロピカルクイーン 牝５鹿 ５８ 今村 康成小川 勲氏 武 宏平 門別 本間牧場 ４９２± ０３：１７．９６ １５．６�
６８ � タガノマスタング 牡６栗 ６０ 北沢 伸也八木 良司氏 小原伊佐美 浦河 広瀬 正昭 ４７６－ ４３：１８．４３ ４．２�
１１ メイショウアンドレ 牡６栗 ６０ 西谷 誠松本 好雄氏 安達 昭夫 門別 日西牧場 ５５０± ０３：１８．８２� ８．７�
６９ カシノオウジャ 牡６鹿 ６０ 金折 知則柏木 務氏 福永 甲 鵡川 貞広 賢治 ４９２－ ２３：１９．０１� ９．５�
８１２ アイアングリーン 牡４鹿 ５９ 黒岩 悠池上 一馬氏 坪 憲章 早来 ノーザンファーム ４７８± ０３：１９．３２ ６５．６�
８１３ ゴールデンカイザー 牡４鹿 ５９ 南井 大志鳴戸 雄一氏 大根田裕之 浦河 野表 俊一 ４７４－ ６３：１９．４� ２６．８�
５６ サザンツイスター 牡９黒鹿６０ 出津 孝一 	ノースヒルズマネ

ジメント 新川 恵 浦河 鎌田 正嗣 ４９２－ ２３：１９．６１� ２５．３

４５ � メイショウカレン 牝６鹿 ５８ 植野 貴也松本 好雄氏 安達 昭夫 門別 日西牧場 ４９４＋１２３：２０．８７ ２５．３�
５７ スリーラスカル 牡４黒鹿５９ 熊沢 重文永井商事� 大橋 勇樹 静内 朝野 勝洋 ４８０－ ２３：２３．３大差 ２．５
３３ スプリングダボス 牡８鹿 ６０ 白浜 雄造加藤 春夫氏 野村 彰彦 様似 堀 弘康 ５００＋ ２３：２６．３大差 ９．３�
７１１ トロピカルロマンス 牝４鹿 ５７ 北村 浩平小川 勲氏 武 宏平 門別 本間牧場 ４２２－ ２ 〃 ハナ ７４．９�
４４ メイショウデイジー 牝４鹿 ５７ 仲田 雅興松本 好雄氏 高橋 隆 門別 日西牧場 ４３６－ ４３：２９．７大差 ８３．３�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １４，９３４，３００円 複勝： １７，１１７，４００円 枠連： １４，１７０，７００円

普通馬連： ３７，３７５，６００円 馬単： ３２，１５９，６００円 ワイド【拡大馬連】： １３，７２８，９００円

３連複： ５５，２０８，８００円 ３連単： ８７，８２５，２００円 計： ２７２，５２０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３９０円 複 勝 � ４８０円 � ４６０円 � ２１０円 枠 連（２－７） ７，１００円

普通馬連 �� ７，６００円 馬 単 �� １４，６７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，０８０円 �� １，１１０円 �� １，１００円

３ 連 複 ��� １０，６６０円 ３ 連 単 ��� ８４，６２０円

票 数

単勝票数 計 １４９３４３ 的中 � ８４９１（６番人気）
複勝票数 計 １７１１７４ 的中 � ８５２４（７番人気）� ９０２３（６番人気）� ２６７９３（２番人気）
枠連票数 計 １４１７０７ 的中 （２－７） １４７３（２４番人気）
普通馬連票数 計 ３７３７５６ 的中 �� ３６３１（２６番人気）
馬単票数 計 ３２１５９６ 的中 �� １６１８（５２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３７２８９ 的中 �� １５８９（２６番人気）�� ３０９３（１３番人気）�� ３１１８（１１番人気）
３連複票数 計 ５５２０８８ 的中 ��� ３８２４（４２番人気）
３連単票数 計 ８７８２５２ 的中 ��� ７６６（２７９番人気）

上り １マイル １：４６．２ ４F ５３．３－３F ４０．４
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 →�→�→�」
�
�
２＝１，１０＝８－７，１３（１２，９）－６＝（３，５）＝１１，４
２＝１０－１－８＝１３－９－（７，１２）＝６＝５＝３＝１１＝４

�
�
２＝１，１０＝８－（７，１３，９）－１２－６＝５，３＝１１－４
２－１０＝１，８－１３＝９－１２＝（７，６）＝５＝３＝１１＝４

勝馬の
紹 介

リノーンランプ �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．７．１ 函館５着

２００５．３．２７生 牡４栗 母 ローズオブダイヤ 母母 ダイナアンバー 障害：１戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
※出走取消馬 ダイゴフウジン号（疾病〔右肩跛行〕のため）
※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） １頭 ライフチェンジ号
（非抽選馬） １頭 ヤマカツマドンナ号



０７０６５ ３月１５日 晴 稍重 （２１阪神１）第６日 第５競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１２時２０分 （ダート・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．７
１：０８．７

重

重

１１ ビヨンドマックス 牡３鹿 ５６ 武 幸四郎松岡 隆雄氏 増本 豊 門別 下河辺牧場 ５２０ ―１：１３．３ ６．５�

４６ ワシントンハスキー 牡３鹿 ５６ 川田 将雅吉田 和美氏 村山 明 新ひだか 福岡 清 ４８８ ―１：１３．６２ ５．８�
３５ ラプターストーム 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介佐藤 恭永氏 羽月 友彦 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９４ ―１：１３．９２ １０．８�
７１３ トウショウディール 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４６４ ―１：１４．０� ７．５�
５８ � エーシンフラクタル 牝３栗 ５４ 安藤 光彰平井 宏承氏 中尾 秀正 米 Mt. Brilliant

Farm LLC ４３６ ―１：１４．１� ５．５�
４７ コタカスター 牡３鹿 ５６ 石橋 守若草クラブ 野中 賢二 新冠 長浜 和也 ４３８ ―１：１５．３７ ２０．７�
２２ ペルシステンテ 牡３栗 ５６ 小牧 太 	キャロットファーム 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７４ ―１：１５．５１� １８．４

