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０６０２５ ３月５日 晴 良 （２３阪神１）第３日 第１競走 ��１，２００�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

１：０９．７
１：０８．７

重

重

４６ アンクレット 牝３栗 ５４ 武 豊山本 英俊氏 石坂 正 千歳 社台ファーム ４１８± ０１：１５．２ ２．５�

３５ ロ ン ド 牝３青鹿 ５４
５１ ▲藤懸 貴志水上 行雄氏 平田 修 浦河 笠松牧場 ４６４＋ ４１：１５．５２ ３．０�

３４ ジョウショーコトミ 牝３芦 ５４
５１ ▲花田 大昂熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 田中 元寿 B４３６＋１２１：１５．７１� ２２．３�

８１４ キャリーウェーブ 牝３黒鹿５４ 熊沢 重文吉田 和子氏 荒川 義之 新ひだか 片山牧場 ４４８＋ ４ 〃 ハナ １５．６�
８１５ シーエーユウカ 牝３鹿 ５４

５１ ▲国分 優作松田 整二氏 牧浦 充徳 新ひだか グランド牧場 ４６８＋２０１：１５．９１ １３８．０�
１１ トーホウエルザ 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠東豊物産� 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 ４６４－ ２ 〃 クビ ４２．８�
７１３ テイエムラブパワー 牝３黒鹿５４ 福永 祐一竹園 正繼氏 鈴木 孝志 浦河 金成吉田牧場 ４９２± ０１：１６．０クビ ７．６	
４７ ミスバイアモン 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲森 一馬平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ４５２－１０１：１６．４２� ２０７．６

６１１ ロイヤルネイチャー 牝３鹿 ５４ 安部 幸夫桜井 欣吾氏 田島 良保 新ひだか 飛野牧場 ４２４± ０１：１６．５� ８．９�

（愛知）

５８ プラチナアリュール 牝３栗 ５４ 池添 謙一飯田 良枝氏 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 ４４４－ ２１：１６．６� １５．８�
２３ サイキョウファスト 牝３鹿 ５４ 四位 洋文奥本賢一郎氏 角田 晃一 新冠 森永 正志 ４４２－ ４１：１６．７クビ ８７．４
５９ スキャターザスノウ 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介吉田 和美氏 庄野 靖志 平取 稲原牧場 ４１８－ ４１：１７．０２ ６９．３�
７１２ ア フ ェ ッ ト 牝３鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介永田 和彦氏 大根田裕之 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム ４１８± ０ 〃 アタマ ２２．５�

６１０ キョウワジョリー 牝３鹿 ５４ 上野 翔�協和牧場 木原 一良 新冠 協和牧場 ４３４＋ ８１：１７．３１� ２５３．４�
２２ シゲルチョウサヤク 牝３栗 ５４ 浜中 俊森中 蕃氏 五十嵐忠男 日高 戸川牧場 ３９２＋１０１：１９．９大差 １７０．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １３，５６５，４００円 複勝： ２１，６１１，４００円 枠連： １０，０９９，１００円

普通馬連： ３５，３０５，０００円 馬単： ２５，９０９，９００円 ワイド【拡大馬連】： １６，５７５，０００円

３連複： ５３，５７７，６００円 ３連単： ８３，２６３，４００円 計： ２５９，９０６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １４０円 � １５０円 � ５００円 枠 連（３－４） ３４０円

普通馬連 �� ３８０円 馬 単 �� ７９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� ９７０円 �� ８８０円

３ 連 複 ��� ２，７５０円 ３ 連 単 ��� ８，５１０円

票 数

単勝票数 計 １３５６５４ 的中 � ４２７７１（１番人気）
複勝票数 計 ２１６１１４ 的中 � ５０７７３（１番人気）� ４６６２９（２番人気）� ７３４２（８番人気）
枠連票数 計 １００９９１ 的中 （３－４） ２２３２７（１番人気）
普通馬連票数 計 ３５３０５０ 的中 �� ６９９５２（１番人気）
馬単票数 計 ２５９０９９ 的中 �� ２４４００（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６５７５０ 的中 �� ２６７７９（１番人気）�� ３６１１（１３番人気）�� ４０２０（１１番人気）
３連複票数 計 ５３５７７６ 的中 ��� １４４０７（６番人気）
３連単票数 計 ８３２６３４ 的中 ��� ７２２３（１４番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．０―１２．４―１２．７―１２．５―１３．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．８―２３．８―３６．２―４８．９―１：０１．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．４―３F３９．０
３ １５，６，８，１３（４，５，１４）（７，１１）（９，１０）－１，１２，３＝２ ４ ・（１５，６）（８，１３）（５，１４）４（７，１１）１０（１，９）１２－３＝２

勝馬の
紹 介

アンクレット �
�
父 Footstepsinthesand �

�
母父 Monsun デビュー ２０１０．１０．１７ 京都５着

２００８．４．３生 牝３栗 母 フローリオット 母母 Fureau ４戦１勝 賞金 ６，９５０，０００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〕 シゲルチョウサヤク号は，平成２３年４月５日まで平地競走に出走できない。
※ミスバイアモン号は，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。

０６０２６ ３月５日 晴 良 （２３阪神１）第３日 第２競走 ��
��１，８００�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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

５８ ヴイブラッド 牡３青鹿５６ 小牧 太北側 雅司氏 小崎 憲 新ひだか 大典牧場 ４７２－１０１：５６．１ ３．３�

５７ � エーシンイオマンテ 牡３鹿 ５６ 武 豊�栄進堂 岡田 稲男 愛 Peter and
Jackie Grimes ４７８－ ２ 〃 クビ １８．１�

６９ タガノプリンス 牡３鹿 ５６ 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＋ ４１：５６．８４ ３．２�

８１３ キーメーカー 牡３鹿 ５６
５３ ▲国分 優作北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 高瀬 敦 ４８０－ ２１：５７．２２� ７７．５�

１１ シンワカントリー 牡３黒鹿 ５６
５５ ☆国分 恭介若尾 昭一氏 武 宏平 日高 エンドレス

ファーム ４９０－ ４１：５７．４１� １４．６�
４５ � ダンスオブウォー 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三 H.R.H．プリンセス・ハヤ 中竹 和也 米 Darley ５０６＋ ４１：５７．５� ９．３�
４６ ラインレグルス 牡３鹿 ５６

５３ ▲森 一馬大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 高橋 修 ４８４－ ４１：５７．６クビ ７．７	
２２ ナリタデリゲート 牡３黒鹿５６ 福永 祐一�オースミ 木原 一良 日高 千葉飯田牧場 ５０４＋２２１：５８．０２� ６．０

７１１ メーンテーブル 牝３栗 ５４ 四位 洋文谷水 雄三氏 角居 勝彦 新ひだか カントリー牧場 ４７２－ ４１：５８．２１� １１．８�
７１２ レイクキャスケード 牡３青鹿５６ 熊沢 重文伊藤 仁氏 藤沢 則雄 日高 白井牧場 ４７０＋ ２１：５８．８３� ２４３．７�
３３ ハードピーニャ 牡３栗 ５６

