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０９００１ ３月２４日 曇 不良 （２４阪神２）第１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

２３ ポップアイコン 牝３栗 ５４ 浜中 俊 H.H．シェイク・モハメド 吉村 圭司 日高 シンコーファーム ４７４－ ２１：５５．３ ２．５�

７１４ ピンウィール 牝３栗 ５４ 佐藤 哲三�ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント ４３６＋ ２１：５５．９３� ２４．７�
８１６ コーラルグリッタ 牝３黒鹿５４ 長谷川浩大�ターフ・スポート池添 兼雄 浦河 猿橋 義昭 ４６４＋ ８１：５６．０� ７．０�
３５ シゲルリンゴ 牝３栗 ５４ 川田 将雅森中 蕃氏 田中 章博 新ひだか 前田 宗将 ４３０± ０１：５６．１� ２２．８�
１１ ブライトポジー 牝３鹿 ５４ 国分 恭介�ターフ・スポート野村 彰彦 浦河 梅田牧場 ４３０± ０１：５６．５２� ４．１�
７１３ ジョウノナタリー 牝３青鹿５４ 岩田 康誠小川 義勝氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４２８± ０１：５６．８１� ５．２	
６１２ 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 ４３６＋ ２１：５７．１１� １５．４

４７ スターファンタジア 牝３黒鹿５４ 芹沢 純一下井 道博氏 新川 恵 浦河 東栄牧場 ４６０＋ ４１：５７．７３� １０７．２�
１２ クイーンキセキ 牝３黒鹿５４ 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 B４３２＋ ８１：５７．８� ４３．８�
５９ コイスルオトメ 牝３栗 ５４ 野元 昭嘉トール＆ワイド 藤沢 則雄 浦河 冨岡 博一 ４６２± ０１：５８．１２ ４０４．９
４８ パレスメダーリア 牝３鹿 ５４ 小林 徹弥坂本 肇氏 日吉 正和 新冠 安達 洋生 ４２４＋ ６１：５８．５２� １２２．０�
３６ ミルクトゥース 牝３黒鹿５４ 津村 明秀三宅 勝俊氏 中川 公成 浦河 金成吉田牧場 B４８２－ ４１：５８．７１ １３３．５�
６１１ アトハオボロ 牝３栗 ５４

５１ ▲菱田 裕二小田切有一氏 谷 潔 新ひだか 木下牧場 ４４２＋２０１：５８．８� ２８３．４�
５１０ ト シ ハ ー ト 牝３鹿 ５４

５１ ▲森 一馬上村 叶氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 ４６２－ ６１：５９．９７ １３８．７�
２４ アースワンシャープ 牝３栗 ５４ 小牧 太松山 増男氏 牧田 和弥 新ひだか グローリーファーム ４８０＋１０２：００．０クビ １７．６�
８１５ ラロキューン 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦�樽さゆり氏 西浦 勝一 新ひだか 筒井 征文 ４５６＋ ２２：００．６３� ３９９．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，２２７，１００円 複勝： ２１，５８５，５００円 枠連： ８，７９３，９００円

馬連： ３０，８７５，１００円 馬単： ２４，３６３，１００円 ワイド： １５，９６９，１００円

３連複： ４７，９３７，７００円 ３連単： ７４，３６３，４００円 計： ２３６，１１４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １６０円 � ４８０円 � ２３０円 枠 連（２－７） ５００円

馬 連 �� ２，９５０円 馬 単 �� ３，５４０円

ワ イ ド �� １，２６０円 �� ５８０円 �� １，８５０円

３ 連 複 ��� ７，５４０円 ３ 連 単 ��� ３７，３１０円

票 数

単勝票数 計 １２２２７１ 的中 � ３９５７６（１番人気）
複勝票数 計 ２１５８５５ 的中 � ４６８４４（２番人気）� ９１５６（８番人気）� ２４２５０（４番人気）
枠連票数 計 ８７９３９ 的中 （２－７） １３０５４（２番人気）
馬連票数 計 ３０８７５１ 的中 �� ７７２９（１１番人気）
馬単票数 計 ２４３６３１ 的中 �� ５０８８（１４番人気）
ワイド票数 計 １５９６９１ 的中 �� ３０６６（１５番人気）�� ７２４５（５番人気）�� ２０４３（２２番人気）
３連複票数 計 ４７９３７７ 的中 ��� ４６９４（２５番人気）
３連単票数 計 ７４３６３４ 的中 ��� １４７１（１０９番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．７―１４．２―１２．８―１２．３―１２．０―１２．５―１２．９―１３．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．７―３８．９―５１．７―１：０４．０―１：１６．０―１：２８．５―１：４１．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．３―３F３９．３
１
３
９（３，１１）１２（１，２，１６）１３（５，４）１４（６，８，１５）７，１０・（９，３）（１２，１６）（１，２）１１（５，１３）１４，４（６，８）１０（１５，７）