５９ � リアライズボブ 牡３栗 ５４ 福永 祐一入浦 智洋氏 森 秀行 亜 De la Pomme ４４０ ―１：１５．６クビ ３３．０�
７１２ パープルパッピー 牡３栗 ５６ 上野 翔中野 銀十氏 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 ４９４ ―１：１５．７� ７３．５�
８１５ スウィープアゲン 牝３鹿 ５４ 鮫島 良太浅川 皓司氏 中野 栄治 浦河 恵比寿牧場 ４５６ ―１：１６．０１� ２１．２
６１１ グッドアジャイル 牡３鹿 ５６ 東川 公則杉立 恭平氏 梅田 智之 新冠 ヒノデファーム ４７４ ―１：１６．５３ ２２．４�

（笠松）

６１０ クールレディ 牝３栗 ５４ 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４３４ ―１：１６．９２� ３５．０�
３４ サクラゼルコバ 牡３鹿 ５６ 武 豊�さくらコマース畠山 吉宏 静内 山田牧場 ４５２ ―１：１７．２１� ５．５�
２３ スリーコマンド 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎永井商事� 藤岡 範士 浦河 村中牧場 ４３６ ―１：１７．９４ ４２．５�
８１４ トウショウバゴルド 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲松山 弘平トウショウ産業� 池添 兼雄 静内 トウショウ産業株式
会社トウショウ牧場 ４４４ ―１：１８．９６ １８．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １４，１１８，８００円 複勝： １８，６１２，３００円 枠連： １７，６７２，４００円

普通馬連： ４２，７８２，６００円 馬単： ３３，７７６，８００円 ワイド【拡大馬連】： １５，８１６，６００円

３連複： ５９，３２９，９００円 ３連単： ８７，０６５，９００円 計： ２８９，１７５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６５０円 複 勝 � ２３０円 � ２００円 � ３１０円 枠 連（１－４） １，３９０円

普通馬連 �� １，６７０円 馬 単 �� ３，３７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６６０円 �� ９３０円 �� ８００円

３ 連 複 ��� ３，６９０円 ３ 連 単 ��� １７，４８０円

票 数

単勝票数 計 １４１１８８ 的中 � １７２８１（４番人気）
複勝票数 計 １８６１２３ 的中 � ２１５６２（３番人気）� ２７９２１（２番人気）� １４１５８（６番人気）
枠連票数 計 １７６７２４ 的中 （１－４） ９４４９（６番人気）
普通馬連票数 計 ４２７８２６ 的中 �� １８９７９（３番人気）
馬単票数 計 ３３７７６８ 的中 �� ７４００（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５８１６６ 的中 �� ６０３７（３番人気）�� ４１１４（８番人気）�� ４８７５（６番人気）
３連複票数 計 ５９３２９９ 的中 ��� １１８８９（４番人気）
３連単票数 計 ８７０６５９ 的中 ��� ３６７６（１５番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．３―１２．３―１２．７―１２．０―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．８―２４．１―３６．４―４９．１―１：０１．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．２―３F３６．９
３ １（６，１３）５（１０，８，１１）（７，１４，１２）１５，９，４－２＝３ ４ １，６，１３（５，８）１１－１０（７，１２）（９，１５）４－（１４，２）＝３

勝馬の
紹 介

ビヨンドマックス �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 コマンダーインチーフ 初出走

２００６．２．１６生 牡３鹿 母 クローストゥユー 母母 ドーンズヘイロー １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 ワシントンハスキー号の騎手川田将雅は，発走直後に外側に斜行したことについて戒告。（７番・８番への進路影響）

グッドアジャイル号の騎手東川公則は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（１２番への進路影響）
〔その他〕 トウショウバゴルド号は，競走中に疾病〔左第１指骨複骨折〕を発症。なお，同馬は予後不良。
※出走取消馬 ピクチャーオブユー号（事故のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１９頭 アイノデュナミス号・アートオブジェ号・エーシンクールディ号・エーティーバッハ号・クロジシジョー号・

スズカアパッシュ号・スズカアリュール号・スマイリーアサシン号・セフティビンチェロ号・ダニエルバローズ号・
ダンツライブリー号・テイエムイタンジ号・ニシノオルティア号・ピサノアラシ号・ビーグロウリアス号・
マンシュウクロフネ号・メイショウタイガ号・メイショウマムート号・ルナキッズ号

※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。



０７０６６ ３月１５日 晴 良 （２１阪神１）第６日 第６競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１２時５０分 （芝・右）

５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０７．１
１：０６．５

良

良

１１ ラインブラッド 牡３栗 ５６ 福永 祐一大澤 繁昌氏 領家 政蔵 静内 シンボリ牧場 ４８８＋１２１：１１．１ ８．１�

４７ � フィールドチャペル 牡３青 ５６ 幸 英明地田 勝三氏 藤岡 範士 米 CandyLand ４８６－１２ 〃 ハナ １０．２�
５１０ ケンブリッジエル 牡３黒鹿５６ 藤田 伸二中西 健造氏 山内 研二 新冠 有限会社 ケ

ンブリッジバレー ４６８－ ２ 〃 クビ ４．１�
２３ � コスモパイレット 牡３黒鹿５６ 和田 竜二 �ビッグレッドファーム 奥平 雅士 米 Chester Broman &

Mary R. Broman ５２２＋１２１：１１．３１ ６．２�
８１６ シルクドミニオン 牡３栗 ５６ 浜中 俊有限会社シルク坂口 正大 新ひだか 千代田牧場 ４５８＋ ２１：１１．９３� ８．３�
３５ マチカネコロモガワ 牡３栗 ５６ 川島 信二細川 益男氏 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 ４５４± ０１：１２．０� ４．４�
２４ ボーカリスト 牡３鹿 ５６ 小牧 太増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム ４７０＋ ６１：１２．２１� ３８．８	
７１３ カネコメリッチ 牡３青鹿５６ 渡辺 薫彦�岡 義雄氏 須貝 尚介 日高 野口牧場 ４７４＋ ６１：１２．３� ３０．６