５３ ▲花田 大昂津田 一男氏 西橋 豊治 浦河 三嶋牧場 ４７２－１２ 〃 クビ １８５．２
８１４ ライブリユラナス 牡３鹿 ５６ 小坂 忠士加藤 哲郎氏 佐山 優 新ひだか 谷口育成牧場 ５１４－ ２１：５８．９クビ ２８５．８�
６１０ オーミリバティー 牡３黒鹿５６ 安部 幸夫岩� 僖澄氏 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 ４５２－ ４１：５９．７５ ３１９．４�

（愛知）

（１３頭）
３４ � シーフロント 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二石瀬 浩三氏 河内 洋 米 Hokuyou

Farm ― ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １４，４７０，０００円 複勝： ２４，５８１，４００円 枠連： ９，５８５，６００円

普通馬連： ３５，８１６，０００円 馬単： ２６，８６８，６００円 ワイド【拡大馬連】： １６，１１３，６００円

３連複： ５１，７３３，７００円 ３連単： ７７，５７１，８００円 計： ２５６，７４０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １５０円 � ４１０円 � １３０円 枠 連（５－５） ３，０３０円

普通馬連 �� ２，７７０円 馬 単 �� ４，７６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８９０円 �� ２７０円 �� ７３０円

３ 連 複 ��� ２，３５０円 ３ 連 単 ��� １４，８２０円

票 数

単勝票数 差引計 １４４７００（返還計 ３２） 的中 � ３４５９３（２番人気）
複勝票数 差引計 ２４５８１４（返還計 ３２） 的中 � ４９２３０（２番人気）� １０３１３（８番人気）� ６５１１７（１番人気）
枠連票数 差引計 ９５８５６（返還計 １ ） 的中 （５－５） ２３３６（１３番人気）
普通馬連票数 差引計 ３５８１６０（返還計 ２３５） 的中 �� ９５５３（１５番人気）
馬単票数 差引計 ２６８６８６（返還計 １６１） 的中 �� ４１６８（２３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 １６１１３６（返還計 １４９） 的中 �� ４０９６（１６番人気）�� １７６５９（１番人気）�� ５１０３（１０番人気）
３連複票数 差引計 ５１７３３７（返還計 ７０２） 的中 ��� １６２９２（５番人気）
３連単票数 差引計 ７７５７１８（返還計 １７３２） 的中 ��� ３８６５（３５番人気）

ハロンタイム １３．１―１１．５―１３．６―１３．３―１３．５―１３．２―１３．０―１２．４―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２４．６―３８．２―５１．５―１：０５．０―１：１８．２―１：３１．２―１：４３．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．１―３F３７．９
１
３
７，８，１３（５，６）９（１，２，１４）（１２，１１）１０，３
７，８（５，１３）（１，６，９）（２，１１）１２，１４，１０，３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ヴイブラッド �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Seeking the Gold デビュー ２０１１．１．５ 京都４着

２００８．３．２５生 牡３青鹿 母 エンシャントゴールド 母母 Ocean Cat ３戦１勝 賞金 ６，４８０，０００円
〔出走取消〕 シーフロント号は，疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため出走取消。
※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。

第１回　阪神競馬　第３日



０６０２７ ３月５日 晴 良 （２３阪神１）第３日 第３競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１１時００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

４７ マルカプレジオ 牡３栃栗５６ 池添 謙一河長産業� 鶴留 明雄 千歳 社台ファーム ４７６－ ８２：０４．４ ６．４�

３６ クレスコグランド 牡３栗 ５６ 浜中 俊堀川 三郎氏 石坂 正 千歳 社台ファーム ５００－１６２：０４．５� ８．４�
２３ アドマイヤカーリン 牡３青鹿５６ 安藤 勝己近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム B４６２－ ４２：０４．６クビ １．４�
４８ イイデジャパン 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠 �アールエスエーカントリ北出 成人 新冠 武田牧場 ４７６± ０２：０４．９２ １６．２�
７１４ メイショウオオワシ 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ５０６＋ ４２：０５．４３ ２４．４�
７１３ マイネピース 牝３鹿 ５４ 小牧 太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 羽月 友彦 新冠 コスモヴューファーム ４４６－ ８２：０５．５� ３０７．６�
６１２ エアジュプロンサ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一 �ラッキーフィールド大久保龍志 安平 ノーザンファーム ４６０－ ２ 〃 クビ ４５．６	
２４ レディオスソープ 牝３栗 ５４ 四位 洋文大島 昌也氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４５４－ ４２：０６．３５ ４２．７

５９ ハンプトンコート 牝３鹿 ５４ 安部 幸夫 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小島 茂之 むかわ 上水牧場 ４２６± ０２：０６．４� ４０．２�
（愛知）

３５ ローザアルラヴィス 牡３鹿 ５６
５３ ▲藤懸 貴志 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４３４－１２２：０６．５� １０４．７

１２ クレバーキング 牡３鹿 ５６
５５ ☆国分 恭介田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 ４５８＋２０２：０６．７１� ２３６．６�

１１ ジ ャ イ ア ン 牡３鹿 ５６ 武 豊�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 ４８６－１２２：０７．１２� ３６．６�
５１０ マイネルコルテーゼ 牡３芦 ５６ 芹沢 純一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 須貝 尚介 新ひだか 木田牧場 ４９４＋ ４２：０７．３１� ３５６．５�
８１６ レールスプリッター 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B５１２＋１４２：０８．２５ １２０．６�
８１５ ナムラシャルマン 牝３栗 ５４ 古川 吉洋奈村 信重氏 水野 貴広 様似 猿倉牧場 ４９２－ ６２：０８．５２ ６９５．８�
６１１ マウンテンパール 牝３栗 ５４

５１ ▲国分 優作山本 堅治氏 服部 利之 新ひだか 高橋フアーム ３８４－ ２２：０９．２４ ７５２．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，６０４，９００円 複勝： ８４，３１６，８００円 枠連： １３，６８０，１００円

普通馬連： ４６，４５２，４００円 馬単： ４１，２５１，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，７０６，０００円

３連複： ６６，６５５，９００円 ３連単： １３２，５４８，３００円 計： ４３４，２１５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６４０円 複 勝 � １４０円 � １７０円 � １００円 枠 連（３－４） １，５２０円

普通馬連 �� １，７８０円 馬 単 �� ４，０５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４１０円 �� １６０円 �� ２４０円

３ 連 複 ��� ５８０円 ３ 連 単 ��� ９，５９０円

票 数

単勝票数 計 ２５６０４９ 的中 � ３１８３８（２番人気）
複勝票数 計 ８４３１６８ 的中 � ６５０８５（２番人気）� ４５３４６（３番人気）� ６１８８１７（１番人気）
枠連票数 計 １３６８０１ 的中 （３－４） ６６８０（４番人気）
普通馬連票数 計 ４６４５２４ 的中 �� １９３２２（６番人気）
馬単票数 計 ４１２５１１ 的中 �� ７５２６（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３７０６０ 的中 �� １１３７６（５番人気）�� ４８７４１（１番人気）�� ２３６８７（２番人気）
３連複票数 計 ６６６５５９ 的中 ��� ８５０５０（１番人気）
３連単票数 計１３２５４８３ 的中 ��� １０２０５（２６番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１３．０―１３．６―１３．１―１２．８―１３．３―１２．４―１１．４―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２３．２―３６．２―４９．８―１：０２．９―１：１５．７―１：２９．０―１：４１．４―１：５２．８