２
４

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ポップアイコン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Blushing Groom デビュー ２０１１．１０．１ 阪神６着

２００９．２．８生 牝３栗 母 ピンクタートル 母母 Turtle Cove ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。
〔その他〕 パレスメダーリア号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラロキューン号は，平成２４年４月２４日まで平地競走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 パレスメダーリア号は，平成２４年４月２４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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 カプリッチレット号・リバーマンサーナ号

０９００２ ３月２４日 曇 不良 （２４阪神２）第１日 第２競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時２５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

７１３ ミ チ シ ル ベ 牝３鹿 ５４ 北村 友一小田切有一氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 ４３８－ ２１：１３．２ ６．１�

５１０ メイショウイザヨイ 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 赤田牧場 ４７８＋１０１：１３．７３ ２２．１�
１１ 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± ０ 〃 クビ １．６�
８１６ テイエムタイホー 牡３栗 ５６ 秋山真一郎竹園 正繼氏 鈴木 孝志 日高 若林 武雄 ４６２± ０１：１３．８クビ １９．４�
４７ ハリスキャスケード 牡３栗 ５６ 小林 徹弥伊藤 仁氏 南井 克巳 浦河 冨岡 博一 ４６８－ ２１：１３．９� ５．６�
６１１ エトワールセブン 牝３黒鹿５４ 浜中 俊ジャパンフードビジネス� 沖 芳夫 新冠 村上 雅規 ４５０－ ２１：１４．０クビ ２８．３	
３６ シゲルキンカン 牡３鹿 ５６ 田中 健森中 蕃氏 川村 禎彦 新ひだか 下屋敷牧場 ４３８－ ４ 〃 クビ ５１．８

５９ ストームセンター 牡３栗 ５６ 渡辺 薫彦岡田 牧雄氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド ４５２－ ４１：１４．２１� ２１４．８�
２４ キタサンテンニョ 牝３黒鹿５４ 芹沢 純一�大野商事 鹿戸 明 新冠 渡 信義 ４５４± ０１：１４．３� １８．１�
６１２ ディアザイン 牡３鹿 ５６ 和田 竜二ディアレスト 山内 研二 安平 ノーザンファーム ４９０＋ ４ 〃 クビ ５６．４�
２３ トムエピソード 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲花田 大昂半田 勉氏 西橋 豊治 日高 千葉飯田牧場 ５１８－ ２１：１４．５１� １９７．６�
４８ ペガサスピッコロ 牡３栗 ５６ 田中 勝春松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 ５０４ ―１：１４．８１� ８２．５�
７１４ デルマアメノウズメ 牝３鹿 ５４ 竹之下智昭浅沼 廣幸氏 作田 誠二 千歳 社台ファーム ４４８± ０１：１５．０１� ７０．２�
８１５ アイファーアミーガ 牝３黒鹿５４ 岩田 康誠中島 稔氏 鮫島 一歩 浦河 バンブー牧場 ４１８－ ２１：１５．２１� ８２．１�
１２ パープルベスト 牡３栗 ５６ 国分 恭介中野 銀十氏 野村 彰彦 新ひだか 木田牧場 ４３６＋ ４ 〃 ハナ ２９２．１�
３５ ケイムアフターミー 牝３栗 ５４ 津村 明秀津村 圭一氏 目野 哲也 えりも 上島牧場 ３８４－ ６１：１５．８３� ３３４．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，０８３，８００円 複勝： ４５，３９７，９００円 枠連： ８，３６１，０００円

馬連： ３０，２４３，２００円 馬単： ２５，１２８，７００円 ワイド： １５，２１７，１００円

３連複： ４１，８６６，０００円 ３連単： ８３，２１９，０００円 計： ２６２，５１６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６１０円 複 勝 � １８０円 � ４６０円 � １１０円 枠 連（５－７） ６，３２０円