３６ 	 ハートランドハーバ 牡３鹿 ５６ 下原 理豊田 稔氏 岡田 利一 浦河 丸幸小林牧場 ４９６－ ７ 〃 クビ ６０．５�

（兵庫） （兵庫）

５９ 
 アイファースイーツ 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎中島 稔氏 坪 憲章 新ひだか 加野牧場 ４１８－１０１：１２．４� ３４．３�
７１４ ハイフィールド 牝３鹿 ５４ 安藤 光彰服部 新平氏 吉岡 八郎 新ひだか へいはた牧場 ４０８－ ６ 〃 ハナ ３２．９
６１１ マルカゼウス 牡３栗 ５６ 岩田 康誠河長産業� 鶴留 明雄 千歳 社台ファーム ４７８－ ２１：１２．７１� １３．８�
４８ 
 ミッキーダイブ 牝３鹿 ５４ 熊沢 重文栗本 博晴氏 須貝 彦三 日高 三輪牧場 ４４６＋ ４１：１２．９１� １５２．９�
６１２ ホーマンライズ 牝３栃栗５４ 四位 洋文久保 博文氏 安田 隆行 平取 びらとり牧場 ４３０－ ２ 〃 クビ １６．８�
８１５ パレスシュガー 牝３鹿 ５４ 田嶋 翔坂本 肇氏 小島 貞博 新ひだか 有限会社石川牧場 ４３２± ０１：１３．１１� １３７．９�
１２ 	 エーシンパフェクト 牡３鹿 ５６ 東川 公則小島 勝美氏 伊藤 強一 浦河 �原 敏明 ４５４－ ５ （競走中止） １９０．２�

（笠松） （笠松）

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，７２３，２００円 複勝： ２４，７７６，３００円 枠連： １７，０２４，０００円

普通馬連： ５５，９６３，２００円 馬単： ３８，６３１，０００円 ワイド【拡大馬連】： １９，９８０，９００円

３連複： ７１，５２２，９００円 ３連単： １１８，７４３，７００円 計： ３６３，３６５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８１０円 複 勝 � ２８０円 � ４００円 � １９０円 枠 連（１－４） ５，２００円

普通馬連 �� ４，４５０円 馬 単 �� ８，６４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４００円 �� ６８０円 �� １，１６０円

３ 連 複 ��� ８，５２０円 ３ 連 単 ��� ４９，４６０円

票 数

単勝票数 計 １６７２３２ 的中 � １６３７５（４番人気）
複勝票数 計 ２４７７６３ 的中 � ２２９２１（５番人気）� １４３０６（７番人気）� ３９９７０（２番人気）
枠連票数 計 １７０２４０ 的中 （１－４） ２４１９（２４番人気）
普通馬連票数 計 ５５９６３２ 的中 �� ９２８３（２０番人気）
馬単票数 計 ３８６３１０ 的中 �� ３３０２（３７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９９８０９ 的中 �� ３４４４（１９番人気）�� ７４９８（４番人気）�� ４２０９（１４番人気）
３連複票数 計 ７１５２２９ 的中 ��� ６２００（２５番人気）
３連単票数 計１１８７４３７ 的中 ��� １７７２（１５３番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．２―１１．８―１１．８―１１．５―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．６―３５．４―４７．２―５８．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．５―３F３５．７
３ ・（７，１０）１３（３，８，１５）９，１２（１，５）１１，６（２，４，１４）－１６ ４ ７（１０，１３）３（８，１５）（１，９，１２）５，１１（２，６，１４）４－１６
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ラインブラッド �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Trempolino デビュー ２００８．７．２０ 函館１着

２００６．３．９生 牡３栗 母 フ ォ ー ミ ド 母母 Arisen ８戦２勝 賞金 １６，５３２，０００円
〔競走中止〕 エーシンパフェクト号は，競走中に疾病〔左第３中手骨開放骨折〕を発症し，決勝線手前で騎手が落馬したため競走中

止。
〔その他〕 シルクドミニオン号は，下見所で右前肢落鉄。興奮が著しいため蹄鉄を再装着できずに出走。
※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） ５頭 メモリーパフィア号・メリュジーヌ号・リーチコンセンサス号・リーティラ号・ワンズガーホッド号
※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。



０７０６７ ３月１５日 晴 稍重 （２１阪神１）第６日 第７競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時２０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

７１４ ジョーモルデュー 牡５鹿 ５７ 和田 竜二上田けい子氏 柴田 光陽 静内 田中 裕之 ４５６－ ２１：５４．０ ５．４�

４８ � マ サ ラ イ ト 牡５鹿 ５７ 小牧 太丸井 正貴氏 増本 豊 三石 本桐牧場 ４９０± ０１：５４．２１� ７．４�
８１６� メルシーマック 牡５芦 ５７ 東川 公則永井 康郎氏 武 宏平 平取 スガタ牧場 ４５４＋ ２ 〃 クビ １９８．４�

（笠松）

６１１ マーベラスパレード 牡６栗 ５７ 下原 理笹原 貞生氏 柴田 政見 新冠 ヤマオカ牧場 ４７４± ０１：５４．５１� ８．３�
（兵庫）

５１０ ステラパラダイス 牡５栗 ５７ 幸 英明後藤 繁樹氏 崎山 博樹 静内 曾田農園 ４９４＋ ２１：５４．６� ４８．５�
１１ ホウライブライアン 牡４黒鹿５７ 武 豊橋元 幸平氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 B４６８± ０ 〃 アタマ ３．６�
３６ � ジェンティリティー 牡４栗 ５７ 岩田 康誠前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ５５０＋ ４１：５５．３４ ２１．７�
４７ メイショウオニカゲ 牡４黒鹿５７ 福永 祐一松本 好雄氏 安田 隆行 門別 下河辺牧場 B４５８＋２２１：５５．５１� ２４．４	
７１３ アクセルカフェ 牡５黒鹿５７ 藤田 伸二平賀 修二氏 山内 研二 静内 出羽牧場 ５６２－１０１：５５．６クビ ３．９