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

マルカプレジオ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１１．２．１２ 京都２着

２００８．４．２０生 牡３栃栗 母 バトルエンプレス 母母 レディータイクーン ２戦１勝 賞金 ７，６００，０００円
〔制裁〕 クレスコグランド号の騎手浜中俊は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（８番への進路影

響）
マルカプレジオ号の騎手池添謙一は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金１００，０００円。（８番への進
路影響）

※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。

０６０２８ ３月５日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２３阪神１）第３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 ７，３００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７３０，０００円� コースレコード３：１５．７良・良

４４ グッドキララ 牡７鹿 ６０ 植野 貴也杉立 恭平氏 川村 禎彦 新冠 ヒノデファーム ５４４± ０３：２０．４ ２．３�

５５ � スズカワイルド 牡６黒鹿６０ 林 満明永井 啓弍氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 ４８８＋１４３：２０．６１ ８．７�
８１１ ビービースカット 牡４青鹿５９ 西谷 誠�坂東牧場 領家 政蔵 日高 森本牧場 ５１２± ０ 〃 アタマ ２．９�
７９ ハイデフィニション 牝６鹿 ５８ 小坂 忠士岡田 牧雄氏 佐山 優 三石 川端牧場 ５１６－１０３：２１．１３ １３．２�
８１０� アドマイヤゴルゴ 牡７鹿 ６０ 北沢 伸也近藤 利一氏 橋田 満 愛 Airlie Stud ４９６± ０３：２１．８４ ６．３�
１１ カシマレジェンド 牡６鹿 ６０ 草野 太郎松浦 一久氏 佐藤 全弘 平取 原田 新治 ５４４－ ６３：２２．４３� ８３．１�
６７ ノーブルエース 牝４鹿 ５７ 五十嵐雄祐	原 秀雄氏 菅原 泰夫 日高 合資会社カ

ネツ牧場 ４１４－１６３：２４．９大差 ４３．６

７８ サンワードネオ 牡４黒鹿５９ 南井 大志古谷 千晴氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 ４４４－ ８３：２５．０� ７０．５�
６６ ポーラシークエンス 牝５栗 ５８ 中村 将之 �キャロットファーム 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム ４８２＋１２３：２６．１７ １９．７�
３３ シゲカツワンダフル 牡４芦 ５９ 難波 剛健駒秀 小島 貞博 新冠 ヒノデファーム ４８６－ ８３：２７．２７ ９５．４�
２２ オンワードフレスコ 牝４栗 ５７ 今村 康成オンワード牧場 清水 出美 浦河 オンワード牧場 ４７２－ ４３：３０．６大差 ９７．９�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １１，８２４，９００円 複勝： １４，７７１，８００円 枠連： １０，５５７，５００円

普通馬連： ２７，０４７，６００円 馬単： ２３，９３８，１００円 ワイド【拡大馬連】： １２，１００，１００円

３連複： ３８，４８０，８００円 ３連単： ７８，０４０，０００円 計： ２１６，７６０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １１０円 � １９０円 � １２０円 枠 連（４－５） １，０１０円

普通馬連 �� ８４０円 馬 単 �� １，３５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２８０円 �� １４０円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� ６４０円 ３ 連 単 ��� ３，１４０円

票 数

単勝票数 計 １１８２４９ 的中 � ４１３４６（１番人気）
複勝票数 計 １４７７１８ 的中 � ５１０２２（１番人気）� １３１９５（４番人気）� ３６３１８（２番人気）
枠連票数 計 １０５５７５ 的中 （４－５） ７７４１（３番人気）
普通馬連票数 計 ２７０４７６ 的中 �� ２４０２５（３番人気）
馬単票数 計 ２３９３８１ 的中 �� １３１１５（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２１００１ 的中 �� ９１７１（３番人気）�� ２８７６７（１番人気）�� ６８３０（５番人気）
３連複票数 計 ３８４８０８ 的中 ��� ４４６９１（２番人気）
３連単票数 計 ７８０４００ 的中 ��� １８３７７（８番人気）

上り １マイル １：４８．４ ４F ５３．２－３F ４０．３
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グッドキララ �
�
父 メジロライアン �

�
母父 ウォーニング デビュー ２００６．９．３ 小倉４着

２００４．４．３０生 牡７鹿 母 コウエイブルーム 母母 スエヒロジョウオー 障害：２戦１勝 賞金 １０，２００，０００円



０６０２９ ３月５日 晴 良 （２３阪神１）第３日 第５競走 ��１，８００�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 ６，５００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 ９８０，０００円 ６５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

５１０ スラストライン 牡３黒鹿５６ 藤田 伸二 �サンデーレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４８２ ―１：５６．７ ４．９�

７１４ サクラアルディート 牡３鹿 ５６ 武 豊�さくらコマース岡田 稲男 新ひだか 谷岡牧場 ４８０ ―１：５７．１２� ６．２�
８１６ アドマイヤリボー 牡３栗 ５６ 岩田 康誠近藤 利一氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５８ ―１：５８．３７ ４．７�
１１ ソルシエール 牝３黒鹿５４ 安部 幸夫 �キャロットファーム 宮 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９０ ―１：５８．５１ ２７．９�
（愛知）

７１３ マスターオブライト 牡３鹿 ５６ 小牧 太 H.H．シェイク・ハムダン 池江 泰寿 新ひだか カントリー牧場 ４７４ ―１：５８．６� ２．９�
６１１ キューダスバンブー 牝３黒鹿５４ 鷹野 宏史�バンブー牧場 沖 芳夫 浦河 バンブー牧場 ４８０ ―１：５８．８１� ６９．８	
３６ マキオルージュ 牡３鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介阪口 享氏 五十嵐忠男 日高 大沢育成牧場 ４９４ ―１：５９．６５ １８．５

１２ ク ッ カ 牝３栗 ５４ 池添 謙一飯田 正剛氏 池添 兼雄 新ひだか 千代田牧場 ４７０ ―１：５９．８１� ８２．３�
４８ スズカルンバ 牡３鹿 ５６

５３ ▲花田 大昂永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 ４６２ ― 〃 ハナ １０３．９�
４７ ナリタカーニバル 牡３黒鹿５６ 四位 洋文�オースミ 沖 芳夫 新ひだか グランド牧場 ５２８ ―２：００．２２� ２２．０
３５ ロードエスティーム 牡３栗 ５６ 福永 祐一 �ロードホースクラブ 角居 勝彦 新ひだか ケイアイファーム ４７４ ―２：００．５１� ８．２�
６１２ カネトシドレッシー 牝３青鹿５４ 小林 徹弥兼松 利男氏 小島 貞博 新ひだか 猪野毛牧場 ４６０ ―２：００．９２� １８３．９�
８１５ スズカガンファイト 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文永井 啓弍氏 荒川 義之 浦河 辻 牧場 ４５２ ― 〃 アタマ １８６．９�
５９ クリスタルヒル 牡３鹿 ５６ 中村 将之加藤 守氏 武田 博 浦河 谷口牧場 ５０６ ―２：０１．５３� ６５．３�
２３ シャインカーラ 牝３黒鹿５４ 石橋 守��昭牧場 本田 優 浦河 高昭牧場 ５１０ ―２：０２．０３ ２１６．７�
２４ タガノシェリーメイ 牝３鹿 ５４ 浜中 俊八木 良司氏 岡田 稲男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４８８ ―２：０３．３８ ９３．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，５５８，８００円 複勝： ２５，２０８，０００円 枠連： １３，８２５，４００円