馬 連 �� ５，６９０円 馬 単 �� １５，０７０円

ワ イ ド �� １，７８０円 �� ２９０円 �� ７６０円

３ 連 複 ��� ３，１７０円 ３ 連 単 ��� ４２，５４０円

票 数

単勝票数 計 １３０８３８ 的中 � １６９４７（３番人気）
複勝票数 計 ４５３９７９ 的中 � ３３２３８（３番人気）� ８５１８（６番人気）� ３１０１５８（１番人気）
枠連票数 計 ８３６１０ 的中 （５－７） ９７７（１７番人気）
馬連票数 計 ３０２４３２ 的中 �� ３９２８（１９番人気）
馬単票数 計 ２５１２８７ 的中 �� １２３１（３７番人気）
ワイド票数 計 １５２１７１ 的中 �� １８８０（２１番人気）�� １５４０３（２番人気）�� ４７２３（７番人気）
３連複票数 計 ４１８６６０ 的中 ��� ９７５０（１０番人気）
３連単票数 計 ８３２１９０ 的中 ��� １４４４（１２０番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１１．８―１２．５―１２．５―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．３―３５．１―４７．６―１：００．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．９―３F３８．１
３ ・（１０，１２）１３（７，１６）（１，４，８）（６，１１）（３，９，１４）－２－（１５，５） ４ ・（１０，１２，１３）（７，１６）（１，４，１１）（８，９）（３，６）１４＝２－（１５，５）

勝馬の
紹 介

ミ チ シ ル ベ �
�
父 タイムパラドックス �

�
母父 ナリタハヤブサ デビュー ２０１２．３．１０ 阪神７着

２００９．１．１３生 牝３鹿 母 アンプルカット 母母 ギヤラントミシー ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 サザンネスト号・バレイブランシュ号・フトゥールム号

第２回 阪神競馬 第１日



０９００３ ３月２４日 曇 不良 （２４阪神２）第１日 第３競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時５５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

３５ オースミイチバン 牡３栗 ５６ 川島 信二�オースミ 荒川 義之 浦河 鮫川 啓一 ５００－１０１：５１．８ ３６．３�

５９ シュガーシャック 牡３栗 ５６ 幸 英明吉田 勝己氏 宮本 博 安平 ノーザンファーム ５１２ ―１：５３．８大差 １９．１�
３６ セトノアイガー 牡３黒鹿５６ 和田 竜二難波 澄子氏 南井 克巳 様似 様似堀牧場 ５１０－ ２ 〃 ハナ ２７．２�
４７ サンライズスマート 牡３鹿 ５６ 北村 友一松岡 隆雄氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 ４６８＋ ４１：５３．９� １６．４�
４８ 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 ５００－ ２１：５４．０クビ ２．０�
１１ レイズワーク 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三�ターフ・スポート加用 正 新ひだか 小河 豊水 ４９０－ ２１：５４．１� １３．１	
７１３ ナムラガンリュウ 牡３栗 ５６ 国分 恭介奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 漆原 哲雄 ５２０＋ ６１：５４．３１� ８．６

８１５ ナリタウィッシュ 牡３栗 ５６

５３ ▲花田 大昂�オースミ 藤沢 則雄 浦河 江渡 繁治 ４４２－ ２１：５４．４� ４０４．０�
２３ マキハタテノール 牡３鹿 ５６ 小牧 太�槇本牧場 新川 恵 日高 槇本牧場 ４８４－ ４ 〃 ハナ ６．９�
５１０ ブラッドサクセサー 牡３栗 ５６

５３ ▲森 一馬 �社台レースホース荒川 義之 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８４－ ２１：５４．８２� ２２７．４

８１６ サンクフルネス 牡３青 ５６ 池添 謙一小林竜太郎氏 沖 芳夫 日高 いとう牧場 ４５８－ ２１：５５．２２� ２６．０�
１２ カ ー バ 牡３青鹿５６ 田中 健�ターフ・スポート白井 寿昭 浦河 市川フアーム ４９２＋１２１：５５．９４ ７．０�
２４ リュウスマイル 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦三好紘之輔氏 大橋 勇樹 浦河 ヒダカフアーム ４９０－ ２１：５６．６４ ３０３．０�
７１４ シャイニーグリーン 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲菱田 裕二小林 昌志氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 ４３６－１２ 〃 クビ ６７４．０�
６１１ ルシーダカフェ 牡３栗 ５６ 藤田 伸二西川 光一氏 昆 貢 新ひだか カタオカフアーム ４４４－ ２１：５７．１３ ７３．６�
６１２ シゲルマンゴー 牡３栗 ５６ N．ピンナ 森中 蕃氏 宮 徹 新冠 守矢牧場 ４６８± ０１：５８．６９ ３１．９�

（伊）

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，７６３，３００円 複勝： ３３，４６８，９００円 枠連： １１，０４３，５００円

馬連： ３６，２５６，７００円 馬単： ２６，６６７，２００円 ワイド： １９，４１８，５００円

３連複： ５０，４９４，８００円 ３連単： ８７，６３１，５００円 計： ２８１，７４４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，６３０円 複 勝 � ６６０円 � ７００円 � ５１０円 枠 連（３－５） １２，１９０円

馬 連 �� ３１，０８０円 馬 単 �� ７５，９９０円

ワ イ ド �� ６，４００円 �� ４，７１０円 �� ６，５００円

３ 連 複 ��� １４２，２４０円 ３ 連 単 ��� １，０９６，１４０円

票 数

単勝票数 計 １６７６３３ 的中 � ３６４９（１１番人気）
複勝票数 計 ３３４６８９ 的中 � １３１７２（７番人気）� １２５２９（９番人気）� １７８０９（６番人気）
枠連票数 計 １１０４３５ 的中 （３－５） ６６９（２８番人気）
馬連票数 計 ３６２５６７ 的中 �� ８６１（５８番人気）
馬単票数 計 ２６６６７２ 的中 �� ２５９（１２４番人気）
ワイド票数 計 １９４１８５ 的中 �� ７４６（５２番人気）�� １０１９（４３番人気）�� ７３４（５３番人気）
３連複票数 計 ５０４９４８ 的中 ��� ２６２（２０１番人気）
３連単票数 計 ８７６３１５ 的中 ��� ５９（１２６３番人気）

ハロンタイム １３．０―１０．７―１２．８―１２．２―１２．３―１２．７―１３．０―１２．４―１２．７

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．８―３F３８．１
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

オースミイチバン �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 フサイチコンコルド デビュー ２０１１．１０．２２ 京都１０着

２００９．２．２８生 牡３栗 母 オースミハルカ 母母 ホッコーオウカ ４戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ルシーダカフェ号・シゲルマンゴー号は，平成２４年４月２４日まで平地競走に出走できない。
※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。

０９００４ ３月２４日 曇 不良 （２４阪神２）第１日 第４競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１１時２５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

８１５ メイショウマサシゲ 牡３栗 ５６ 川田 将雅松本 好雄氏 西橋 豊治 新冠 新冠橋本牧場 ４７４－ ４１：１２．２ １１．５�

３６ ヴァルナビット 牡３栗 ５６ 幸 英明田中 充氏 藤沢 則雄 新ひだか 伊藤 敏明 ４７０± ０１：１２．４１� ４８．８�
２３ コウユーサクラサク 牡３黒鹿５６ 北村 友一加治屋康雄氏 領家 政蔵 日高 浜本 幸雄 ４４０＋ ２１：１２．７１� １８．０�
５９ パスパルトゥー 牝３栗 ５４ 藤田 伸二�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 ノースヒルズマネジメント ４２４－ ２ 〃 クビ ２．０�
２４ サチノタカチホ 牡３鹿 ５６ 石橋 守佐藤 幸彦氏 梅内 忍 熊本 山口 牧人 ４９８± ０１：１２．８クビ ８１．４�
７１４ ウインドグラス 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎福原 正博氏 鈴木 孝志 平取 雅 牧場 ４８２＋ ４ 〃 ハナ ８．９�
６１２ ウォーターカリブ 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎山岡 良一氏 河内 洋 新ひだか 飛野牧場 ４７６＋ ４１：１２．９� １４．２	
６１１ マーベラスルビー 牝３栗 ５４ 渡辺 薫彦笹原 貞生氏 柴田 政見 新ひだか 酒井 亨 ５０２－ ６１：１３．１１ １９．３

４７ ハードコンティ 牡３鹿 ５６ 和田 竜二津田 一男氏 西橋 豊治 浦河 三嶋牧場 ４８４－ ４１：１３．３１� ４．６�
４８ コ ン ア ニ マ 牝３栗 ５４ 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 ４５６－ ２ 〃 クビ １６３．２�
５１０ ラッシュパワー 牡３黒鹿５６ 野元 昭嘉中西 功氏 柴田 光陽 新冠 杉山 義行 ４９２－ ８１：１３．６１� ４６０．８
７１３ スズカブルーリボン 牝３鹿 ５４ 川島 信二永井 啓弍氏 大橋 勇樹 平取 稲原牧場 ４６６－ ２ 〃 クビ １１９．１�
３５ ヒアウィゴー 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠小林 秀樹氏 田島 良保 浦河トラストスリーファーム ４４４－ ８１：１５．０９ １０．６�
１１ エシェルアンジュ 牝３栗 ５４ N．ピンナ �樽さゆり氏 山内 研二 むかわ 市川牧場 ３８２－ ２１：１５．５３ １０２．４�

（伊）

８１６ シゲルパパイア �３黒鹿５６ 小林 徹弥森中 蕃氏 目野 哲也 浦河 中村 雅明 ４７８＋１０１：１６．４５ ３１５．０�
１２ クールキャメロン 牝３黒鹿５４ 長谷川浩大川上 哲司氏 目野 哲也 様似 ホウセイ牧場 ４２４＋ ４１：１６．５� １８１．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，２６６，８００円 複勝： ２２，７８９，７００円 枠連： ８，９１８，６００円

馬連： ３１，２７１，５００円 馬単： ２５，０９９，７００円 ワイド： １５，６３８，４００円

３連複： ４３，５３６，０００円 ３連単： ７５，９６０，５００円 計： ２３７，４８１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１５０円 複 勝 � ５７０円 � ９５０円 � ５１０円 枠 連（３－８） ７，２１０円

馬 連 �� ２５，８５０円 馬 単 �� ６５，６９０円

ワ イ ド �� ５，６７０円 �� ２，８１０円 �� ４，７７０円

３ 連 複 ��� １１７，７００円 ３ 連 単 ��� ６５９，５２０円

票 数

単勝票数 計 １４２６６８ 的中 � ９７８５（５番人気）
複勝票数 計 ２２７８９７ 的中 � １０７１８（８番人気）� ６０４２（９番人気）� １２２７４（７番人気）
枠連票数 計 ８９１８６ 的中 （３－８） ９１４（２１番人気）
馬連票数 計 ３１２７１５ 的中 �� ８９３（４５番人気）
馬単票数 計 ２５０９９７ 的中 �� ２８２（９５番人気）
ワイド票数 計 １５６３８４ 的中 �� ６７５（４３番人気）�� １３８４（２８番人気）�� ８０５（４１番人気）
３連複票数 計 ４３５３６０ 的中 ��� ２７３（１７１番人気）
３連単票数 計 ７５９６０５ 的中 ��� ８５（８７９番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．１―１１．６―１２．０―１２．０―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．６―３５．２―４７．２―５９．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウマサシゲ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー ２０１１．９．１１ 阪神９着

２００９．５．１生 牡３栗 母 ゲイリーバード 母母 ゲイリーレディ ８戦１勝 賞金 ６，５００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルパパイア号・クールキャメロン号は，平成２４年４月２４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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 クニサキロンワン号・クリビツテンギョ号・ハクユウリリー号・リバーチケット号
（非抽選馬） １頭 クリノビックリ号
※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。



０９００５ ３月２４日 曇 重 （２４阪神２）第１日 第５競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１２時１５分 （芝・右・外）

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

１：３２．０
１：３１．４

良

良

３６ エアジェルブロワ 牝３黒鹿５４ 浜中 俊 �ラッキーフィールド笹田 和秀 安平 ノーザンファーム ４７６ ―１：３９．１ ４．７�

２３ マーティンボロ 牡３青鹿５６ 四位 洋文吉田 和美氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４３８－ ８１：３９．６３ ３．７�
８１６ カリブストーリー 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二松岡 隆雄氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ５００ ― 〃 アタマ ２５．４�
７１５ マ ル ケ サ ス 牡３青鹿５６ N．ピンナ �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４６６－ ８１：３９．８１� ７．４�

（伊）

６１２ アプフェルヴァイン 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三下河辺隆行氏 村山 明 日高 下河辺牧場 ４１６＋ ２１：４０．０１� ２３．１�
７１４ サーカスタウン 牡３栗 ５６ 国分 恭介吉岡 泰治氏 増本 豊 新ひだか 増本牧場 ４９２ ―１：４０．２１� １１３．８	
５９ マイネマキアージュ 牝３黒鹿５４ 川田 将雅 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム ４２０－ ４１：４０．６２� １７．７

