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０６０２５ ３月３日 晴 重 （２４阪神１）第３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
１：４７．８

重

重

６９ サイモンガーランド 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 ４６４－ ８１：５５．３ １８．５�

２２ アムールレジェンド 牝３黒鹿５４ 福永 祐一太田 美實氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４１８－ ４ 〃 ハナ １．８�
４６ マーメイドティアラ 牝３鹿 ５４ C．デムーロ 下河辺隆行氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 ４０２＋ ６１：５５．６１� ９．４�

（伊）

３４ タガノカノープス 牝３鹿 ５４ 国分 優作八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 八木牧場 ４２０－ ８１：５６．１３ ２７．０�
８１３ シルクシンフォニー 牝３栗 ５４ 岩田 康誠有限会社シルク加用 正 新冠 �渡 信義 ４３８－ ６ 〃 アタマ ６．８�
６１０ モ ン ク ー ル 牝３鹿 ５４ 浜中 俊松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 ４６６＋ ６１：５６．２� ５．５�
５７ アッパレオリュウ 牝３黒鹿５４ 和田 竜二華山 龍一氏 柴田 光陽 新ひだか 静内酒井牧場 ４９６＋ ４１：５６．４１ ２１４．５	
５８ ケリーダノビア 牝３鹿 ５４ 荻野 琢真吉田 照哉氏 田中 章博 千歳 社台ファーム ４５０－ ４ 〃 クビ １５．４

７１１ パッションロード 牝３黒鹿５４ 幸 英明�ターフ・スポート田所 秀孝 浦河 成隆牧場 ４３４－ ４１：５７．３５ ２１．１�
４５ パレスメダーリア 牝３鹿 ５４ 北村 友一坂本 肇氏 日吉 正和 新冠 安達 洋生 ４１８－１０ 〃 アタマ ５７．７
３３ マルサンボサツ 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦松井三千年氏 小原伊佐美 日高 福山牧場 ４４２－ ２１：５７．６１� ２８５．６�
８１４ ロングカリス 牝３青鹿５４ 小坂 忠士中井 敏雄氏 佐山 優 日高 天羽牧場 ４７０－ ２１：５８．０２� ２３８．６�
１１ イ ロ ッ ポ イ 牝３鹿 ５４ 小牧 太�イクタ 藤沢 則雄 新冠 村本牧場 ４７６－ ４２：００．１大差 ７４．０�
７１２ エムオービューティ 牝３青鹿５４ 秋山真一郎大浅 貢氏 千田 輝彦 日高 藤本 直弘 ４５０－ ２２：００．２� １２８．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １８，５８９，０００円 複勝： ３７，８６３，０００円 枠連： ８，７５９，４００円

馬連： ３４，７７７，０００円 馬単： ２７，０４９，６００円 ワイド： １６，８４５，７００円

３連複： ５３，１３４，０００円 ３連単： ９４，５９３，０００円 計： ２９１，６１０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，８５０円 複 勝 � ３００円 � １１０円 � １９０円 枠 連（２－６） ４３０円

馬 連 �� ２，６６０円 馬 単 �� １０，５６０円

ワ イ ド �� ７８０円 �� ３，３５０円 �� ３２０円

３ 連 複 ��� ５，５８０円 ３ 連 単 ��� ６７，７２０円

票 数

単勝票数 計 １８５８９０ 的中 � ７９５９（６番人気）
複勝票数 計 ３７８６３０ 的中 � １７９４７（５番人気）� １９２９８０（１番人気）� ３４７７４（３番人気）
枠連票数 計 ８７５９４ 的中 （２－６） １５１１３（１番人気）
馬連票数 計 ３４７７７０ 的中 �� ９６５３（９番人気）
馬単票数 計 ２７０４９６ 的中 �� １８９２（３０番人気）
ワイド票数 計 １６８４５７ 的中 �� ５１３０（１２番人気）�� １１０６（３０番人気）�� １５０６６（３番人気）
３連複票数 計 ５３１３４０ 的中 ��� ７０３２（１９番人気）
３連単票数 計 ９４５９３０ 的中 ��� １０３１（１７５番人気）

ハロンタイム １３．０―１２．１―１４．１―１３．３―１２．６―１２．５―１２．４―１２．３―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２５．１―３９．２―５２．５―１：０５．１―１：１７．６―１：３０．０―１：４２．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．２―３F３７．７
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

サイモンガーランド �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 マイネルラヴ デビュー ２０１１．１１．５ 京都６着

２００９．３．２１生 牝３鹿 母 メアリーステラ 母母 ラシアンメアリー ４戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

０６０２６ ３月３日 晴 重 （２４阪神１）第３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

１２ エーシンクルゼ 牡３芦 ５６ 和田 竜二�栄進堂 川村 禎彦 浦河 栄進牧場 ５００－１２１：１２．６ ２．０�

７１４ クレバーウルフ 牡３栗 ５６ 四位 洋文田� 正明氏 崎山 博樹 新ひだか グランド牧場 ４５６－１０１：１３．２３� ８．０�
８１５ ドリームチャージ 牡３鹿 ５６ C．デムーロ 青山 洋一氏 村山 明 日高 野島牧場 ４３０± ０１：１３．３クビ ９．０�

（伊）

５１０� タツショウワ 牡３栗 ５６ 幸 英明鈴木 昭作氏 鮫島 一歩 米 New Century
Bloodstock, LLC ４９４－１０１：１３．５１� ２９．６�

４７ トウケイマネキネコ 牝３栗 ５４
５１ ▲花田 大昂木村 信彦氏 鹿戸 明 安平 ノーザンファーム ５０８＋ ４１：１３．８２ ３５０．６�

１１ � エイシントラベラー 牡３芦 ５６ 岩田 康誠平井 豊光氏 西園 正都 米 Machmer
Hall ５０６± ０１：１４．２２� ４．２	

２３ コウエイミラー 牝３栗 ５４ 国分 優作西岡 静男氏 松元 茂樹 日高 森永牧場 ４２６－ ４１：１４．３クビ ３１９．３

７１３ メイショウマサシゲ 牡３栗 ５６ 秋山真一郎松本 好雄氏 西橋 豊治 新冠 新冠橋本牧場 ４７８－ ８１：１４．４� ４２．９�
３６ アンクルスパート 牡３栗 ５６ 飯田 祐史塚本 能交氏 田島 良保 新ひだか 安田 豊重 ４９６－ ８ 〃 ハナ ９８．３�
２４ � シゲルカリン 牡３栗 ５６ 北村 友一森中 蕃氏 藤沢 則雄 米 James M.

Herbener Jr. ４８２－ ２ 〃 クビ ７４．０
５９ パレスフクヒメ 牝３黒鹿５４ 小坂 忠士坂本 肇氏 佐山 優 新冠 安達 洋生 ４２６－ ４１：１４．６１� ４８２．９�
８１６ トクノエール 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥堀川 義雄氏 作田 誠二 新ひだか 林 秀雄 ４５６－ ６１：１４．７� ６６４．７�
３５ サクラアクティブ 牡３青鹿５６ 小牧 太�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 伊藤 敏明 ４６８－ ２ 〃 クビ ３８．６�
６１２� レッドグロリア 牝３鹿 ５４ 福永 祐一 �東京ホースレーシング 松田 国英 愛 H. Yamamoto ４３８－ ４１：１４．８� ４１．９�
６１１ ワンダープレンダ 牡３黒鹿５６ 浜中 俊山本 信行氏 領家 政蔵 新ひだか 城地 清満 ４６４－１０１：１５．４３� ３２．６�
４８ � リアライズカレボ 牝３栗 ５４ 武 豊工藤 圭司氏 森 秀行 米 Emilie G.