普通馬連： ３５，７２５，２００円 馬単： ２７，８２５，７００円 ワイド【拡大馬連】： １５，８７０，２００円

３連複： ５１，１９３，７００円 ３連単： ８１，１６９，６００円 計： ２６６，３７６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � １９０円 � ２２０円 � １８０円 枠 連（５－７） ６４０円

普通馬連 �� ２，０２０円 馬 単 �� ３，８２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７７０円 �� ６８０円 �� ５７０円

３ 連 複 ��� ３，０６０円 ３ 連 単 ��� ２０，２８０円

票 数

単勝票数 計 １５５５８８ 的中 � ２５１１７（３番人気）
複勝票数 計 ２５２０８０ 的中 � ３７２５０（３番人気）� ２９１６０（５番人気）� ４１１６４（２番人気）
枠連票数 計 １３８２５４ 的中 （５－７） １６０２９（３番人気）
普通馬連票数 計 ３５７２５２ 的中 �� １３１１６（９番人気）
馬単票数 計 ２７８２５７ 的中 �� ５３７８（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５８７０２ 的中 �� ５０１３（１０番人気）�� ５７８６（７番人気）�� ７０２０（６番人気）
３連複票数 計 ５１１９３７ 的中 ��� １２３８０（８番人気）
３連単票数 計 ８１１６９６ 的中 ��� ２９５５（６１番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．３―１４．５―１３．５―１２．９―１３．１―１２．８―１２．３―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．３―３８．８―５２．３―１：０５．２―１：１８．３―１：３１．１―１：４３．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．５―３F３８．４
１
３
１４（１３，１０）（２，５，８）－１６－６（３，９）－（４，１２）１１，７，１＝１５
１４（１０，５，８）（１３，２）６－１６－７（３，９）１１，１２（４，１）－１５

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

勝馬の
紹 介

スラストライン �
�
父 Redoute’s Choice �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２００８．２．２７生 牡３黒鹿 母 レースパイロット 母母 マ ン フ ァ ス １戦１勝 賞金 ６，５００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タガノシェリーメイ号は，平成２３年４月５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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 クーガーストリート号・コパノカーン号・ペガサスエース号・マルブツファイト号
※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。

０６０３０ ３月５日 晴 良 （２３阪神１）第３日 第６競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１２時５０分 （ダート・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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

６６ デスペラード 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠市川 義美氏 安達 昭夫 新ひだか 田中 裕之 ４６６－ ６１：５４．９ １．６�

８８ キングオブフェイス 牡３栗 ５６
５３ ▲国分 優作西浦 和男氏 目野 哲也 浦河 丸幸小林牧場 ５０４－ ２１：５５．０� ２３．０�

１１ ペガサスフラッシュ 牡３栗 ５６ 小牧 太松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 ４３０－ ２１：５５．１� ３２．８�
４４ � マリブスター 牡３栗 ５６ 福永 祐一吉田 和美氏 吉田 直弘 米 Woodford Thor-

oughbreds, LLC ５１４－ ４１：５５．３１� ３．６�
８９ リリーファイアー 牡３鹿 ５６ 池添 謙一土井 孝夫氏 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４９０－ ２ 〃 クビ ７．３�
３３ スズカマジェスタ 牡３青鹿５６ 古川 吉洋永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ４７６－ ２１：５５．５１� ３６．５�
５５ マ サ シ 牡３青 ５６

５５ ☆国分 恭介岡 浩二氏 大根田裕之 熊本 村山 光弘 ４５８＋ ４１：５６．０３ ４９．０�
２２ ローレルジャブラニ 牡３鹿 ５６

５３ ▲森 一馬 	ローレルレーシング 松永 昌博 日高 森永牧場 ５１０－ ８１：５６．１クビ １１．２

７７ 	 ミ ス マ ン ボ 牝３鹿 ５４ 安部 幸夫�ホースケア 山中 輝久 新ひだか グランド牧場 ４４４＋ １１：５８．９大差 ３１２．８�

（笠松） （愛知）

（９頭）

売 得 金

単勝： ２０，７９７，７００円 複勝： ４０，３５７，４００円 枠連： １０，１２６，２００円

普通馬連： ３９，８４６，９００円 馬単： ３８，１７５，２００円 ワイド【拡大馬連】： １８，２８２，５００円

３連複： ５０，４８３，０００円 ３連単： １３４，８５６，０００円 計： ３５２，９２４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ３１０円 � ４８０円 枠 連（６－８） ３１０円

普通馬連 �� １，４７０円 馬 単 �� １，７００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４９０円 �� ８８０円 �� ３，０６０円

３ 連 複 ��� ７，０５０円 ３ 連 単 ��� １８，９５０円

票 数

単勝票数 計 ２０７９７７ 的中 � １０３９８６（１番人気）
複勝票数 計 ４０３５７４ 的中 � ２３０９４２（１番人気）� １８１３２（５番人気）� １０３８５（７番人気）
枠連票数 計 １０１２６２ 的中 （６－８） ２４４４８（２番人気）
普通馬連票数 計 ３９８４６９ 的中 �� ２０１２２（４番人気）
馬単票数 計 ３８１７５２ 的中 �� １６６６０（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８２８２５ 的中 �� １００２２（５番人気）�� ５０９５（１１番人気）�� １３７４（２３番人気）
３連複票数 計 ５０４８３０ 的中 ��� ５２９１（１８番人気）
３連単票数 計１３４８５６０ 的中 ��� ５２５４（５４番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．１―１３．８―１３．２―１３．２―１２．６―１２．７―１２．４―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．８―３７．６―５０．８―１：０４．０―１：１６．６―１：２９．３―１：４１．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．９―３F３８．３
１
３
１，３（２，９）（６，８）－４－５－７
１，３，９，２（６，８）－（５，４）＝７

２
４
１，３（２，９）（６，８）－４，５－７
１，３，９（２，６，８）４，５＝７

市場取引馬

勝馬の
紹 介

デスペラード 
�
父 ネオユニヴァース 

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１１．１．９ 京都１４着

２００８．２．２７生 牡３鹿 母 マイネノエル 母母 マイネキャロル ４戦２勝 賞金 １２，７５０，０００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。



０６０３１ ３月５日 晴 良 （２３阪神１）第３日 第７競走 ��１，２００�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