５１０ テストマッチ 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５１０－ ４１：４０．７クビ ８．３�
４８ アートオブライツ 牝３鹿 ５４ 川島 信二小山 豊氏 小原伊佐美 新ひだか 岡田牧場 ４５４－ ６１：４０．９１� ３７．４�
１２ スナークデュラン 牡３栗 ５６ 秋山真一郎杉本 豊氏 野村 彰彦 浦河 昭和牧場 ４６０ ― 〃 クビ ６７．３
３５ カ ル ミ ナ 牝３黒鹿５４ 渡辺 薫彦 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 沖 芳夫 浦河 大島牧場 ４７０－１４１：４１．０クビ ５０．４�
８１８ ジプシーマイラブ 牝３黒鹿５４ 藤岡 佑介 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム ４６６－ ４ 〃 ハナ ５．７�
７１３ フミノアマゾン 牝３青 ５４ 池添 謙一谷 二氏 西浦 勝一 浦河 谷口牧場 ４６６－ ２１：４１．３１� １０６．７�
４７ サダムクックパイン 牝３鹿 ５４ 幸 英明大西 定氏 西園 正都 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４１４ ― 〃 クビ １２３．４�
１１ モンゴールド 牝３芦 ５４ 岩田 康誠水上 行雄氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 B４６４＋ ４１：４１．６１� １５．９�
８１７ シゲルハッサク 牡３芦 ５６ 小牧 太森中 蕃氏 日吉 正和 新ひだか 井高牧場 ４７８＋ ６１：４２．１３ ２３７．９�
６１１ マイネサムサラ 牝３鹿 ５４ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥平 雅士 新冠 ビッグレッドファーム ４１２－１６１：４２．７３� １９．６�
２４ パープルココロ 牡３鹿 ５６ 北村 友一中野 銀十氏 飯田 雄三 日高 広中 稔 ４９４－１２１：４３．２３ １５３．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １７，５０５，５００円 複勝： ２９，９４２，５００円 枠連： １３，９２８，９００円

馬連： ３７，５５５，１００円 馬単： ２５，８７３，７００円 ワイド： ２０，５４２，５００円

３連複： ５４，２８３，９００円 ３連単： ８０，００８，２００円 計： ２７９，６４０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � ２１０円 � １７０円 � ６８０円 枠 連（２－３） ９７０円

馬 連 �� １，１１０円 馬 単 �� ２，３４０円

ワ イ ド �� ５１０円 �� １，８５０円 �� １，８９０円

３ 連 複 ��� ６，６２０円 ３ 連 単 ��� ３３，９２０円

票 数

単勝票数 計 １７５０５５ 的中 � ２９５０５（２番人気）
複勝票数 計 ２９９４２５ 的中 � ３９２３０（３番人気）� ５９６７８（１番人気）� ８７３０（１１番人気）
枠連票数 計 １３９２８９ 的中 （２－３） １０６５８（２番人気）
馬連票数 計 ３７５５５１ 的中 �� ２５１５８（１番人気）
馬単票数 計 ２５８７３７ 的中 �� ８１８５（４番人気）
ワイド票数 計 ２０５４２５ 的中 �� １０７７１（１番人気）�� ２６３３（２３番人気）�� ２５８０（２５番人気）
３連複票数 計 ５４２８３９ 的中 ��� ６０６０（１２番人気）
３連単票数 計 ８０００８２ 的中 ��� １７４１（７０番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．３―１２．３―１２．７―１３．０―１２．５―１１．９―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．９―２４．２―３６．５―４９．２―１：０２．２―１：１４．７―１：２６．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．９―３F３６．９
３ ・（１，８）（９，１１）６，１８（３，１６）（１５，１０，１２）（５，１４）（７，１３）４，２－１７ ４ ・（１，８）９（６，１８，１１）（３，１６）（１０，１２）（１５，１４，１３）５，２，７（４，１７）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

エアジェルブロワ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 エ リ シ オ 初出走

２００９．２．５生 牝３黒鹿 母 アルバローズ 母母 ロ ゼ カ ラ ー １戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 パープルココロ号は，平成２４年４月２４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１１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 シーノヴァリス号・ユウウイン号
（非抽選馬） ９頭 アサクサフレンチ号・アドマイヤシルク号・キョウワエレガント号・コンドッティエーレ号・ジュディソング号・

ホッコーキンツル号・ミッキークリスエス号・ヤマニンフルーリー号・ラインキャメロン号
※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。

０９００６ ３月２４日 曇 不良 （２４阪神２）第１日 第６競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１２時４５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

１：０９．７
１：０８．７

重

重

８１６ メイショウゾンビ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 ４６６－ ６１：１１．４ ２．０�

５１０ ヒカルマイソング 牡３栗 ５６ 小牧 太高橋 光氏 岡田 稲男 登別 青藍牧場 ５０６± ０ 〃 アタマ ３．４�
２３ ローレルレジェンド 牡３鹿 ５６ 池添 謙一 �ローレルレーシング 吉村 圭司 新冠 協和牧場 ４６８－ ４１：１２．０３� ５．９�
６１２ ストリートハンター 牡３鹿 ５６ N．ピンナ �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ５００－ ８１：１２．４２� １４．０�

（伊）

３６ ナムラハヤテ 牡３黒鹿５６ 佐藤 哲三奈村 信重氏 牧浦 充徳 様似 猿倉牧場 ４６６± ０１：１２．７１� １５．５�
２４ 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 ４９６－ ４１：１２．８� １４．０	
４７ パープルタイガー 牡３栗 ５６ 北村 友一中野 銀十氏 鈴木 孝志 様似 山本 和彦 B４７８± ０１：１３．４３� ９６．４

８１５ コウヨウゼウス 牡３芦 ５６ 津村 明秀寺内 正光氏 武藤 善則 浦河 谷川牧場 B４７６－ ６１：１３．６１� ２４６．４�
６１１ キクノストーム 牡３鹿 ５６ 浜中 俊菊池 五郎氏 牧田 和弥 浦河 高村牧場 ４７８＋ ２１：１３．９２ ２５．８�
１１ ナムラメイビ 牝３鹿 ５４ 国分 恭介奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 八田ファーム ４２２－ ４１：１４．１１� ３２４．７
７１３ シルクティソナ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲菱田 裕二有限会社シルク山内 研二 新ひだか 今 牧場 ４９６＋ ４１：１４．２� ４４０．６�
３５ シゲルドリアン 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎森中 蕃氏 藤岡 範士 日高 中前牧場 ４５２＋ ２１：１４．３� １４３．５�
４８ ヒノクニリョジョウ 牝３栗 ５４

５１ ▲森 一馬小田切有一氏 谷 潔 熊本 村山 光弘 ４５４± ０ 〃 アタマ ４８９．０�
７１４ ベルストーリー 牝３鹿 ５４ 田中 勝春�樽さゆり氏 千田 輝彦 浦河 高岸 順一 ４９８－ ６１：１４．６１� ２７７．８�
５９ トウショウクルス 牡３黒鹿５６ 幸 英明トウショウ産業� 武田 博 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４４６－ ４１：１４．７� ９３．７�
１２ インテンシティ 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介 �社台レースホース宮 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５４－ ２１：１５．２３ １３３．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，３８０，５００円 複勝： ３７，９７５，７００円 枠連： １４，２８４，４００円

馬連： ４８，００１，０００円 馬単： ３５，８３５，４００円 ワイド： ２３，０７８，５００円

３連複： ６５，４４０，９００円 ３連単： １２１，８２０，６００円 計： ３７１，８１７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １２０円 � １３０円 � １４０円 枠 連（５－８） ４１０円

馬 連 �� ４００円 馬 単 �� ７６０円

ワ イ ド �� １８０円 �� ２５０円 �� ３００円

３ 連 複 ��� ６４０円 ３ 連 単 ��� ２，１４０円

票 数

単勝票数 計 ２５３８０５ 的中 � １００４３１（１番人気）
複勝票数 計 ３７９７５７ 的中 � ９６８２９（１番人気）� ７６０６３（２番人気）� ６９６２９（３番人気）
枠連票数 計 １４２８４４ 的中 （５－８） ２６２２５（１番人気）
馬連票数 計 ４８００１０ 的中 �� ９００５０（１番人気）
馬単票数 計 ３５８３５４ 的中 �� ３５０５１（１番人気）
ワイド票数 計 ２３０７８５ 的中 �� ３８２５７（１番人気）�� ２１７５１（２番人気）�� １７３４８（３番人気）
３連複票数 計 ６５４４０９ 的中 ��� ７５６４５（１番人気）
３連単票数 計１２１８２０６ 的中 ��� ４２１５０（１番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．９―１１．４―１２．０―１２．３―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２３．０―３４．４―４６．４―５８．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウゾンビ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Devil’s Bag デビュー ２０１１．１２．１７ 阪神８着

２００９．３．８生 牡３鹿 母 デヴィルインフライト 母母 Silver in Flight ４戦２勝 賞金 １４，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 エーシンウルベリン号・カシノインカローズ号・キセキノハナ号
※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。



０９００７ ３月２４日 曇 不良 （２４阪神２）第１日 第７競走 ��１，４００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時１５分 （ダート・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，５５�
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