Fojan ４９８＋ ４１：１６．０３� １０．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，４８４，３００円 複勝： ３８，９６０，２００円 枠連： １３，６８６，４００円

馬連： ３９，５４５，９００円 馬単： ２７，８２４，９００円 ワイド： ２１，７８２，１００円

３連複： ５６，８６０，８００円 ３連単： ９５，２７９，７００円 計： ３１３，４２４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １１０円 � ２００円 � １８０円 枠 連（１－７） ５９０円

馬 連 �� ９７０円 馬 単 �� １，７００円

ワ イ ド �� ４３０円 �� ２６０円 �� ８６０円

３ 連 複 ��� １，８７０円 ３ 連 単 ��� ６，９４０円

票 数

単勝票数 計 １９４８４３ 的中 � ８０６８７（１番人気）
複勝票数 計 ３８９６０２ 的中 � １６００５３（１番人気）� ３５５０７（４番人気）� ４３８９２（３番人気）
枠連票数 計 １３６８６４ 的中 （１－７） １７４０６（３番人気）
馬連票数 計 ３９５４５９ 的中 �� ３０２０５（４番人気）
馬単票数 計 ２７８２４９ 的中 �� １２０８３（５番人気）
ワイド票数 計 ２１７８２１ 的中 �� １２３００（４番人気）�� ２３５１３（２番人気）�� ５５２６（９番人気）
３連複票数 計 ５６８６０８ 的中 ��� ２２４６５（５番人気）
３連単票数 計 ９５２７９７ 的中 ��� １０１４４（１４番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１１．９―１２．３―１２．１―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．７―３５．６―４７．９―１：００．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．９―３F３７．０
３ ２（４，７）３（５，１１，１６）（１２，１４）１，６（９，１５）（１３，８，１０） ４ ２（４，７）（３，１６）（５，１１，１４）１２（１，６，１５）（９，１３）１０＝８

勝馬の
紹 介

エーシンクルゼ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Thunder Gulch デビュー ２０１２．１．２２ 中山２着

２００９．１．１５生 牡３芦 母 メンフィスガール 母母 Eishin Austin ３戦１勝 賞金 ９，４００，０００円
〔制裁〕 ワンダープレンダ号の騎手浜中俊は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（１０番・９番への進路影響）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 パープルベスト号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第１回 阪神競馬 第３日



０６０２７ ３月３日 晴 重 （２４阪神１）第３日 第３競走 ��１，８００�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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

３３ メテオライト 牡３栗 ５６ 岩田 康誠 �キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム ４９８－ ８１：５５．３ １．３�

４４ ショウナンハヤブサ 牡３栗 ５６ 浜中 俊国本 哲秀氏 中村 均 日高 下河辺牧場 ５０２－ ２１：５５．６１� ７．１�
１１ タマモライオン 牡３栗 ５６ 和田 竜二タマモ� 五十嵐忠男 新ひだか 野坂牧場 ４５６＋ ２１：５５．７� １４．８�
６８ マイネルボンド 牡３青鹿５６ C．デムーロ �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム B４８６± ０ 〃 アタマ ２５．９�
（伊）

８１１ リーゼントブルース 牡３芦 ５６ 福永 祐一三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 井高牧場 B４７６－ ６ 〃 アタマ ３４．５�
７９ ジェットブリット 牡３黒鹿５６ 国分 優作�G１レーシング 中竹 和也 安平 ノーザンファーム ５４４－１０１：５５．８クビ １６７．８	
５５ プリンストロイア 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦 �フジワラ・ファーム 佐山 優 新ひだか フジワラフアーム ５２４－ ８１：５６．２２� １２７．５

６７ ロナルドバローズ 牡３黒鹿５６ 北村 友一猪熊 広次氏 藤沢 則雄 新ひだか グランド牧場 B４３６－１０１：５６．３クビ １４６．２�
５６ ベストウィッシュ 牡３青鹿５６ 小牧 太 �グリーンファーム 宮本 博 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 ５６０＋ ２１：５６．４� ７０．７
７１０ シルクルガール 牡３黒鹿５６ 幸 英明有限会社シルク西浦 勝一 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム ５０８± ０１：５６．５� １５．７�
８１２ アズマスターフィー 牡３黒鹿５６ 秋山真一郎東 哲次氏 武市 康男 日高 日高大洋牧場 ４６２－ ４１：５６．６クビ １２．８�
２２ ケイウンニシキ 牡３鹿 ５６

５３ ▲花田 大昂鋤元 節夫氏 飯田 雄三 浦河 渡辺牧場 ４３４－ ４１：５７．４５ ５５２．６�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２２，９２８，４００円 複勝： ７３，２４８，６００円 枠連： ９，８６３，２００円

馬連： ３３，７３０，３００円 馬単： ３５，８７９，６００円 ワイド： １９，３４５，５００円

３連複： ４６，４８７，０００円 ３連単： １１５，６０８，３００円 計： ３５７，０９０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １３０円 複 勝 � １１０円 � １４０円 � １９０円 枠 連（３－４） ３２０円

馬 連 �� ３５０円 馬 単 �� ４００円

ワ イ ド �� １７０円 �� ２４０円 �� ４９０円

３ 連 複 ��� ６９０円 ３ 連 単 ��� １，６１０円

票 数

単勝票数 計 ２２９２８４ 的中 � １４６９０５（１番人気）
複勝票数 計 ７３２４８６ 的中 � ５１６８２７（１番人気）� ６７６７３（２番人気）� ３５８９３（４番人気）
枠連票数 計 ９８６３２ 的中 （３－４） ２３４７９（１番人気）
馬連票数 計 ３３７３０３ 的中 �� ７２６０５（１番人気）
馬単票数 計 ３５８７９６ 的中 �� ６７８２４（１番人気）
ワイド票数 計 １９３４５５ 的中 �� ３５８０４（１番人気）�� ２００７５（３番人気）�� ７８２８（６番人気）
３連複票数 計 ４６４８７０ 的中 ��� ５０１０４（１番人気）
３連単票数 計１１５６０８３ 的中 ��� ５３１１５（１番人気）

ハロンタイム １２．８―１０．８―１３．５―１３．４―１３．０―１３．２―１３．１―１２．５―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２３．６―３７．１―５０．５―１：０３．５―１：１６．７―１：２９．８―１：４２．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．８―３F３８．６
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

メテオライト �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Cozzene デビュー ２０１１．７．３ 京都６着

２００９．４．１８生 牡３栗 母 ガ ヴ ィ オ ラ 母母 Forest Key ５戦１勝 賞金 ９，５００，０００円
〔制裁〕 メテオライト号の騎手岩田康誠は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（７番への進路影響）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

０６０２８ ３月３日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）重 （２４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 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード３：１５．７良・良