１：０９．７
１：０８．７

重

重

１２ リッカコウユウ 牝５鹿 ５５ 小牧 太立花 幸雄氏 武田 博 浦河 中島 俊明 ４４６－ ８１：１３．２ ３３．６�

２３ ヴェリタスローズ 牝４青 ５５ 池添 謙一松本 肇氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 ４５０－ ６１：１３．４１� ８．４�
５１０ ジ ョ ー モ カ 牡４栗 ５７

５４ ▲花田 大昂上田けい子氏 梅田 智之 新ひだか 平野牧場 ４４２± ０１：１３．５クビ ４．６�
７１４� マックスハナレイ 牡５栗 ５７ 福永 祐一田所 英子氏 庄野 靖志 日高 天羽牧場 ５２４＋１２ 〃 クビ ３９．３�
３６ ランドタカラ 牡４黒鹿５７ 藤岡 佑介木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４８６－ ２ 〃 ハナ ５．５�
４７ ニシノマナザシ 牡４芦 ５７ 武 豊西山 茂行氏 須貝 尚介 むかわ 西山牧場 ４９８－ ２１：１３．６� ３．０�
１１ タムロガッツ 牡４鹿 ５７

５４ ▲国分 優作谷口 屯氏 西園 正都 新冠 小田 健一 ４７０－ ２１：１３．７� ５５．９�
６１２� コーリングオブラブ 牝４栗 ５５ 浜中 俊飯田 正剛氏 安達 昭夫 新ひだか 千代田牧場 ４５２＋ ２１：１３．８� ２５．１	
６１１ シルクデイブレイク 牡４鹿 ５７ 芹沢 純一有限会社シルク加用 正 新冠 
渡 信義 ４６２－ ４１：１３．９クビ ２０．４�
７１３ トップオブカハラ 牡４芦 ５７

５６ ☆国分 恭介横瀬 兼二氏 池添 兼雄 日高 坂田牧場 ４７８－１０１：１４．１１� １７．１�
２４ キルシュバウム 牝４栗 ５５ 四位 洋文ディアレスト 加藤 和宏 平取 びらとり牧場 ４４６－１６１：１４．２� ９．３
８１６ シンボリルマン 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠シンボリ牧場 小崎 憲 日高 シンボリ牧場 ４８６＋ ６１：１４．３クビ ２８．０�
４８ チタニウムヘッド 牡４芦 ５７ 古川 吉洋 �グリーンファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム ４８２± ０１：１４．５� ６４．９�
３５ � メイプルステージ 牝４鹿 ５５ 安部 幸夫�ターフ・スポート高市 圭二 浦河 成隆牧場 ４５８－ ２１：１４．７１� １７７．５�

（愛知）

５９ ニチドウダイヤ 牝５鹿 ５５ 小林 徹弥山田 伸氏 小島 貞博 三石 大平牧場 ４６６＋２２ 〃 クビ ４１．２�
８１５� ハ ツ ノ ボ リ 牝５栗 ５５ 熊沢 重文栗本 博晴氏 高橋 義博 千歳 社台ファーム ４３２－ ６１：１５．０１� ４３５．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，０８８，７００円 複勝： ２８，０１４，６００円 枠連： １５，７８３，２００円

普通馬連： ４９，０７０，８００円 馬単： ２９，９２３，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，５２３，２００円

３連複： ７１，０２６，９００円 ３連単： １０３，９１０，６００円 計： ３３６，３４１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，３６０円 複 勝 � ６４０円 � ２４０円 � ２００円 枠 連（１－２） ２，３８０円

普通馬連 �� ６，８２０円 馬 単 �� １４，４００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，７５０円 �� ２，５８０円 �� ７６０円

３ 連 複 ��� １４，６９０円 ３ 連 単 ��� １１９，４５０円

票 数

単勝票数 計 １７０８８７ 的中 � ４０１８（１０番人気）
複勝票数 計 ２８０１４６ 的中 � ９４４３（９番人気）� ３１８７０（４番人気）� ４３７０９（２番人気）
枠連票数 計 １５７８３２ 的中 （１－２） ４８９５（１０番人気）
普通馬連票数 計 ４９０７０８ 的中 �� ５３１６（２５番人気）
馬単票数 計 ２９９２３７ 的中 �� １５３４（５６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１５２３２ 的中 �� ２９８６（２０番人気）�� １９９４（３０番人気）�� ７３０５（７番人気）
３連複票数 計 ７１０２６９ 的中 ��� ３５７０（４４番人気）
３連単票数 計１０３９１０６ 的中 ��� ６４２（３８１番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．１―１１．８―１２．２―１２．５―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．５―３５．３―４７．５―１：００．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リッカコウユウ �
�
父 ジョリーズヘイロー �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー ２００９．１．２４ 京都１０着

２００６．４．２９生 牝５鹿 母 キャンディバーデス 母母 ニホンピロバーデス １６戦２勝 賞金 １５，５５０，０００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。

０６０３２ ３月５日 晴 良 （２３阪神１）第３日 第８競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時５０分 （ダート・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，５５�
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
１：４７．８

重

重

６６ ダイヤモンドムーン 牝４黒鹿５５ 福永 祐一岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 ５１２± ０１：５６．３ １．３�

５５ � クリノソーニャ 牝６鹿 ５５ 高橋 亮栗本 博晴氏 高橋 隆 浦河 吉田 又治 ４４６－ ３１：５６．４� ６１．４�
７７ レディームスタング 牝５栗 ５５

５２ ▲花田 大昂�野 葉子氏 梅田 智之 浦河 大成牧場 ５０６＋ ２１：５６．５クビ ６．４�
１１ カ ス ガ 牝５鹿 ５５ 佐藤 哲三高山 直樹氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４４０＋ ４１：５６．８２ ５．４�
８８ セイピーシーズ 牝４鹿 ５５ 池添 謙一金田 成基氏 服部 利之 日高 新井 昭二 B４４４－ ４１：５７．２２� １３．０�
３３ タマモチャーム 牝４鹿 ５５ 熊沢 重文タマモ� 南井 克巳 新ひだか 岡田牧場 ４７６＋ ２ 〃 アタマ ３７．１�
２２ � ガ イ ー ヌ 牝４栗 ５５

５２ ▲国分 優作永田 和彦氏 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム ４０６－ ２１：５７．６２� ８７．３	
４４ � スプリングベリー 牝５鹿 ５５ 浜中 俊加藤 春夫氏 村山 明 様似 宮本 一輝 ４９０－ ２１：５８．５５ ９４．１


（８頭）

売 得 金

単勝： ２０，４１６，１００円 複勝： ５６，９４７，９００円 枠連： 発売なし

普通馬連： ３８，０３５，５００円 馬単： ３７，５９５，８００円 ワイド【拡大馬連】： １６，７９５，５００円

３連複： ４７，２０４，２００円 ３連単： １５８，３５９，１００円 計： ３７５，３５４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １３０円 複 勝 � １１０円 � ７６０円 � ２００円 枠 連 発売なし

普通馬連 �� ２，４２０円 馬 単 �� ３，０６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７５０円 �� １９０円 �� １，３００円