２３ インサイダー 牡６栗 ５７

５４ ▲松山 弘平堀越 毅一氏 小林 常泰 静内 飛野牧場 ５１０± ０ 〃 ハナ ７１．９�
８１５ アールヌーヴォー 牝５栗 ５５ 川田 将雅飯田 正剛氏 松田 博資 静内 千代田牧場 B４５０＋ ２ 〃 クビ １９．３�
３５ ウインアトラス 牡４栗 ５７ 浜中 俊ウイン 藤原 英昭 新冠 村上 欽哉 ４４４± ０ 〃 ハナ ２７．６�
２４ メイショウユウシャ 牡４栗 ５７ 熊沢 重文松本 好雄氏 河内 洋 浦河 中脇 満 ５００＋１２１：５５．７クビ ２４．３�
５９ ブルーホリゾン 牡５鹿 ５７ 藤岡 佑介金子真人ホール

ディングス 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４５４＋ ４１：５６．０１� ８８．２�
１２ ナリタコンコルド 	５鹿 ５７ 田島 裕和オースミ 藤沢 則雄 早来 ノーザンファーム ４９２± ０１：５７．１７ １０６．０�
６１２ ハッピーラベンダー 牝４鹿 ５５ 秋山真一郎宮本 貞雄氏 羽月 友彦 門別 石原牧場 ４５８－ ４１：５７．６３ ２２６．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，４６０，４００円 複勝： ３０，９０２，９００円 枠連： ２２，３３５，６００円

普通馬連： ６３，５５８，０００円 馬単： ４５，２７６，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，４２５，４００円

３連複： ８０，４９５，８００円 ３連単： １３０，３９４，５００円 計： ４１５，８４９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � ２１０円 � ２５０円 � ４，０６０円 枠 連（４－７） ７４０円

普通馬連 �� １，８９０円 馬 単 �� ３，７１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８４０円 �� １４，４４０円 �� １４，０２０円

３ 連 複 ��� １２１，４９０円 ３ 連 単 ��� ４０９，５００円

票 数

単勝票数 計 ２０４６０４ 的中 � ３０３６８（３番人気）
複勝票数 計 ３０９０２９ 的中 � ４５１１９（２番人気）� ３５３２２（５番人気）� １５３３（１５番人気）
枠連票数 計 ２２３３５６ 的中 （４－７） ２２４２６（４番人気）
普通馬連票数 計 ６３５５８０ 的中 �� ２４８２３（９番人気）
馬単票数 計 ４５２７６６ 的中 �� ９０２０（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２４２５４ 的中 �� ６９７２（１０番人気）�� ３７１（８４番人気）�� ３８２（８２番人気）
３連複票数 計 ８０４９５８ 的中 ��� ４８９（２１７番人気）
３連単票数 計１３０３９４５ 的中 ��� ２３５（９４２番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．３―１４．０―１３．１―１２．３―１２．６―１３．０―１２．４―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．９―３７．９―５１．０―１：０３．３―１：１５．９―１：２８．９―１：４１．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．７―３F３８．１
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

ジョーモルデュー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００６．９．２４ 中京８着

２００４．２．２０生 牡５鹿 母 ジョーセクレタリー 母母 ジョーセイバー ２１戦３勝 賞金 ４４，２００，０００円
※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。



０７０６８ ３月１５日 晴 良 （２１阪神１）第６日 第８競走 ��
��１，６００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時５０分 （芝・右・外）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．５

良

良

３６ � オセアニアボス 牡４青鹿５６ 武 豊�グランプリ 矢作 芳人 豪 Strawberry
Hill Stud ４８８－ ２１：３７．２ ３．１�

６１１ マイネルインゼル 牡４栗 ５７ 岩田 康誠 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム ４７２＋ ２１：３７．４１� ３．０�

７１４ プティマカロン 牝４青鹿５５ 田嶋 翔伊達 大雄氏 小島 貞博 新冠 競優牧場 ４５６＋ ８ 〃 クビ ３２．９�
１２ タンホイザー 牡４青 ５７ 浜中 俊門野 重雄氏 岡田 稲男 静内 フジワラフアーム ４７４± ０ 〃 ハナ ６．１�
８１６ エイワンキセキ 牝５青鹿５５ 藤田 伸二荒木 誠氏 伊藤 伸一 新冠 中本 隆志 ４７８± ０１：３７．５クビ １３．８�
２４ ナリタスレンダー 	４鹿 ５７ 幸 英明�オースミ 木原 一良 浦河 田中スタッド ４７８± ０ 〃 クビ １１．６�
４８ � ベストプロジェクト 牡４栗 ５７ 福永 祐一薗部 博之氏 宗像 義忠 米 Flaxman

Holdings Ltd ４９４＋ ２１：３７．７１
 １３．１	
１１ ビルトミーアップ 牝４鹿 ５５ 藤岡 佑介飯田 政子氏 武市 康男 静内 千代田牧場 ４４６－ ２１：３７．８� １０５．１

２３ マイネルレギメント 牡４黒鹿５７ 吉田 隼人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 浦河 笹地牧場 ５２８＋ ２１：３８．０� ２２．４�
５９ メジロアースラ 牝４青鹿５５ 四位 洋文�メジロ牧場 田島 良保 洞爺 メジロ牧場 ４７４－ ４ 〃 クビ ５５．３
３５ ドリームラプチャー 牡４鹿 ５７ 和田 竜二セゾンレースホース� 高橋 裕 青森 伊藤牧場 ４９２－ ８１：３８．１クビ ４４．４�
４７ ホッコービクトリー 牡４栗 ５７ 下原 理矢部 幸一氏 笹田 和秀 浦河 高昭牧場 ５００＋１０１：３８．２
 １９２．３�

（兵庫）

８１５ ショウリュウアクト 牡５栗 ５７ 川田 将雅上田 亙氏 佐々木晶三 三石 原口牧場 ４８２± ０ 〃 アタマ ３７．７�
７１３ チャールストン 牝４黒鹿５５ 鮫島 良太谷水 雄三氏 長浜 博之 静内 カントリー牧場 B４６８＋ ４１：３８．５２ ６９．８�
６１２� タガノドミナーレ 牡４栗 ５７ 東川 公則八木 良司氏 小原伊佐美 静内 大典牧場 ４６０－ ５１：３８．９２
 ３０６．５�

（笠松）

５１０ ドリームローズ 牝４鹿 ５５ 武 幸四郎金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ４９８＋１２１：３９．３２
 ４８．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，０８１，５００円 複勝： ３８，６２３，６００円 枠連： ２２，２７１，７００円

普通馬連： ８５，５５１，６００円 馬単： ５８，３８１，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，９９０，５００円

３連複： ９５，７８８，８００円 ３連単： １７８，１６７，５００円 計： ５３１，８５７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １２０円 � １４０円 � ４４０円 枠 連（３－６） ４６０円

普通馬連 �� ４５０円 馬 単 �� ８１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� １，２６０円 �� １，０８０円

３ 連 複 ��� ３，７２０円 ３ 連 単 ��� １２，５６０円

票 数

単勝票数 計 ２５０８１５ 的中 � ６４７３７（２番人気）
複勝票数 計 ３８６２３６ 的中 � １１３０１８（１番人気）� ８５９２８（２番人気）� １３６８８（８番人気）
枠連票数 計 ２２２７１７ 的中 （３－６） ３６１１２（１番人気）
普通馬連票数 計 ８５５５１６ 的中 �� １４３００４（１番人気）
馬単票数 計 ５８３８１８ 的中 �� ５３５３３（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７９９０５ 的中 �� ４４８７１（１番人気）�� ４６６９（１５番人気）�� ５５０２（１３番人気）
３連複票数 計 ９５７８８８ 的中 ��� １９００８（１０番人気）
３連単票数 計１７８１６７５ 的中 ��� １０４７３（２４番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．２―１２．５―１２．７―１２．２―１２．１―１１．３―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２４．０―３６．５―４９．２―１：０１．４―１：１３．５―１：２４．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．０―３F３５．８
３ １３，５，１１（１，１０）６（２，３，１２）（１４，１５）１６，４，９（８，７） ４ ・（１３，５）（１，１１）６（２，１０）（３，１２）（８，１４，１５）（４，１６）９－７

勝馬の
紹 介

�オセアニアボス �
�
父 Red Ransom �

�
母父 Sunday Silence デビュー ２００８．６．２１ 阪神３着

２００５．９．４生 牡４青鹿 母 Touched By God 母母 Sally Klaire ９戦２勝 賞金 ２４，７７９，０００円
〔発走状況〕 ドリームローズ号は，枠入り不良。発走時刻２分遅延。
〔調教再審査〕 ドリームローズ号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ４頭 カシノネロ号・ゼットファースト号・ディープキッス号・メイショウシーマ号
※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。



０７０６９ ３月１５日 晴 良 （２１阪神１）第６日 第９競走 ��
��２，４００�

あ わ じ

淡 路 特 別
発走１４時２５分 （芝・右・外）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ３０８，０００円 ８８，０００円 ４４，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２４．７
２：２２．１

良

良

１１ ワンダームシャ 牡４鹿 ５６ 東川 公則山本 信行氏 野元 昭 三石 米田牧場 ４６２＋ ２２：２９．７ ６３．３�
（笠松）

８１２ テンシノゴールド 牡６鹿 ５７ 小牧 太杉谷 枡夫氏 橋口弘次郎 門別 北海牧場 ４７６± ０２：３０．４４ ６．０�
２２ タガノファントム 牡５栗 ５７ 岩田 康誠八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４６６－ ２ 〃 クビ ３．６�
４４ マリエンベルク 牡４栗 ５６ 幸 英明 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松元 茂樹 浦河 日進牧場 ４９８± ０２：３０．５� ２８．５�
５６ マッキーバッハ 牡４鹿 ５６ 和田 竜二薪浦 亨氏 石坂 正 門別 浜本牧場 ４５２± ０ 〃 クビ ６．７�
６９ ティルフィング 牡５栗 ５７ 安藤 光彰 �キャロットファーム 大根田裕之 早来 ノーザンファーム ４５０± ０ 〃 アタマ ４８．１	
６８ ミスターシーザ 牡６芦 ５７ 秋山真一郎廣嶋 景子氏 中尾 秀正 門別 春木 昭雄 ４５０＋ ４２：３０．７１� ３８．６

７１１	 エターナルクラウン 牡５鹿 ５７ 福永 祐一 �ユートピア牧場 田島 良保 登別 ユートピア牧場 ５００－ ２２：３０．９１� １１．２�
７１０ ザサンデーフサイチ 牡５黒鹿５７ 武 豊関口 房朗氏 松田 国英 早来 ノーザンファーム ５０６－ ８２：３１．３２� ３．６�
５７ ディジュリドゥー 牡５鹿 ５７ 熊沢 重文�錦岡牧場 柴田 政見 新冠 錦岡牧場 ５１４－ ２２：３１．４クビ １８．９
８１３ チャイコフスキー 牡４青鹿５６ 下原 理山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５１８－１２ 〃 同着 ８．５�

（兵庫）

３３ ショウナンパレス 牡８栗 ５７ 川田 将雅国本 哲秀氏 本間 忍 浦河 日田牧場 ４７４－１２ 〃 ハナ ８０．０�
４５ デスティニーローグ 牡５青鹿５７ 石橋 守 �サンデーレーシング 小島 太 早来 ノーザンファーム ５５２－１０２：３２．６７ ７０．３�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２８，４５９，６００円 複勝： ４４，９４３，０００円 枠連： ３２，９７６，９００円

普通馬連： １２０，９８７，１００円 馬単： ７９，７６０，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，６０６，９００円

３連複： １４３，６２０，６００円 ３連単： ３０３，８２５，０００円 計： ７８９，１７９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６，３３０円 複 勝 � １，４８０円 � １８０円 � １６０円 枠 連（１－８） １３，２００円

普通馬連 �� ２６，９８０円 馬 単 �� ７５，８６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６，０３０円 �� ３，６４０円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� ２９，２００円 ３ 連 単 ��� ３６７，５８０円