５５ タ フ �４芦 ５９ 田村 太雅�グランプリ 森 秀行 安平 ノーザンファーム ４７０－ ４３：２６．２ ３．４�

８９ アラタマポケット 牡６鹿 ６０ 難波 剛健荒木 謙次氏 新川 恵 日高 槇本牧場 ４７８－ ２３：２６．８３� ５．７�
４４ ニシノファブレッド 牡４鹿 ５９ 北沢 伸也福田 光博氏 根本 康広 むかわ 西山牧場 ４８６－ ８３：２６．９� １５．５�
７７ エイユーブラッサム 牡５鹿 ６０ 白浜 雄造笹部 和子氏 池添 兼雄 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４６６＋１４３：２７．１１ ６．４�
２２ � コブラボール 牡８青鹿６０ 高野 和馬吉橋 計氏 石毛 善彦 えりも 寺井 文秀 ４８２－ ４３：２７．７３� ７．０�
６６ オープンセサミ 牡９鹿 ６０ 今村 康成松岡 隆雄氏 崎山 博樹 早来 ノーザンファーム ４８４＋ ６ 〃 アタマ １３．３�
３３ キンショーオトヒメ 牝７栗 ５８ 中村 将之礒野日出夫氏 中村 均 浦河 昭和牧場 ４５２＋ ４ 〃 クビ ４．３	
１１ トムコウクン 牡４鹿 ５９ 植野 貴也半田 勉氏 西橋 豊治 新ひだか 福岡 清 ４７８－ ６３：２８．１２� ９．６

８８ � オグリシュンコー 牡４芦 ５９ 黒岩 悠小栗 孝一氏 鹿戸 明 新冠 中村農場 ４７６－ ２３：２８．８４ ８３．３�

（９頭）

売 得 金

単勝： １２，２３３，７００円 複勝： １７，２７０，７００円 枠連： ６，５２７，６００円

馬連： ２８，４５０，０００円 馬単： ２０，９０２，０００円 ワイド： １１，９４３，０００円

３連複： ４２，１１２，０００円 ３連単： ７７，６７４，８００円 計： ２１７，１１３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １７０円 � ２００円 � ３７０円 枠 連（５－８） ９２０円

馬 連 �� １，０１０円 馬 単 �� １，８４０円

ワ イ ド �� ３６０円 �� ８２０円 �� ８２０円

３ 連 複 ��� ３，１４０円 ３ 連 単 ��� １３，１１０円

票 数

単勝票数 計 １２２３３７ 的中 � ２８４７０（１番人気）
複勝票数 計 １７２７０７ 的中 � ３０９６０（１番人気）� ２４５０９（３番人気）� ９９０７（８番人気）
枠連票数 計 ６５２７６ 的中 （５－８） ５２７１（１番人気）
馬連票数 計 ２８４５００ 的中 �� ２０８４２（１番人気）
馬単票数 計 ２０９０２０ 的中 �� ８４２３（１番人気）
ワイド票数 計 １１９４３０ 的中 �� ９０２７（１番人気）�� ３４３９（１６番人気）�� ３４３９（１６番人気）
３連複票数 計 ４２１１２０ 的中 ��� ９９１９（１２番人気）
３連単票数 計 ７７６７４８ 的中 ��� ４３７３（２５番人気）

上り １マイル １：４６．４ ４F ５１．０－３F ３７．９
コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

タ フ �

父 アドマイヤコジーン �


母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２０１０．６．２６ 阪神１３着

２００８．１．２３生 �４芦 母 スロージンフィズ 母母 キッスパシオン 障害：２戦１勝 賞金 ８，８００，０００円



０６０２９ ３月３日 晴 良 （２４阪神１）第３日 第５競走 ��
��２，２００�サラブレッド系３歳

発走１２時２０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

２：１０．１
２：１０．１

良

良

１１ グランプリブラッド 牡３鹿 ５６ C．デムーロ 北側 雅司氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ４４８－１０２：１７．９ １３．３�
（伊）

４８ ジェームズバローズ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠猪熊 広次氏 中竹 和也 新ひだか 折手牧場 ４８４＋ ２２：１８．３２� ３．１�
３５ レッドプレイヤー 牡３栗 ５６ 浜中 俊 �東京ホースレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム ４９０± ０２：１８．５１ ３．７�
１２ サチノコイノボリ 牡３鹿 ５６ 国分 優作佐藤 幸彦氏 服部 利之 新冠 競優牧場 B４６８－ ２２：１８．６� １６６．８�
７１３ テイエムオペラドン 牡３鹿 ５６ 小牧 太竹園 正繼氏 新川 恵 浦河 川越ファーム ４５６－ ４ 〃 クビ １４．０�
２３ エーシンプロースト 牡３栗 ５６ 福永 祐一�栄進堂 小崎 憲 浦河 栄進牧場 ４４８－ ２２：１８．８１� ３４．５�
５１０ カレンレッドロック 牡３青鹿５６ 秋山真一郎鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４９８－ ８２：１９．４３� ８７．５	
６１１ ラ ン ド ル ト 牡３鹿 ５６ 和田 竜二馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４６４－ ６２：１９．５� ４．７

８１５ ランフォージン 牡３黒鹿５６ 藤田 伸二 �社台レースホース清水 出美 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５０－ ８２：１９．６クビ ７３．６�
６１２ キングスーパーマン 牡３栗 ５６ 渡辺 薫彦��昭牧場 野村 彰彦 浦河 高昭牧場 ４６４－ ２ 〃 アタマ ３６７．１
３６ コスモプランタン 牡３黒鹿５６ 荻野 琢真 �ビッグレッドファーム 中村 均 浦河 杵臼斉藤牧場 B４８２± ０２：１９．７� ４５．８�
８１６ ダノングーグー 牡３黒鹿５６ 北村 友一�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５０６＋ ６ 〃 ハナ ５．１�
２４ キタサンカイザー 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥�大野商事 目野 哲也 新ひだか 木田牧場 ４６８－１４２：２０．５５ ３６０．１�
５９ シゲルプラム 牡３栗 ５６ 幸 英明森中 蕃氏 鈴木 孝志 新冠 渕瀬フアーム ４４６－１０ 〃 ハナ ２０１．９�
４７ ナ イ ク 牡３鹿 ５６

５３ ▲長岡 禎仁加藤 信之氏 田所 秀孝 新ひだか 林 祐二 B４３２－ ８２：２０．７１� １１２．６�
７１４ リッカシェクル 牡３鹿 ５６ 中村 将之立花 幸雄氏 武田 博 新冠 赤石 久夫 ４１０－ ２２：２１．４４ ６２４．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，１８９，１００円 複勝： ３６，２２３，０００円 枠連： １１，２６９，４００円

馬連： ４２，５０４，０００円 馬単： ３０，３９４，３００円 ワイド： ２１，８４６，０００円

３連複： ６０，９７０，１００円 ３連単： １０３，２８２，１００円 計： ３２５，６７８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３３０円 複 勝 � ２８０円 � １４０円 � １６０円 枠 連（１－４） １，４７０円