３ 連 複 ��� ２，８５０円 ３ 連 単 ��� １２，８００円

票 数

単勝票数 計 ２０４１６１ 的中 � １２５７２３（１番人気）
複勝票数 計 ５６９４７９ 的中 � ４１１０７４（１番人気）� ５７２３（６番人気）� ３３４１６（３番人気）
普通馬連票数 計 ３８０３５５ 的中 �� １１６０３（７番人気）
馬単票数 計 ３７５９５８ 的中 �� ９０７３（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６７９５５ 的中 �� ４８２６（９番人気）�� ２８５０７（２番人気）�� ２６４９（１４番人気）
３連複票数 計 ４７２０４２ 的中 ��� １２２４４（９番人気）
３連単票数 計１５８３５９１ 的中 ��� ９１３７（３５番人気）

ハロンタイム １２．８―１２．１―１３．７―１３．１―１３．６―１２．９―１２．７―１２．４―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．９―３８．６―５１．７―１：０５．３―１：１８．２―１：３０．９―１：４３．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．０―３F３８．１
１
３
７，６－３，５，２，８（１，４）
７，６，３，５（１，２）８，４

２
４
７－６，３－５－（２，８）（１，４）
７，６，３（５，１，２）－８－４

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダイヤモンドムーン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 リンドシェーバー デビュー ２００９．１０．３ 阪神４着

２００７．３．３生 牝４黒鹿 母 レインボークイーン 母母 レインボースキー １３戦２勝 賞金 ３０，５００，０００円



０６０３３ ３月５日 晴 良 （２３阪神１）第３日 第９競走 ��
��２，２００�

あ わ じ

淡 路 特 別
発走１４時２５分 （芝・右）

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 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００円
付 加 賞 ３２２，０００円 ９２，０００円 ４６，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：１０．９
２：１０．１

良

良

５６ トウカイオーロラ 牡４黒鹿５６ 武 豊内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 ４７２－ ２２：１３．６ ３．４�

２２ カノンコード 牡５芦 ５７ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 松田 国英 早来 ノーザンファーム ５１４－ ６ 〃 クビ ４．７�
４５ マ イ ウ エ イ 牡５鹿 ５７ 福永 祐一近藤 英子氏 中尾 秀正 早来 ノーザンファーム B４５２＋ ４ 〃 ハナ ６．０�
６８ マ ナ ク ー ラ 牡５黒鹿５７ 小牧 太金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ４８４± ０２：１３．８１� ５．９�
１１ タニノエポレット 牡４鹿 ５６ 安藤 勝己谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか カントリー牧場 ５０４＋ ２ 〃 アタマ ６．９�
７１０ ハートシューター 牡５黒鹿５７ 国分 優作吉田 照哉氏 西浦 勝一 千歳 社台ファーム ５３６－ ２２：１３．９クビ ９．４	
５７ マームードイモン 牡６鹿 ５７ 藤田 伸二井門 昭二氏 小原伊佐美 新冠 岡 裕 ４３６＋ ８ 〃 クビ ３４．１

４４ マッキーバッハ 牡６鹿 ５７ 浜中 俊薪浦 亨氏 石坂 正 門別 浜本牧場 ４７８＋ ４２：１４．２１� ７９．８�
３３ トレジャーハント 牡５栗 ５７ 池添 謙一 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム ５１０＋ ６２：１４．３� ２２．５�
７１１ カ シ ノ ネ ロ 牡６鹿 ５７ 藤岡 佑介柏木 務氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 ４８８± ０２：１４．９３� ４３．０
６９ 	 メイショウマゼラン 牡６鹿 ５７ 安部 幸夫松本 好�氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 ４９８＋１０２：１５．０� １６６．３�

（愛知）

８１２ テンシノマズル 牡５鹿 ５７ 中村 将之杉谷 桝夫氏 田所 秀孝 浦河 大北牧場 ４６８＋ ８２：１５．８５ ２３．６�
８１３ ピ ノ ブ ラ ン 牝４芦 ５４ 小林 徹弥 �サンデーレーシング 梅内 忍 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６８－ ６２：１５．９クビ １９０．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２５，８２０，２００円 複勝： ５３，９２３，７００円 枠連： １８，６１３，１００円

普通馬連： １０４，３８８，２００円 馬単： ５８，０８１，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３６，３１５，６００円

３連複： １２６，１４８，５００円 ３連単： ２１７，６０７，７００円 計： ６４０，８９８，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １４０円 � １９０円 � ２００円 枠 連（２－５） ８６０円

普通馬連 �� １，０２０円 馬 単 �� １，８３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４００円 �� ４００円 �� ５５０円

３ 連 複 ��� １，７４０円 ３ 連 単 ��� ８，４６０円

票 数

単勝票数 計 ２５８２０２ 的中 � ６０９９９（１番人気）
複勝票数 計 ５３９２３７ 的中 � １２５３８４（１番人気）� ７１５８０（３番人気）� ６３５４６（５番人気）
枠連票数 計 １８６１３１ 的中 （２－５） １６０４６（２番人気）
普通馬連票数 計１０４３８８２ 的中 �� ７５８０２（１番人気）
馬単票数 計 ５８０８１８ 的中 �� ２３５１９（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３６３１５６ 的中 �� ２２９９８（３番人気）�� ２３２６４（２番人気）�� １５６０８（６番人気）
３連複票数 計１２６１４８５ 的中 ��� ５３７７６（１番人気）
３連単票数 計２１７６０７７ 的中 ��� １９００１（４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．４―２４．０―３５．９―４８．６―１：０１．３―１：１３．５―１：２５．６―１：３８．０―１：４９．９―２：０１．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トウカイオーロラ �
�
父 トウカイテイオー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．１１．７ 京都８着

２００７．４．７生 牡４黒鹿 母 トウカイパステル 母母 トウカイミヤビ １２戦３勝 賞金 ４６，４７８，０００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。

０６０３４ ３月５日 晴 良 （２３阪神１）第３日 第１０競走 ��
��１，６００�

む こ が わ

武庫川ステークス
発走１５時００分 （芝・右・外）
４歳以上，１，６００万円以下，２２．３．６以降２３．２．２７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 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，７００，０００円 １，７７０，０００円
付 加 賞 ３１５，０００円 ９０，０００円 ４５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．４

良

良

５６ ブリッツェン 牡５鹿 ５６ 藤田 伸二広尾レース� 二ノ宮敬宇 平取 坂東牧場 ４８４－１０１：３５．０ ５．７�

８１２ ブレイブファイト 牡６鹿 ５６ 岩田 康誠�RRA 藤原 英昭 門別 下河辺牧場 ５２０＋ ４１：３５．１� ４．５�
３３ マルカベスト 牡６栗 ５５ 池添 謙一河長産業� 鶴留 明雄 様似 猿倉牧場 ４７６－ ２１：３５．２� １４．２�
６８ カネトシディオス 牡４黒鹿５６ 福永 祐一兼松 昌男氏 田中 章博 浦河 高昭牧場 ４３２－ ６１：３５．３� ６．７�
７１０ シゲルモトナリ 牡４黒鹿５６ 藤岡 佑介森中 蕃氏 藤岡 範士 新冠 松本 信行 ５０８＋ ４１：３５．５１� ４．６�
１１ タイガーストーン 牡５鹿 ５６ 四位 洋文百万 武夫氏 坂口 正則 静内 タイヘイ牧場 ５０４－ ２１：３５．６クビ １１．２�
７１１ マイネルプルート 牡７黒鹿５５ 浜中 俊 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 目野 哲也 門別 庄野牧場 ４７４± ０ 〃 ハナ ４９．０	
２２ � セイウンワキタツ 牡８鹿 ５３ 佐藤 哲三西山 茂行氏 田所 秀孝 米 James M.