票 数

単勝票数 計 ２８４５９６ 的中 � ３５４７（１１番人気）
複勝票数 計 ４４９４３０ 的中 � ５４２８（１３番人気）� ７３６２３（３番人気）� ９０７９０（１番人気）
枠連票数 計 ３２９７６９ 的中 （１－８） １８４５（２４番人気）
普通馬連票数 計１２０９８７１ 的中 �� ３３１０（５２番人気）
馬単票数 計 ７９７６０５ 的中 �� ７７６（１１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４６０６９ 的中 �� １３００（５１番人気）�� ２１７３（３８番人気）�� ２８１０５（２番人気）
３連複票数 計１４３６２０６ 的中 ��� ３６３０（８１番人気）
３連単票数 計３０３８２５０ 的中 ��� ６１０（７０４番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．８―１３．２―１２．９―１２．７―１２．５―１２．７―１３．０―１２．５―１２．１―１１．４―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．８―２４．６―３７．８―５０．７―１：０３．４―１：１５．９―１：２８．６―１：４１．６―１：５４．１―２：０６．２―２：１７．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ワンダームシャ �
�
父 アラムシャー �

�
母父 キンググローリアス デビュー ２００８．１．２７ 小倉８着

２００５．４．２生 牡４鹿 母 ワンダーマッスル 母母 ワンダーヒロイン １５戦３勝 賞金 ３２，７０８，０００円
※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。



０７０７０ ３月１５日 晴 稍重 （２１阪神１）第６日 第１０競走 ��
��１，８００�

こうなん

甲南ステークス
発走１５時００分 （ダート・右）

４歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００円
付 加 賞 ３５７，０００円 １０２，０００円 ５１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

２４ フォーティファイド 牡４栗 ５７ 武 豊吉田 和美氏 石坂 正 門別 中前 義隆 ５０６＋ ６１：５１．９ ２．３�

４８ ポーカーフェイス 牡５栗 ５７ 岩田 康誠前田 晋二氏 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８８± ０１：５２．０� １１．７�
７１３ スマートサイクロン 牡６鹿 ５７ 吉田 隼人大川 徹氏 高木 登 門別 野島牧場 ５２２－ ２１：５２．１クビ ４０．３�
６１２� エターナルスマイル 牡７鹿 ５７ 伊藤 直人 �ユートピア牧場 斎藤 誠 登別 ユートピア牧場 ５０２－ ６ 〃 ハナ ６２．１�
５９ 	 ピサノデイラニ 牡５黒鹿５７ 下原 理市川 義美氏 藤沢 和雄 米 Mt Brilliant

Farm LLC ５２２－１６１：５２．２クビ ３．６�
（兵庫）

２３ ジェントルフォーク 牡４鹿 ５７ 四位 洋文 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 領家 政蔵 浦河 日進牧場 ４７４－ ４１：５２．６２
 ３４．０	

１１ コロナグラフ 牡４鹿 ５７ 武 幸四郎 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム ４９４＋ ４１：５２．７
 ８．１

１２ メ ン デ ル 牡７鹿 ５７ 小牧 太太田 美實氏 梅田 智之 静内 藤原牧場 B４７４＋１４１：５３．１２
 ６．４�
４７ グッドフロマージュ 牡６鹿 ５７ 藤岡 佑介杉立 恭平氏 宮 徹 新冠 アラキフアーム ５２２＋ ４１：５３．２クビ ４９．２�
８１５ マイネルマニセス 牡５黒鹿５７ 鮫島 良太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム ４９６－ ４ 〃 クビ １２３．４

８１６� フォグキャスケード 牡７鹿 ５７ 渡辺 薫彦伊藤 仁氏 木原 一良 静内 フジワラフアーム ５０６＋ ８１：５３．７３ ２９３．９�
（７９７４）

５１０ ニシノドーン 牡５黒鹿５７ 和田 竜二西山 茂行氏 宮本 博 鵡川 西山牧場 ４５０＋ ６１：５３．９１� ６８．８�
６１１ ナムラスピード 牡６栗 ５７ 幸 英明奈村 信重氏 大橋 勇樹 静内 野坂牧場 ４９８＋ ２１：５４．３２
 ２７．０�
７１４ プログレスエバー 牡６鹿 ５７ 菊地 昇吾橋場 勇二氏 宮 徹 浦河 大島牧場 ５７２＋ ６１：５４．４クビ １１０．６�
３５ ヤマタケゴールデン 牡６栗 ５７ 池田 鉄平山中 和子氏 畠山 重則 静内 静内酒井牧場 ４９６＋２０１：５４．８２
 １１０．３�
３６ タガノエスペランサ 牡６鹿 ５７ 秋山真一郎八木 昌司氏 中尾 秀正 新冠 越湖牧場 ４５６－ ８１：５５．７５ １８７．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３４，５３２，７００円 複勝： ５８，１４４，９００円 枠連： ４０，３２６，０００円

普通馬連： １５７，５１２，０００円 馬単： １０７，１０４，０００円 ワイド【拡大馬連】： ４４，５２１，９００円

３連複： １８１，３０３，２００円 ３連単： ４０８，１２３，２００円 計： １，０３１，５６７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １３０円 � ３５０円 � ９２０円 枠 連（２－４） ８２０円

普通馬連 �� １，２００円 馬 単 �� １，９２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５９０円 �� １，３２０円 �� ４，０６０円

３ 連 複 ��� １０，１３０円 ３ 連 単 ��� ３１，８１０円

票 数

単勝票数 計 ３４５３２７ 的中 � １１９４１６（１番人気）
複勝票数 計 ５８１４４９ 的中 � １９１１５１（１番人気）� ３４３９７（５番人気）� １１２７５（８番人気）
枠連票数 計 ４０３２６０ 的中 （２－４） ３６６６１（４番人気）
普通馬連票数 計１５７５１２０ 的中 �� ９７２４６（５番人気）
馬単票数 計１０７１０４０ 的中 �� ４１３１２（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４４５２１９ 的中 �� １９９３３（６番人気）�� ８２１７（１２番人気）�� ２５６３（３６番人気）
３連複票数 計１８１３０３２ 的中 ��� １３２１５（２９番人気）
３連単票数 計４０８１２３２ 的中 ��� ９４７１（８４番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．８―１２．８―１２．２―１２．５―１２．７―１２．８―１２．６―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．５―３６．３―４８．５―１：０１．０―１：１３．７―１：２６．５―１：３９．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．９―３F３８．２
１
３
１（６，９）１１－（４，１３）（２，１４）３（５，８）（１２，１５，１０）（７，１６）
１，９（６，１１，１４）（４，１３）（２，３）５（８，１０）（１２，１６）（１５，７）