馬 連 �� １，７２０円 馬 単 �� ４，０６０円

ワ イ ド �� ６３０円 �� ８６０円 �� ２７０円

３ 連 複 ��� ２，１２０円 ３ 連 単 ��� １９，９８０円

票 数

単勝票数 計 １９１８９１ 的中 � １１４４９（５番人気）
複勝票数 計 ３６２２３０ 的中 � ２４９１９（５番人気）� ８９５４９（１番人気）� ６４８１８（２番人気）
枠連票数 計 １１２６９４ 的中 （１－４） ５６９４（７番人気）
馬連票数 計 ４２５０４０ 的中 �� １８２８４（８番人気）
馬単票数 計 ３０３９４３ 的中 �� ５５３５（１９番人気）
ワイド票数 計 ２１８４６０ 的中 �� ８１１１（８番人気）�� ５７４０（１２番人気）�� ２２８１５（１番人気）
３連複票数 計 ６０９７０１ 的中 ��� ２１３０１（８番人気）
３連単票数 計１０３２８２１ 的中 ��� ３８１５（６８番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．２―１２．０―１３．５―１３．６―１３．３―１３．０―１２．３―１２．１―１１．６―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．９―２４．１―３６．１―４９．６―１：０３．２―１：１６．５―１：２９．５―１：４１．８―１：５３．９―２：０５．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グランプリブラッド �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１１．１２．２４ 阪神３着

２００９．４．２１生 牡３鹿 母 シルクプリマドンナ 母母 バウンドトゥダンス ３戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

０６０３０ ３月３日 晴 良 （２４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 （芝・右・外）

牝，新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ６，０００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９００，０００円 ６００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

５１０ エアカリナン 牝３鹿 ５４ 福永 祐一 �ラッキーフィールド藤原 英昭 安平 ノーザンファーム ４４２ ―１：５１．４ ４．２�

１１ シーズオブタイム 牝３黒鹿５４ 浜中 俊谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 ４１２ ―１：５１．６１� ７．９�
５９ シンコームーン 牝３栗 ５４ 国分 優作豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 ４４６ ― 〃 クビ １０２．０�
２４ ペプチドヒノトリ 牝３鹿 ５４ 武 英智沼川 一彦氏 新川 恵 平取 坂東牧場 ４５０ ― 〃 ハナ １７０．６�
２３ クイーンリヴィエラ 牝３黒鹿５４ 武 豊永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 ４１４ ―１：５１．９１� ２．６�
８１６ フ ィ リ ラ 牝３栗 ５４ 幸 英明 H.H．シェイク・ハムダン 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４６４ ―１：５２．１１ １０．６�
６１２ プ レ ッ ピ ー 牝３黒鹿５４ 藤田 伸二	辻牧場 松田 国英 浦河 辻 牧場 ４２６ ― 〃 クビ ６５．２

３６ クレバーピルエット 牝３栗 ５４ 和田 竜二田� 正明氏 庄野 靖志 日高 本間牧場 ４７０ ―１：５２．２� ３０．０�
７１３ アキノギムレット 牝３栗 ５４ C．デムーロ 穐吉 正孝氏 角居 勝彦 新ひだか 西村 和夫 ４０６ ― 〃 ハナ ４７．４

（伊）

１２ マイアイステラ 牝３青鹿５４ 渡辺 薫彦MYI馬主組合 鈴木 孝志 浦河 バンブー牧場 ４０８ ― 〃 ハナ ４２．５�
３５ メイショウノゾミ 牝３鹿 ５４ 難波 剛健松本 好�氏 高橋 義忠 浦河 林 孝輝 ４９４ ―１：５２．３クビ ２１５．９�
８１５ チュウワビーナス 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎中西 忍氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４８０ ―１：５２．７２� ４．５�
４７ メイショウムーラン 牝３栗 ５４ 四位 洋文松本 好雄氏 岡田 稲男 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５８ ―１：５２．８� ６２．５�
７１４ エーシンクラリオン 牝３鹿 ５４ 北村 友一�栄進堂 北出 成人 浦河 栄進牧場 ４１４ ―１：５３．０１� １８３．４�
４８ エクスレジェーラ 牝３黒鹿５４ 荻野 琢真前原 敏行氏 千田 輝彦 日高 チャンピオン

ズファーム ４４６ ―１：５３．１� ７２．７�
６１１ テーオーアパタイト 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎小笹 公也氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 ４５６ ―１：５４．３７ ２５．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，２８５，１００円 複勝： ２７，１４８，６００円 枠連： １３，６６２，５００円

馬連： ３９，３４４，１００円 馬単： ２６，７２３，６００円 ワイド： １６，８２７，３００円

３連複： ５１，５５２，３００円 ３連単： ７８，２７３，５００円 計： ２７２，８１７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １８０円 � ２４０円 � ２，０３０円 枠 連（１－５） １，５４０円

馬 連 �� １，７１０円 馬 単 �� ３，２９０円

ワ イ ド �� ６００円 �� ３，６７０円 �� ６，７６０円

３ 連 複 ��� ３９，４３０円 ３ 連 単 ��� １６０，９１０円

票 数

単勝票数 計 １９２８５１ 的中 � ３６９１６（２番人気）
複勝票数 計 ２７１４８６ 的中 � ４８３５９（３番人気）� ３１０１２（４番人気）� ２６２０（１３番人気）
枠連票数 計 １３６６２５ 的中 （１－５） ６５６７（７番人気）
馬連票数 計 ３９３４４１ 的中 �� １７０２３（６番人気）
馬単票数 計 ２６７２３６ 的中 �� ６０００（１２番人気）
ワイド票数 計 １６８２７３ 的中 �� ７５４２（５番人気）�� １０９０（３７番人気）�� ５８６（５０番人気）
３連複票数 計 ５１５５２３ 的中 ��� ９６５（９１番人気）
３連単票数 計 ７８２７３５ 的中 ��� ３５９（３７８番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．４―１２．４―１３．２―１３．０―１２．５―１２．１―１１．３―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．２―３６．６―４９．８―１：０２．８―１：１５．３―１：２７．４―１：３８．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エアカリナン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Point Given 初出走

２００９．２．１５生 牝３鹿 母 エポカブラヴァ 母母 Aucilla １戦１勝 賞金 ６，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ７頭 ウインブリーザ号・オリーブジュエル号・キャニオンランズ号・フラゴリーネ号・メイショウキラリ号・

ユキノレッシャ号・レッドマーキュリー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０６０３１ ３月３日 晴 稍重 （２４阪神１）第３日 第７競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１３時２０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

２２ � エアハリファ 牡３鹿 ５６ C．デムーロ �ラッキーフィールド角居 勝彦 米 Winches-
ter Farm ４６８± ０１：５３．７ ２．７�

（伊）

８１３ ダイヴァーダウン 牡３栗 ５６ 武 豊吉岡 泰治氏 松永 昌博 新ひだか 桑嶋 峰雄 ４４８－ ４１：５４．１２� ２４．１�
８１２� サウンドビガレス 牡３栗 ５６ 福永 祐一増田 雄一氏 安達 昭夫 米 Center

Hills Farm ４７６－ ２１：５４．５２� ７．７�
６８ コウエイチャンス 牡３鹿 ５６ 浜中 俊伊東 政清氏 山内 研二 浦河 市川牧場 ４６４－ ４ 〃 ハナ １７．９�
７１１ ハギノコメント 牡３鹿 ５６ 小牧 太日隈 良江氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７２＋ ６１：５４．９２� ５．１�
５７ アズマリュウセイ 牡３黒鹿５６ 国分 優作東 哲次氏 加用 正 日高 日高大洋牧場 ４９８＋１０１：５５．０クビ ３８．９�
４４ ポ レ イ ア 牝３栗 ５４ 藤田 伸二�川美枝子氏 五十嵐忠男 浦河 安原 実 ４７８－ ６ 〃 クビ ４．８	
３３ ダークブレイズ 牡３黒鹿５６ 渡辺 薫彦 
フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム ５２８－ ８１：５５．１クビ ５５．９�
１１ タガノナパヴァレー �３黒鹿５６ 秋山真一郎八木 良司氏 岡田 稲男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４６０± ０１：５５．４１	 ２５．９�
５６ シゲルアーモンド 牡３青 ５６ 北村 友一森中 蕃氏 目野 哲也 浦河 中村 雅明 ５３４－ ２１：５６．６７ ９４．２
４５ シンハヤブサ 牡３栗 ５６ 幸 英明池田 豊治氏 本田 優 新ひだか 安田 豊重 ４９０－１４１：５６．７� ５１．９�
６９ � ア グ ン 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠林 正道氏 友道 康夫 米 Whisper Hill