Herbener Jr. ４９２± ０ 〃 クビ ９０．４

４５ カ ミ ダ ノ ミ 牡４鹿 ５５ 小牧 太北側 雅司氏 森 秀行 千歳 社台ファーム ５０８＋１８１：３５．８１� ７．１�
５７ アドマイヤヘッド 牡７芦 ５４ 熊沢 重文近藤 利一氏 友道 康夫 平取 坂東牧場 ４７８－ ４ 〃 クビ １０５．３�
８１３ ワキノパワー 	７鹿 ５１ 安部 幸夫脇山 良之氏 坪 憲章 門別 下河辺牧場 ４４４± ０１：３６．０１� １１４．０

（愛知）

４４ � サザンギャラクシー 牡６鹿 ５５ 武 豊吉田 和美氏 橋田 満 新 Jungle Pocket
Pty Ltd ５１８＋ ２１：３６．３１� ７．５�

６９ アマノトレンディー 牡８栗 ５４ 国分 恭介中村 孝氏 湯窪 幸雄 門別 法理牧場 ４７２－ ４１：３６．５１� １３３．２�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２８，９６４，４００円 複勝： ５０，９７４，２００円 枠連： ２４，０９６，６００円

普通馬連： １２２，０９５，３００円 馬単： ６７，０４２，１００円 ワイド【拡大馬連】： ４０，１６７，９００円

３連複： １４７，４１７，５００円 ３連単： ２６１，４５２，４００円 計： ７４２，２１０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５７０円 複 勝 � ２００円 � １７０円 � ３９０円 枠 連（５－８） １，２７０円

普通馬連 �� １，２７０円 馬 単 �� ２，６７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５７０円 �� １，４１０円 �� １，２７０円

３ 連 複 ��� ６，９２０円 ３ 連 単 ��� ３５，８７０円

票 数

単勝票数 計 ２８９６４４ 的中 � ４０１１１（３番人気）
複勝票数 計 ５０９７４２ 的中 � ７１２０５（３番人気）� ９４２１５（１番人気）� ２８１２４（８番人気）
枠連票数 計 ２４０９６６ 的中 （５－８） １４１１１（６番人気）
普通馬連票数 計１２２０９５３ 的中 �� ７１１０５（２番人気）
馬単票数 計 ６７０４２１ 的中 �� １８５６８（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４０１６７９ 的中 �� １８４１４（４番人気）�� ６８０５（２６番人気）�� ７５８７（２２番人気）
３連複票数 計１４７４１７５ 的中 ��� １５７４０（３２番人気）
３連単票数 計２６１４５２４ 的中 ��� ５３８０（１５７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．４―３６．６―４９．１―１：０１．４―１：１２．４―１：２３．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．９―３F３３．６
３ ６，１２（３，１３）（２，９，１０）（４，７，１１）８，５，１ ４ ６，１２（３，１３）１０（２，９，１１）（４，７，８）－（５，１）

勝馬の
紹 介

ブリッツェン �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Caerleon デビュー ２００８．７．１２ 福島４着

２００６．３．４生 牡５鹿 母 レディストロベリー 母母 Juniper Berry ２３戦５勝 賞金 １０３，０２３，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
※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。



０６０３５ ３月５日 晴 良 （２３阪神１）第３日 第１１競走 ��
��１，６００�第１８回チューリップ賞（ＧⅢ）

発走１５時３５分 （桜花賞トライアル） （芝・右・外）

牝，３歳；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 ３７，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，３００，０００円 ５，６００，０００円 ３，７００，０００円
付 加 賞 ４４８，０００円 １２８，０００円 ６４，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．４

良

良

６８ レーヴディソール 牝３芦 ５４ 福永 祐一 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４６０＋１０１：３４．５ １．１�

７１０ ライステラス 牝３芦 ５４ 岩田 康誠 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４５２± ０１：３５．２４ １２．１�
５５ メ デ タ シ 牝３鹿 ５４ 浜中 俊小田切有一氏 音無 秀孝 新冠 アサヒ牧場 ４２２－ ８ 〃 クビ ９０．１�
２２ タガノラヴキセキ 牝３黒鹿５４ 武 豊八木 良司氏 河内 洋 新冠 八木牧場 ４４２＋ ６ 〃 ハナ ２７．４�
５６ ビッグスマイル 牝３黒鹿５４ 小牧 太大谷 高雄氏 領家 政蔵 新冠 小泉 学 ４２２－ ２１：３５．３クビ １０６．６�
１１ ケイティーズジェム 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二 �キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム ４１６－ ６１：３５．５１� ２４．０�
８１２� メ ー ヴ ェ 牝３黒鹿５４ 四位 洋文岡田 牧雄氏 栗田 博憲 英 D. D. and Mrs

Jean P. Clee ４４６－ ４１：３５．８１� ４１．７	
７９ ジョーアカリン 牝３黒鹿５４ 古川 吉洋上田けい子氏 村山 明 新ひだか 平野牧場 ４３２＋ ２１：３５．９	 ９７．４

３３ ハ ピ シ ン 牝３黒鹿５４ 国分 恭介副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 田中スタッド ４４２－ ２１：３６．１１	 １５９．６�
６７ ツカサリボン 牝３栗 ５４ 安部 幸夫中務 幸雄氏 田所 秀孝 新ひだか 折手牧場 ４２４－１０１：３６．２� ３６１．０�

（愛知）

８１１ ユースティティア 牝３青鹿５４ 佐藤 哲三前田 葉子氏 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５４± ０１：３６．５１� １４７．２
４４ フ ジ チ ャ ン 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介臼井義太郎氏 清水 英克 新ひだか 中田 英樹 ４５８－１０１：３６．６� ２３４．１�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １９９，０００，１００円 複勝： ３７８，０７１，１００円 枠連： ７０，０６６，１００円

普通馬連： ２９９，８０８，６００円 馬単： ３２５，７８６，８００円 ワイド【拡大馬連】： １３８，２７２，５００円

３連複： ４０９，０４３，６００円 ３連単： １，６４６，２３２，６００円 計： ３，４６６，２８１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １１０円 複 勝 � １００円 � １４０円 � ５４０円 枠 連（６－７） ２００円

普通馬連 �� ２３０円 馬 単 �� ２６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １５０円 �� ６２０円 �� １，５８０円