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

勝馬の
紹 介

フォーティファイド �
�
父 フォーティナイナー �

�
母父 アイネスフウジン デビュー ２００８．４．５ 阪神３着

２００５．５．３０生 牡４栗 母 ファストフレンド 母母 ザラストワード ９戦４勝 賞金 ５５，４１１，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
※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） ５頭 セフティーステージ号・ゼンノトレヴィ号・ツルマルビビッド号・ハードシーキング号・プロフェッショナル号
※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。



０７０７１ ３月１５日 晴 良 （２１阪神１）第６日 第１１競走 ��
��１，４００�第４３回報知杯フィリーズレビュー（ＪｐｎⅡ）

発走１５時３５分 （桜花賞トライアル） （芝・右）

牝，３歳；負担重量は，馬齢重量
報知新聞社賞（１着）

賞 品
本 賞 ５２，０００，０００円 ２１，０００，０００円 １３，０００，０００円 ７，８００，０００円 ５，２００，０００円
付 加 賞 １，３７２，０００円 ３９２，０００円 １９６，０００円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：１９．９
１：１９．０

良

良

４７ ワンカラット 牝３黒鹿５４ 藤岡 佑介青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム ４９２－ ２１：２２．４ １８．５�

３６ アイアムカミノマゴ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一堀 紘一氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４６４＋ ４１：２２．６１� １２．６�
７１３ レディルージュ 牝３青鹿５４ 鮫島 良太 �ロードホースクラブ 安田 隆行 三石 ケイアイファーム ４２４－ ２１：２２．８１� ７９．６�
６１１ ミクロコスモス 牝３鹿 ５４ 武 豊 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４６６＋ ８１：２３．４３� １．６�
５１０ アイレンベルク 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 正雄 浦河 グラストレーニ
ングセンター ４１８－ ４１：２３．５� ５２．７�

８１６� ラヴェリータ 牝３芦 ５４ 四位 洋文 �ノースヒルズマネ
ジメント 松元 茂樹 米 Dell Ridge

Farm ４９４－ ２ 〃 ハナ ２５．８	
５９ ショウナンカッサイ 牝３鹿 ５４ 幸 英明国本 哲秀氏 北出 成人 静内 静内フアーム ４３８－ ２ 〃 ハナ １１．３

８１５ チャームポット 牝３栗 ５４ 和田 竜二タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 ４３８＋１２１：２３．６	 ３２．９�
３５ ス イ リ ン カ 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎�ヤブウチ 長浜 博之 日高 広富牧場 ４１２－ ２１：２３．７クビ １６．１�
４８ アンジュアイル 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人安原 浩司氏 安田伊佐夫 浦河 赤田牧場 ４７０＋ ８１：２３．８	 ２１．８
１２ パールシャドウ 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠飯塚 知一氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４４２± ０１：２３．９	 １７．７�
７１４ コウエイハート 牝３栗 ５４ 川田 将雅伊東 政清氏 山内 研二 鹿児島 伊東 政清 ４５８－ ２１：２４．１１� ２２．７�
２４ スペシャルクイン 牝３青鹿５４ 浜中 俊菅藤 宗一氏 目野 哲也 浦河 小池 博幸 ４４４－ ６１：２４．２� ４１．９�
２３ アディアフォーン 牝３黒鹿５４ 小牧 太 �ノースヒルズマネ

ジメント 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５８－ ６１：２４．４１� ４１．５�
６１２ フキラウソング 牝３栗 ５４ 藤田 伸二金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４６４± ０１：２４．５� ５８．２�
１１ キリコンサート 牝３鹿 ５４ 上野 翔�本桐牧場 飯田 雄三 三石 本桐牧場 ４１２± ０１：２７．７大差 １６６．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３４，６２１，２００円 複勝： ２２７，８８１，６００円 枠連： １３６，９８９，９００円

普通馬連： ７１３，８２４，６００円 馬単： ４６０，２４８，２００円 ワイド【拡大馬連】： １７９，４４６，３００円

３連複： ８４９，２５１，０００円 ３連単： ２，０６３，２８６，４００円 計： ４，７６５，５４９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，８５０円 複 勝 � ６５０円 � ４５０円 � ２，２２０円 枠 連（３－４） ２，０５０円

普通馬連 �� ５，８２０円 馬 単 �� １４，６４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６６０円 �� ９，６３０円 �� ８，１００円

３ 連 複 ��� １０９，６１０円 ３ 連 単 ��� ６６８，７４０円

票 数

単勝票数 計１３４６２１２ 的中 � ５７３５２（６番人気）
複勝票数 計２２７８８１６ 的中 � ９３３３３（５番人気）� １４３７２８（２番人気）� ２４９５６（１５番人気）
枠連票数 計１３６９８９９ 的中 （３－４） ４９３３０（８番人気）
普通馬連票数 計７１３８２４６ 的中 �� ９０６４１（１８番人気）
馬単票数 計４６０２４８２ 的中 �� ２３２１３（３４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１７９４４６３ 的中 �� ２７３３９（１５番人気）�� ４５２８（８６番人気）�� ５３９０（７９番人気）
３連複票数 計８４９２５１０ 的中 ��� ５７１８（２３４番人気）
３連単票数 計２０６３２８６４ 的中 ��� ２２７７（１１５１番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．５―１１．５―１２．０―１２．２―１２．０―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２２．８―３４．３―４６．３―５８．５―１：１０．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワンカラット �
�
父 Falbrav �

�
母父 Pistolet Bleu デビュー ２００８．８．１０ 小倉１着

２００６．４．３生 牝３黒鹿 母 バルドウィナ 母母 Balioka ６戦２勝 賞金 ７５，７２０，０００円
〔その他〕 キリコンサート号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 キリコンサート号は，平成２１年４月１５日まで出走できない。
※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） ５頭 エイシンフェアリー号・オーシャンロード号・コルサージュ号・シゲルクニミヤマ号・ジョーゲルダ号
※一般事項Ⅴ－２の（４）によりワンカラット号・アイアムカミノマゴ号・レディルージュ号は，桜花賞（JpnⅠ）競走に優先出走できる。



０７０７２ ３月１５日 晴 稍重 （２１阪神１）第６日 第１２競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１６時１０分 （ダート・右）

牝，１０００万円以下；負担重量は，５５�
本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．７
１：０８．７

重

重

４６ エリモハルカ 牝５栗 ５５ 渡辺 薫彦山本 敏晴氏 沖 芳夫 浦河 中島牧場 ４９４－１０１：１２．０ ２６．１�

３４ ストーリーテリング 牝４鹿 ５５ 川島 信二�日進牧場 荒川 義之 浦河 日進牧場 ４７４－ ４ 〃 クビ １２．０�
１１ オ オ ヒ メ 牝５黒鹿５５ 藤田 伸二武田 康氏 柄崎 孝 茨城 武田 豊文 ５２０－ ２１：１２．１� １．９�
６１０ ファルネーゼ 牝４栗 ５５ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６６＋１４１：１２．２� ６．２�
７１１ マイディスカバリー 牝４鹿 ５５ 藤岡 佑介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 矢作 芳人 静内 寺越 政幸 B４４４－ ６１：１２．３クビ ２９．７�
５８ ジ ャ ド ー ル 牝５青鹿５５ 武 豊 �グリーンファーム 池上 昌弘 千歳 社台ファーム ４９２± ０１：１２．５１� ４．２	
７１２ ビーチブリーズ 牝５青鹿 ５５

５２ ▲松山 弘平吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム ４７８－ ４１：１２．８１� ４２．９

２２ キンショーオトヒメ 牝４栗 ５５ 吉田 隼人礒野日出夫氏 中村 均 浦河 昭和牧場 ４２８－ ４１：１２．９� １００．５�
５７ ニシノヴァネッサ 牝５芦 ５５ 酒井 学西山 茂行氏 田所 秀孝 鵡川 西山牧場 ４７６－ ６ 〃 クビ １７．７�
３３ ショウナンサリーレ 牝６青 ５５ 小牧 太�湘南 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 ４７８－ ２１：１３．２１� ７４．３
８１３ エイシンルンナ 牝７芦 ５５ 川田 将雅平井 豊光氏 小崎 憲 浦河 栄進牧場 ４７６＋ ４１：１３．３� ３３．０�
８１４ パッションローズ 牝４栗 ５５ 福永 祐一�下河辺牧場 岡田 稲男 門別 下河辺牧場 ５２２＋ ４１：１３．８３ ５１．３�
６９ キ ー レ タ ー 牝６鹿 ５５ 幸 英明北前孔一郎氏 目野 哲也 浦河 村下農場 ４９４＋３４１：１４．２２� １３０．４�
４５ ニ シ ノ マ オ 牝５黒鹿５５ 浜中 俊西山 茂行氏 宮本 博 鵡川 西山牧場 ４８６－ ６１：１４．３� ７５．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ４６，８０２，１００円 複勝： ５０，８８１，４００円 枠連： ４３，８４４，９００円

普通馬連： １６５，４５４，０００円 馬単： １１４，３６９，０００円 ワイド【拡大馬連】： ４８，７３５，５００円

３連複： １９５，４１４，８００円 ３連単： ４５６，０１４，９００円 計： １，１２１，５１６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，６１０円 複 勝 � ４６０円 � ２５０円 � １３０円 枠 連（３－４） ６，６５０円

普通馬連 �� １０，７１０円 馬 単 �� ２６，７８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，４４０円 �� ８３０円 �� ４１０円

３ 連 複 ��� ５，５９０円 ３ 連 単 ��� ６５，４９０円

票 数

単勝票数 計 ４６８０２１ 的中 � １４１６４（６番人気）
複勝票数 計 ５０８８１４ 的中 � ２０３４９（６番人気）� ４６２１１（４番人気）� １６２８３０（１番人気）
枠連票数 計 ４３８４４９ 的中 （３－４） ４８６９（２０番人気）
普通馬連票数 計１６５４５４０ 的中 �� １１４１０（２８番人気）
馬単票数 計１１４３６９０ 的中 �� ３１５２（６０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４８７３５５ 的中 �� ４５４３（２６番人気）�� １４３０２（７番人気）�� ３２００７（３番人気）
３連複票数 計１９５４１４８ 的中 ��� ２５８０６（１５番人気）
３連単票数 計４５６０１４９ 的中 ��� ５１３９（１７８番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．０―１１．５―１２．３―１２．１―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．３―３４．８―４７．１―５９．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．７―３F３７．２
３ １１（６，１２）（１，１４）（４，８）－（１０，１３）７，９－（２，５）－３ ４ １１，６（１，１２）１４（７，４，８）１０，１３，９－２，５－３

勝馬の
紹 介

エリモハルカ �
�
父 ナリタトップロード �

�
母父 ロドリゴデトリアーノ デビュー ２００６．６．２５ 京都３着

２００４．２．２５生 牝５栗 母 エリモメロディー 母母 エリモシユーテング ２１戦３勝 賞金 ３９，７８０，０００円



（２１阪神１）第６日 ３月１５日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
重後稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １８１頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２７９，５２０，０００円
８，５２０，０００円
２３，３８０，０００円
２，９１０，０００円
２９，０３０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６４，９５４，５００円
５，６０４，６００円
１，７９１，９００円

勝馬投票券売得金
３９６，６７４，９００円
６２９，４０３，０００円
３９２，５６２，０００円
１，５７６，１９６，９００円
１，０９９，９４５，２００円
４６２，２５９，６００円
１，９１５，４７６，７００円
４，１７１，９０６，１００円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 １０，６４４，４２４，４００円

総入場人員 ２４，１４５名 （有料入場人員 ２２，９２７名）