Farm LLC ５３６＋１４１：５７．１２� ７．２�
７１０
 ス パ イ ア 牡３鹿 ５６ 和田 竜二庄野 昭彦氏 柴田 光陽 新ひだか 橋本牧場 ５２０－ ４１：５７．５２� ２０３．５�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２２，６９５，８００円 複勝： ４２，１６１，３００円 枠連： １４，２６２，２００円

馬連： ５２，６９１，８００円 馬単： ３５，４７７，４００円 ワイド： ２４，７４０，２００円

３連複： ６８，４０３，２００円 ３連単： １０９，９２３，７００円 計： ３７０，３５５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １５０円 � ４９０円 � ２４０円 枠 連（２－８） ７８０円

馬 連 �� ２，７９０円 馬 単 �� ３，９１０円

ワ イ ド �� １，２５０円 �� ４７０円 �� １，６９０円

３ 連 複 ��� ５，３００円 ３ 連 単 ��� ２６，０７０円

票 数

単勝票数 計 ２２６９５８ 的中 � ６７０１９（１番人気）
複勝票数 計 ４２１６１３ 的中 � ９６９４４（１番人気）� １７６８８（７番人気）� ４３３０３（５番人気）
枠連票数 計 １４２６２２ 的中 （２－８） １３５６６（３番人気）
馬連票数 計 ５２６９１８ 的中 �� １３９６８（１２番人気）
馬単票数 計 ３５４７７４ 的中 �� ６６９７（１７番人気）
ワイド票数 計 ２４７４０２ 的中 �� ４７１５（１４番人気）�� １４２８６（４番人気）�� ３４３３（２４番人気）
３連複票数 計 ６８４０３２ 的中 ��� ９５３９（１５番人気）
３連単票数 計１０９９２３７ 的中 ��� ３１１２（８１番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．６―１３．６―１３．２―１３．０―１２．４―１２．４―１１．８―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．４―３８．０―５１．２―１：０４．２―１：１６．６―１：２９．０―１：４０．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．５―３F３７．１
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

�エアハリファ �
�
父 Discreet Cat �

�
母父 Afternoon Deelites デビュー ２０１１．１１．２０ 京都２着

２００９．２．１４生 牡３鹿 母 Chez La Femme 母母 She’s Ecstatic ３戦２勝 賞金 １４，８００，０００円
〔発走状況〕 シンハヤブサ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 シンハヤブサ号は，発走調教再審査。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

０６０３２ ３月３日 晴 稍重 （２４阪神１）第３日 第８競走 ��
��１，４００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時５０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２１．８
１：２１．８

稍重

稍重

３６ アヴェカムール 牡５黒鹿５７ 福永 祐一吉田 勝己氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４８８－１０１：２４．８ ４．０�

８１５� エーシンバサラ 牡４青鹿５７ 和田 竜二�栄進堂 中尾 秀正 米 Cloyce
Clark Jr. ５５０－ ８１：２５．０１� ６５．５�

２４ キングブラーボ 牡４黒鹿５７ 幸 英明村上 稔氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 ５２０＋ ２１：２５．１	 １６．５�
２３ マコトローゼンボー 牡４黒鹿５７ 小林慎一郎尾田左知子氏 矢作 芳人 様似 出口 繁夫 ４６４－ ４１：２５．２	 ７．８�
８１６ ミッキーホワイト 牡４黒鹿５７ C．デムーロ 野田みづき氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４８８－ ６１：２５．４	 １．８�

（伊）

３５ ロ ン ド 牝４青鹿５５ 秋山真一郎水上 行雄氏 平田 修 浦河 笠松牧場 ４５８± ０１：２５．７２ １１．１�
６１２ アドバンスペリー 牡５鹿 ５７ 北村 友一 �千葉パブリックゴ

ルフコース 池上 昌弘 新冠 川上牧場 B４７４－ ６１：２５．８クビ ５０．６	
７１３ クレバーベスト 
４鹿 ５７ 武 幸四郎田
 正明氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 ４４６－ ８１：２６．０１� １４７．８�
６１１� シゲルハンベイ 牡５栗 ５７ 小林 徹弥森中 蕃氏 梅内 忍 新ひだか 及川 ミツ子 ４９８＋ ２１：２６．２１ ２８０．５�
４７ ティアップゼウス 牡４栗 ５７ 中村 将之田中 昇氏 高木 登 新ひだか 土居 忠吉 ４５２＋ ６１：２６．４１� １１０．６
５９ スマートレモラ 牝４鹿 ５５ 岩田 康誠大川 徹氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド ４７４－１０１：２６．５クビ ３２．０�
５１０� ケンブリッジヒーロ 牡４栗 ５７ 武 豊中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 タニグチ牧場 ４４４－ ４１：２６．９２� ７０．４�
１１ メイショウヴァルナ 牡５青鹿５７ 国分 優作松本 好�氏 本田 優 浦河 赤田牧場 ４５８－ ２１：２７．１１ ９６．７�
７１４ ニホンピロエリナ 牝５芦 ５５

５２ ▲長岡 禎仁小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 ４３６－ ４１：２７．４２ ３８．７�
１２ ミラクルベリー 牝４黒鹿５５ 四位 洋文市川 義美氏 池添 兼雄 千歳 社台ファーム ４２４－ ８１：２７．５クビ ７０．１�

（１５頭）
４８ タイキブルース 牡５鹿 ５７ 浜中 俊�大樹ファーム 高橋 義忠 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２２，１６９，６００円 複勝： ３４，８２６，４００円 枠連： １８，１４７，２００円

馬連： ４９，０１３，２００円 馬単： ３８，６６４，６００円 ワイド： ２４，１２５，１００円

３連複： ６７，２６９，８００円 ３連単： １１９，７４７，５００円 計： ３７３，９６３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １８０円 � １，２９０円 � ３７０円 枠 連（３－８） ２４０円

馬 連 �� ７，８５０円 馬 単 �� １２，１９０円

ワ イ ド �� ２，３６０円 �� ８４０円 �� ７，６８０円

３ 連 複 ��� ２８，５７０円 ３ 連 単 ��� １４１，１８０円

票 数

単勝票数 計 ２２１６９６ 的中 � ４４６３３（２番人気）
複勝票数 計 ３４８２６４ 的中 � ６６４８５（２番人気）� ５５９７（１０番人気）� ２３３７４（５番人気）
枠連票数 計 １８１４７２ 的中 （３－８） ５６３０７（１番人気）
馬連票数 計 ４９０１３２ 的中 �� ４６１２（２１番人気）
馬単票数 計 ３８６６４６ 的中 �� ２３４１（３１番人気）
ワイド票数 計 ２４１２５１ 的中 �� ２４８７（２０番人気）�� ７４３４（８番人気）�� ７４６（５２番人気）
３連複票数 計 ６７２６９８ 的中 ��� １７３８（７０番人気）
３連単票数 計１１９７４７５ 的中 ��� ６２６（３１３番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．４―１１．６―１２．０―１２．５―１２．４―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２２．８―３４．４―４６．４―５８．９―１：１１．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アヴェカムール �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．４．１１ 阪神７着