３ 連 複 ��� １，６８０円 ３ 連 単 ��� ２，９３０円

票 数

単勝票数 計１９９０００１ 的中 � １６２００８２（１番人気）
複勝票数 計３７８０７１１ 的中 � ２８９５０２５（１番人気）� ３２７３９５（２番人気）� ４１５６４（６番人気）
枠連票数 計 ７００６６１ 的中 （６－７） ２６０６４５（１番人気）
普通馬連票数 計２９９８０８６ 的中 �� ９８２２９０（１番人気）
馬単票数 計３２５７８６８ 的中 �� ９４１１５５（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１３８２７２５ 的中 �� ３４５６００（１番人気）�� ４４５５９（６番人気）�� １５９８９（１６番人気）
３連複票数 計４０９０４３６ 的中 ��� １８０４３６（５番人気）
３連単票数 計１６４６２３２６ 的中 ��� ４１５０３９（８番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１１．７―１２．２―１２．４―１１．７―１１．１―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．８―３５．５―４７．７―１：００．１―１：１１．８―１：２２．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．８―３F３４．４
３ ２（３，１１）（１，４）（５，１０，１２）－８（６，９）－７ ４ ２，３，１１（１，５，４，１０）１２（６，８）９－７

勝馬の
紹 介

レーヴディソール �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Highest Honor デビュー ２０１０．９．１１ 札幌１着

２００８．４．８生 牝３芦 母 レーヴドスカー 母母 Numidie ４戦４勝 賞金 １４９，２３３，０００円
※一般事項Ⅴ－２の（４）によりレーヴディソール号・ライステラス号・メデタシ号は，桜花賞（GⅠ）競走に優先出走できる。
※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。

０６０３６ ３月５日 晴 良 （２３阪神１）第３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）

１０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 １０，４００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．７
１：０８．７

重

重

１１ ベ ネ ラ 牝４栗 ５５ 熊沢 重文星野 清�氏 柴田 政見 新冠 武田牧場 ４６８－ ４１：１１．７ ２６．９�

２２ フィールドシャイン 牡４栗 ５７ 岩田 康誠地田 勝三氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム ４７６－ ６１：１２．０２ １．９�
６１０ タカノキング 牡４鹿 ５７

５６ ☆国分 恭介山口多賀司氏 梅田 康雄 浦河 山下 恭茂 ４８０－ ２１：１２．１� １７．８�
３４ � カミヒコーキ 牝６黒鹿５５ 藤岡 佑介迎 徹氏 庄野 靖志 門別 沖田牧場 ５０８± ０１：１２．８４ ４３．８�
４７ テイエムフルパワー 牡７栗 ５７ 古川 吉洋竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 競優牧場 ４４４＋ ２１：１３．０１ １７３．０�
２３ アグネスラナップ 牡６青 ５７ 池添 謙一渡辺 孝男氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 B５０６＋ ６１：１３．１� １８．１�
８１４ メイショウワカツキ 牝６青 ５５ 佐藤 哲三松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 ５３２＋ ８１：１３．２� ４５．７�
５９ ヒシコモンズ 牡５栗 ５７

５４ ▲国分 優作阿部雅一郎氏 佐々木晶三 浦河 中村 雅明 ４８４＋ ４１：１３．６２� ７．２	
５８ メイショウアツヒメ 牝５鹿 ５５ 藤田 伸二松本 好雄氏 河内 洋 浦河 日の出牧場 B５１０± ０１：１３．７� ７．６

７１２ アベニールシチー 牡５鹿 ５７ 安部 幸夫 �友駿ホースクラブ 清水 出美 三石 幌村牧場 ４６０－ ２１：１４．１２� ２９１．５�

（愛知）

３５ フライトオブスワン 牝４栗 ５５ 福永 祐一 社台レースホース小崎 憲 千歳 社台ファーム ４５０－１２１：１４．２� ４．７�
６１１ ハードリレー 牡７栗 ５７

５４ ▲藤懸 貴志津田 一男氏 鈴木 孝志 静内 漆原 武男 ４５４－ ２１：１４．３� ２４５．２�
７１３ ワンモアグリッター 牝６栗 ５５ 石橋 守イクタ 千田 輝彦 新冠 長浜 秀昭 ４６８± ０ 〃 クビ ２２４．３�
４６ � ア シ ュ ア 牡４鹿 ５７ 小林 徹弥鈴木 照雄氏 菅原 泰夫 新ひだか 田中 春美 ５２８－ ２１：１４．９３� ３８９．０�
８１５ マイティーストーム 牡６鹿 ５７ 四位 洋文小川 勲氏 宮 徹 浦河 平成ファーム ５３２－ ８１：１５．５３� ５２．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３５，６８９，７００円 複勝： ５７，７７５，４００円 枠連： ３５，３０１，７００円

普通馬連： １１８，０９８，１００円 馬単： ８０，６８２，８００円 ワイド【拡大馬連】： ４４，２５６，２００円

３連複： １５５，６０８，３００円 ３連単： ３２６，５４５，０００円 計： ８５３，９５７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，６９０円 複 勝 � ４５０円 � １１０円 � ３７０円 枠 連（１－２） １，８６０円

普通馬連 �� １，９４０円 馬 単 �� ６，７５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６９０円 �� ３，４００円 �� ５５０円

３ 連 複 ��� ６，０９０円 ３ 連 単 ��� ５５，０５０円

票 数

単勝票数 計 ３５６８９７ 的中 � １０４８２（７番人気）
複勝票数 計 ５７７７５４ 的中 � ２１４７３（７番人気）� ２４１５２６（１番人気）� ２７７７０（６番人気）
枠連票数 計 ３５３０１７ 的中 （１－２） １４０１８（７番人気）
普通馬連票数 計１１８０９８１ 的中 �� ４５１４１（６番人気）
馬単票数 計 ８０６８２８ 的中 �� ８８３２（２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４４２５６２ 的中 �� １６１４３（６番人気）�� ２９８５（３３番人気）�� ２０９４７（５番人気）
３連複票数 計１５５６０８３ 的中 ��� １８８５８（２２番人気）
３連単票数 計３２６５４５０ 的中 ��� ４３７８（１５２番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．６―１１．４―１２．２―１２．１―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２２．９―３４．３―４６．５―５８．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．８―３F３７．４
３ １，６，８（２，５，９，１５）－１４－（３，１１）－（１０，１３）－（４，７）－１２ ４ １，６（２，８）５（９，１５）１４，３，１１，１０（４，１３）７－１２

勝馬の
紹 介

ベ ネ ラ �
�
父 フォーティナイナー �

�
母父 Star de Naskra デビュー ２００９．８．８ 小倉１着

２００７．５．４生 牝４栗 母 ダーケストスター 母母 Minnie Riperton １６戦３勝 賞金 ３５，２００，０００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。



（２３阪神１）第３日 ３月５日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １５７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

２４８，５７０，０００円
６，３９０，０００円
１５，５１０，０００円
１，５５０，０００円
２３，４９０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５４，８３５，０００円
４，８１６，２００円
１，５５４，３００円

勝馬投票券売得金
４２８，８００，９００円
８３６，５５３，７００円
２３１，７３４，６００円
９５１，６８９，６００円
７８３，０８１，６００円
３９９，９７８，３００円
１，２６８，５７３，７００円
３，３０１，５５６，５００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 ８，２０１，９６８，９００円

総入場人員 １９，２７４名 （有料入場人員 １８，３５７名）