２００７．４．２８生 牡５黒鹿 母 シ ェ リ ー ル 母母 ジェドゥーザムール ８戦２勝 賞金 １９，１００，０００円
〔出走取消〕 タイキブルース号は，疾病〔左前肢フレグモーネ〕のため出走取消。
※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 ピンクデージー号
（非抽選馬） １頭 ヒラボクソング号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０６０３３ ３月３日 晴 稍重 （２４阪神１）第３日 第９競走 ��
��１，８００�

す い た

吹 田 特 別
発走１４時２５分 （ダート・右）
４歳以上，１，０００万円以下，２３．３．５以降２４．２．２６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 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ３９２，０００円 １１２，０００円 ５６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

３６ レックスパレード 牡４栗 ５７ 岩田 康誠 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 追分ファーム ５２０－１０１：５２．１ ２．１�

２３ スマートルシファー 牡４黒鹿５６ 武 豊大川 徹氏 小崎 憲 新ひだか 飛野牧場 ５１０± ０１：５２．２� ５．９�
１２ ナイスミーチュー 牡５鹿 ５５ 小牧 太�ダノックス 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ５１６＋ ２ 〃 アタマ ３．５�
６１１ ダノンジュピター 牡７栗 ５６ 福永 祐一�ダノックス 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント ４８８－ ２１：５２．５１� ３２．１�
２４ シルクエステート 牡６青 ５５ 秋山真一郎有限会社シルク岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 ４６２＋１０１：５２．７１ ５５．１�
１１ グッドカレラ 牡５青 ５３ 国分 優作杉立 恭平氏 宮 徹 新冠 ハクツ牧場 ５１６－ ８ 〃 ハナ １９８．７	
５９ マーベラスバロン 牡４鹿 ５４ 渡辺 薫彦笹原 貞生氏 柴田 政見 新ひだか 酒井 亨 ４９０－ ４１：５２．８� ３６．５

３５ タガノジョーカー 牝５栗 ５３ 幸 英明八木 良司氏 五十嵐忠男 浦河 安原 実 ４５２± ０ 〃 クビ ７１．１�
４８ メイショウスクラム 牡６鹿 ５５ 四位 洋文松本 好雄氏 田島 良保 浦河 林 孝輝 ４９４＋ ４１：５３．１２ １１．６�
５１０ ビタースウィート 牝５鹿 ５４ C．デムーロ�桜井牧場 加用 正 新ひだか 桜井牧場 ４４８－ ４ 〃 クビ ２１．３

（伊）

７１３ メイショウゾウセン 牡４黒鹿５４ 北村 友一松本 好雄氏 荒川 義之 日高 高柳 隆男 ４６８＋ ６１：５３．３１ ８３．５�
４７ � サクラエンブレム 牡５青 ５５ 浜中 俊�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 新和牧場 ５０６＋ ４１：５３．４� ３０．０�
７１４ アイノグロー 牡５黒鹿５４ 武 幸四郎礒川 正明氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ５１０＋ ４１：５４．０３� １２３．７�
６１２ ユメミルテーラー 牝５黒鹿５１ 荻野 琢真中西 浩一氏 佐山 優 新ひだか 西村 和夫 ４８２－ ６１：５４．２１	 ３８８．７�
８１６ ローレルレガリス 牡６鹿 ５５ 和田 竜二 �ローレルレーシング 今野 貞一 新冠 川島牧場 ４６２－ ４１：５４．４１	 ６７．９�
８１５ タマモアルプス 牡５黒鹿５４ 藤田 伸二タマモ� 藤岡 健一 新ひだか 曾我 博 ５２８＋ ４１：５４．５� ４０．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３１，５１５，７００円 複勝： ５４，９８１，７００円 枠連： ２４，７７７，０００円

馬連： ９５，８５４，４００円 馬単： ５６，９４９，２００円 ワイド： ３７，７４７，２００円

３連複： １１８，２９２，２００円 ３連単： ２１１，３８３，２００円 計： ６３１，５００，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １２０円 � １６０円 � １４０円 枠 連（２－３） ５５０円

馬 連 �� ６１０円 馬 単 �� ９６０円

ワ イ ド �� ２６０円 �� ２２０円 �� ４２０円

３ 連 複 ��� ７８０円 ３ 連 単 ��� ２，８７０円

票 数

単勝票数 計 ３１５１５７ 的中 � １２０７１５（１番人気）
複勝票数 計 ５４９８１７ 的中 � １５５６６１（１番人気）� ７３３０４（３番人気）� １０７３５３（２番人気）
枠連票数 計 ２４７７７０ 的中 （２－３） ３３４３３（２番人気）
馬連票数 計 ９５８５４４ 的中 �� １１７７９８（２番人気）
馬単票数 計 ５６９４９２ 的中 �� ４４２３１（２番人気）
ワイド票数 計 ３７７４７２ 的中 �� ３６２７７（２番人気）�� ４７９７５（１番人気）�� １９５３３（４番人気）
３連複票数 計１１８２９２２ 的中 ��� １１３３３１（１番人気）
３連単票数 計２１１３８３２ 的中 ��� ５４４８７（２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２３．５―３６．７―４９．４―１：０２．３―１：１４．９―１：２７．２―１：３９．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．８―３F３７．２
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

レックスパレード �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 A.P. Indy デビュー ２０１１．６．５ 東京３着

２００８．２．１３生 牡４栗 母 インディパレード 母母 Fashion Setter ８戦３勝 賞金 ４５，００４，０００円
※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） ２頭 テルミーホワイ号・ビューティーモズ号
（非抽選馬） ３頭 キーネプチューン号・ゴールデンアタック号・セイプロスペリティ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

０６０３４ ３月３日 晴 良 （２４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，２３．３．５以降２４．２．２６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 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００円
付 加 賞 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．４

良

良

８１５ タガノエルシコ 牡７栗 ５７ C．デムーロ 八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ４３６－ ６１：３５．３ ６．６�

（伊）

２４ タツミリュウ 牡４栗 ５４ 秋山真一郎�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 ４８２－ ６１：３５．４� ２３．０�
２３ デンコウジュピター 牡４鹿 ５５ 渡辺 薫彦田中 康弘氏 佐山 優 様似 中脇 一幸 ５１２± ０１：３５．５クビ １２．２�
４８ マイネルエデン 牡６鹿 ５４ 浜中 俊 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 阿部 新生 新冠 飛渡牧場 ５２２－ ２１：３５．７１� ２１．０�
３６ ブレイブファイト 牡７鹿 ５７．５ 岩田 康誠�RRA 藤原 英昭 門別 下河辺牧場 ５１４－ ４ 〃 アタマ １７．２�
１２ ピースピース 牡６鹿 ５５ 飯田 祐史��昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 ４７６± ０ 〃 ハナ ２１．６	
７１４ シースナイプ 牝５鹿 ５５ 藤田 伸二松岡 隆雄氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ４５０－ ６ 〃 クビ ４．２

６１２ ザバトルユージロー 牡６鹿 ５４ 幸 英明宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか 三石川上牧場 ４３６－ ２１：３５．８クビ ４６．５�
１１ ツルミプラチナム 牡５黒鹿５５ 荻野 琢真�鶴見ホース 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 ４７４－ ６１：３５．９� １３．９�
５１０ マイネルカリバーン 牡５黒鹿５６ 武 豊 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 新冠 平山牧場 ５２２－ ４１：３６．０� ８．２
４７ スティルゴールド 牡５黒鹿５５ 福永 祐一青山 洋一氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 ４８６－ ４ 〃 アタマ １５．３�
８１６ マッシヴエンペラー 牡７栗 ５４ 芹沢 純一小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム ５０２－ ４１：３６．３１� ５０．３�
６１１ リフトザウイングス 牡４青鹿５６ 小牧 太 �社台レースホース橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ５３０－１０ 〃 クビ ５．１�
３５ ホッコービクトリー 牡７栗 ５３ 和田 竜二矢部 幸一氏 笹田 和秀 浦河 高昭牧場 ５１２－ ２１：３６．８３ ２６８．０�
７１３ テイエムクレナイ 牝７栗 ５２ 田中 健竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 高岸 節雄 ４７８－ ４１：３６．９� １０７．２�
５９ ブラボースキー 牡４栗 ５５ 北村 友一松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 ４９６－１０１：３７．０クビ １１．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３４，０６９，３００円 複勝： ６４，９１５，１００円 枠連： ３３，４８６，６００円

馬連： １２４，６９６，５００円 馬単： ６４，３０６，５００円 ワイド： ４９，４５１，３００円

３連複： １６７，５６２，１００円 ３連単： ２５７，６２２，９００円 計： ７９６，１１０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６６０円 複 勝 � ２３０円 � ８００円 � ４６０円 枠 連（２－８） ２，５９０円

馬 連 �� １１，５４０円 馬 単 �� １９，７３０円

ワ イ ド �� ３，６７０円 �� １，２３０円 �� ４，３４０円

３ 連 複 ��� ４４，４２０円 ３ 連 単 ��� ２５５，５５０円

票 数

単勝票数 計 ３４０６９３ 的中 � ４１３００（３番人気）
複勝票数 計 ６４９１５１ 的中 � ８７５６８（３番人気）� １８６９６（１２番人気）� ３５５５５（７番人気）
枠連票数 計 ３３４８６６ 的中 （２－８） ９５７１（１５番人気）
馬連票数 計１２４６９６５ 的中 �� ７９７５（５２番人気）
馬単票数 計 ６４３０６５ 的中 �� ２４０６（９５番人気）
ワイド票数 計 ４９４５１３ 的中 �� ３２７７（５４番人気）�� １０２０７（１０番人気）�� ２７５９（６３番人気）
３連複票数 計１６７５６２１ 的中 ��� ２７８４（１７０番人気）
３連単票数 計２５７６２２９ 的中 ��� ７４４（９４９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．１―３５．８―４７．７―５９．６―１：１１．６―１：２２．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノエルシコ �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２００８．４．１３ 阪神７着

２００５．３．１３生 牡７栗 母 タガノピアース 母母 タガノスリッパー ２４戦５勝 賞金 １３２，１９６，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
〔発走状況〕 ツルミプラチナム号・デンコウジュピター号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 カイシュウコロンボ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０６０３５ ３月３日 晴 良 （２４阪神１）第３日 第１１競走 ��
��１，６００�第１９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 ３４，０００，０００円 １４，０００，０００円 ８，５００，０００円 ５，１００，０００円 ３，４００，０００円
付 加 賞 ５３２，０００円 １５２，０００円 ７６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．４

良

良

７１２ ハナズゴール 牝３栗 ５４ C．デムーロ M．タバート氏 加藤 和宏 浦河 不二牧場 ４１４－１２１：３５．５ ３７．２�
（伊）

８１４ エピセアローム 牝３栃栗５４ 浜中 俊吉田 勝己氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４６０－１２１：３５．９２� ９．２�
４５ ジョワドヴィーヴル 牝３鹿 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 ４２０＋ ２１：３６．０クビ １．３�
１１ ジェンティルドンナ 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４６０－ ６１：３６．１� ４．４�
３３ スピークソフトリー 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎 H.R.H．プリンセス・ハヤ 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４６６－ ８１：３６．２� ７１．９�
４６ トーホウアマポーラ 牝３栗 ５４ 和田 竜二東豊物産� 田島 良保 日高 竹島 幸治 ４７８－ ４１：３６．８３� １３３．２	
６１０ ゴールデンムーン 牝３栗 ５４ 秋山真一郎�G１レーシング 須貝 尚介 厚真 大川牧場 ４５４± ０１：３７．０１� ５２．８

６９ ウイングザムーン 牝３鹿 ５４ 飯田 祐史��昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４６０－ ８ 〃 アタマ ６４．８�
５８ ヒ ー ラ 牝３鹿 ５４ 四位 洋文平井 裕氏 森 秀行 日高 白井牧場 ４２２＋ ４１：３７．３１� １１２．１�
７１１ アブシンベル 牝３鹿 ５４ 小坂 忠士山田 貞蔵氏 山内 研二 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４１４－ ６１：３７．４� ４１３．６
３４ スピカシチー 牝３鹿 ５４ 国分 優作 �友駿ホースクラブ 村山 明 新ひだか 幌村牧場 ４１２－ ４１：３７．６１� ４７２．４�
８１３ フクノハツヒメ 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二福島 実氏 鹿戸 雄一 浦河 バンブー牧場 ４２６－ ６ 〃 ハナ １６７．０�
２２ イントゥザストーム 牝３鹿 ５４ 北村 友一金子真人ホール

ディングス� 村山 明 日高 日高大洋牧場 ３９４－ ６ 〃 クビ ２２８．４�
５７ ショウナンマオ 牝３鹿 ５４ 幸 英明国本 哲秀氏 須貝 尚介 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０６＋ ２１：３９．７大差 ３３０．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １３９，１２７，３００円 複勝： ２９２，３９１，３００円 枠連： ７１，５３２，０００円

馬連： ３０２，５５０，６００円 馬単： ２７８，１８１，９００円 ワイド： １１２，９９６，９００円

３連複： ４１４，９４４，０００円 ３連単： １，３６１，９８３，３００円 計： ２，９７３，７０７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，７２０円 複 勝 � ４６０円 � １８０円 � １１０円 枠 連（７－８） ６，８５０円

馬 連 �� ８，０７０円 馬 単 �� ２４，６６０円

ワ イ ド �� １，６００円 �� ６３０円 �� ２４０円

３ 連 複 ��� ２，８６０円 ３ 連 単 ��� ５７，２９０円

票 数

単勝票数 計１３９１２７３ 的中 � ２９４８５（４番人気）
複勝票数 計２９２３９１３ 的中 � ５３４６５（６番人気）� ２０５６１４（３番人気）� ２０３７５０９（１番人気）
枠連票数 計 ７１５３２０ 的中 （７－８） ７７０７（１３番人気）
馬連票数 計３０２５５０６ 的中 �� ２７６７１（１５番人気）
馬単票数 計２７８１８１９ 的中 �� ８３２７（３５番人気）
ワイド票数 計１１２９９６９ 的中 �� １４９８６（１６番人気）�� ４１３６９（６番人気）�� １４５１７１（２番人気）
３連複票数 計４１４９４４０ 的中 ��� １０７３９３（１０番人気）
３連単票数 計１３６１９８３３ 的中 ��� １７５４６（１１１番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．９―１２．１―１２．３―１２．２―１２．２―１１．３―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．６―３５．７―４８．０―１：００．２―１：１２．４―１：２３．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハナズゴール �
�
父 オレハマッテルゼ �

�
母父 シ ャ ン ハ イ デビュー ２０１１．１０．８ 東京１着

２００９．４．２４生 牝３栗 母 シャンハイジェル 母母 ロイヤルジェリー ５戦３勝 賞金 ４８，５３２，０００円
※一般事項Ⅴ－２の（４）によりハナズゴール号・エピセアローム号・ジョワドヴィーヴル号は，桜花賞（GⅠ）競走に優先出走できる。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

０６０３６ ３月３日 晴 稍重 （２４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 ９，７００，０００円 ３，１５０，０００
３，１５０，０００

円
円 １，５００，０００円 ９７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．７
１：０８．７

重

重

２３ ブルーデジャブ �５芦 ５７ 幸 英明 �ブルーマネジメント大根田裕之 新冠 有限会社 ケ
ンブリッジバレー ５１２－ ４１：１１．１ ５．８�

６１１ ヒ ー ロ ー 牡５栗 ５７ 岩田 康誠近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５２４－ ８１：１１．７３� ５．８�
７１４ スティールパス 牝５黒鹿５５ 福永 祐一飯田 正剛氏 松田 国英 新ひだか 千代田牧場 ４５４± ０ 〃 同着 ２．１�
４７ ホクトキングダム 牡４青鹿５７ C．デムーロ 布施 光章氏 本田 優 浦河 上山牧場 B４９２＋ ２ 〃 クビ ９．２�

（伊）

１２ クランチタイム 牡４鹿 ５７ 北村 友一加藤 千豊氏 木原 一良 様似 山本 和彦 ５１８＋ ４１：１２．１２� １０．３�
３６ ピュアマリーン 牝６栗 ５５ 芹沢 純一�山本牧場 鹿戸 明 浦河 山本牧場 ４５８± ０ 〃 ハナ ２５２．４	
６１２ ピンクペガサス 牡７黒鹿５７ 秋山真一郎木村 久子氏 服部 利之 静内 フジワラフアーム ５１０± ０ 〃 ハナ ９２．１

３５ 	 ゼットサンサン 牡６栗 ５７ 小坂 忠士�フォーレスト 山内 研二 米 Sebastian

L. Varney ５４０－ ６１：１２．４２ ９７．０�
５１０ シゲルシゲザネ 牡５鹿 ５７ 小牧 太森中 蕃氏 藤沢 則雄 日高 出口牧場 ４７８－１４１：１２．５� ３１．２�
１１ フィールドドリーム 牡５栗 ５７ 和田 竜二吉田 照哉氏 石坂 正 千歳 社台ファーム ５１４－１０ 〃 クビ １０．０
２４ オーミレイライン 牡６鹿 ５７ 畑端 省吾岩� 僖澄氏 境 直行 日高 幾千世牧場 ５４０± ０１：１２．６� １６８．２�
４８ 	 フィールドチャペル 牡６青 ５７ 渡辺 薫彦地田 勝三氏 藤岡 範士 米 CandyLand ５００＋ ４１：１３．３４ ３５１．１�
８１５ ハーイスマイル 牡４黒鹿５７ 国分 優作小林 祥晃氏 宮 徹 新ひだか 谷岡牧場 ４７０＋ ８１：１３．４クビ ５８．０�
７１３	 エイシンフルハート 牡５栗 ５７ 四位 洋文平井 豊光氏 西園 正都 米

James P. Gal-
lagher & Patri-
cia Gallagher

５０８＋ ２１：１３．５� １３１．８�
５９ 	 ブレイドバローズ �４栗 ５７ 荻野 琢真猪熊 広次氏 中竹 和也 米 March Thor-

oughbreds ５０４－１４１：１３．６� ２４７．４�
８１６ ハニーメロンチャン 牝５栗 ５５ 武 豊松岡 隆雄氏 平田 修 新冠 松本 信行 ４７６＋ ２１：１４．２３� ４２．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４７，５３０，９００円 複勝： ６９，００７，８００円 枠連： ３３，６６７，７００円

馬連： １２０，５６２，４００円 馬単： ７２，５７２，９００円 ワイド： ５１，１７６，７００円

３連複： １４８，２３１，０００円 ３連単： ２９６，６６１，７００円 計： ８３９，４１１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５８０円 複 勝 � １７０円 �
�

１５０円
１２０円 枠 連（２－６）（２－７）

９４０円
３９０円

馬 連 ��
��

９９０円
３８０円 馬 単 ��

��
１，８７０円
８９０円

ワ イ ド ��
��

５９０円
２８０円 �� ２００円

３ 連 複 ��� １，３５０円 ３ 連 単 ���
���

６，２９０円
４，８１０円

票 数

単勝票数 計 ４７５３０９ 的中 � ６４６１０（２番人気）
複勝票数 計 ６９００７８ 的中 � ９１５６８（３番人気）� １１５０５３（２番人気）� １９１３９１（１番人気）
枠連票数 計 ３３６６７７ 的中 （２－６） １２４２８（９番人気）（２－７） ３４３０３（３番人気）
馬連票数 計１２０５６２４ 的中 �� ４２１２２（７番人気）�� １２８５２３（２番人気）
馬単票数 計 ７２５７２９ 的中 �� １３９９９（１２番人気）�� ３１０００（７番人気）
ワイド票数 計 ５１１７６７ 的中 �� １７９８０（７番人気）�� ４６０９１（２番人気）�� ７６０４６（１番人気）
３連複票数 計１４８２３１０ 的中 ��� ８１４４７（１番人気）
３連単票数 計２９６６６１７ 的中 ��� １７３７９（３４番人気）��� ２２８２２（２４番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１１．５―１２．１―１１．７―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．３―３４．８―４６．９―５８．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．８―３F３６．３
３ ・（２，５）１２，１，９（３，７）４，１６（１１，１４）（８，１０）－（６，１３）＝１５ ４ ・（２，５）１２，１（３，９）７，４（１１，１４，１０）１６，８，６，１３＝１５

勝馬の
紹 介

ブルーデジャブ �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 サクラローレル デビュー ２０１０．５．１ 新潟６着

２００７．５．１５生 �５芦 母 ケンスターダンサー 母母 スダローマン １１戦４勝 賞金 ３８，０４０，０００円
〔制裁〕 スティールパス号の騎手福永祐一は，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。（４番への進路

影響）
ホクトキングダム号の騎手C．デムーロは，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１０，０００円。（４番への進
路影響）

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 ズンダモチ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（２４阪神１）第３日 ３月３日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
重後稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １７３頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２３２，５９０，０００円
７，１５０，０００円
１，８４０，０００円
２０，９５０，０００円
６１，１４２，０００円
５，１６９，８００円
１，６６０，８００円

勝馬投票券売得金
４０８，８１８，２００円
７８８，９９７，７００円
２５９，６４１，２００円
９６３，７２０，２００円
７１４，９２６，５００円
４０８，８２７，０００円

１，２９５，８１８，５００円
２，９２２，０３３，７００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 ７，７６２，７８３，０００円

総入場人員 １８，０１２名 （有料入場人員 １６，９９１名）