７１２ マイユクール 牝４黒鹿５５ 北村 友一�日進牧場 田中 章博 浦河 日進牧場 ４４６＋ ２１：２４．０ １．７�

７１３ ミニーバローズ 牝５鹿 ５５ 秋山真一郎猪熊 広次氏 武田 博 浦河 平成ファーム ４８２＋ ２１：２４．８５ ３８．２�
３５ � ダンスインザスカイ 牝４鹿 ５５

５２ ▲菱田 裕二薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 ４５６＋ ２ 〃 クビ ２５０．４�
４７ エリモミヤビ 牝４栗 ５５ 佐藤 哲三山本 敏晴氏 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント ４６２＋ ４ 〃 ハナ ３２．８�
２３ トーアシシイ 牝４栗 ５５ 幸 英明高山ランド� 村山 明 豊浦トーア牧場 ４７０－ ２ 〃 アタマ ９３．６�
５８ � ピンクデージー 牝５黒鹿５５ 和田 竜二野島 春男氏 田島 良保 日高 野島牧場 ４８４－ ２１：２４．９� １１．４	
８１５ アースソング 牝４鹿 ５５ N．ピンナ H.H．シェイク・モハメド 池江 泰寿 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４６０－ ２ 〃 クビ ５．２

（伊）

１１ � ミラグロッサ 牝４栗 ５５ 川田 将雅 �社台レースホース庄野 靖志 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B４８０－ ５１：２５．０� ７．０�

８１４ パイクスピーク 牝４鹿 ５５ 渡辺 薫彦 �社台レースホース大根田裕之 千歳 社台ファーム ４９８－ ２ 〃 アタマ ４６．７�
６１０ ジョウノルビー 牝５栗 ５５ 小牧 太小川 義勝氏 牧浦 充徳 日高 三城牧場 ４５０＋１８１：２５．２１� ２８３．８
２２ アンクレット 牝４栗 ５５ 浜中 俊山本 英俊氏 石坂 正 千歳 社台ファーム ４４２＋１０１：２５．６２� ６５．８�
３４ シゲルセキニンシャ 牝４青鹿５５ 国分 恭介森中 蕃氏 目野 哲也 新冠 中央牧場 ４７０± ０１：２５．７クビ １３３．１�
４６ アマルフィターナ 牝５黒鹿５５ 池添 謙一 �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム ４５８－ ４１：２５．９１� １１．０�
６１１ カノヤキャプテン 牝４鹿 ５５ 岩田 康誠神田 薫氏 坂口 正則 登別 青藍牧場 B４５６－ ２ 〃 クビ ７０．０�
５９ ヒシカルメン 牝４鹿 ５５ 藤岡 佑介阿部雅一郎氏 佐山 優 浦河 中村 雅明 ４５０＋１６１：３０．３大差 ４１．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２２，９７１，８００円 複勝： ５０，２５３，８００円 枠連： １２，８７０，６００円

馬連： ４５，６１４，７００円 馬単： ３５，６９０，６００円 ワイド： ２２，６２９，３００円

３連複： ６２，８０４，４００円 ３連単： １２３，２７８，３００円 計： ３７６，１１３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � ５７０円 � ３，０９０円 枠 連（７－７） ２，１３０円

馬 連 �� ２，２３０円 馬 単 �� ３，１８０円

ワ イ ド �� ９７０円 �� ４，２２０円 �� ２９，３３０円

３ 連 複 ��� ４８，４４０円 ３ 連 単 ��� １３６，２００円

票 数

単勝票数 計 ２２９７１８ 的中 � １０７５６０（１番人気）
複勝票数 計 ５０２５３８ 的中 � ２６９５３６（１番人気）� １２７３９（７番人気）� ２０６４（１４番人気）
枠連票数 計 １２８７０６ 的中 （７－７） ４４６７（８番人気）
馬連票数 計 ４５６１４７ 的中 �� １５１５７（６番人気）
馬単票数 計 ３５６９０６ 的中 �� ８２８６（１０番人気）
ワイド票数 計 ２２６２９３ 的中 �� ６０３７（８番人気）�� １３０１（３３番人気）�� １８４（８８番人気）
３連複票数 計 ６２８０４４ 的中 ��� ９５７（１０２番人気）
３連単票数 計１２３２７８３ 的中 ��� ６６８（３１７番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．４―１１．４―１２．７―１２．４―１２．１―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２２．６―３４．０―４６．７―５９．１―１：１１．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．０―３F３７．３
３ ９（１５，１４）（４，１１，１３）３（２，６，８）（１，７，１２）－１０，５ ４ ・（１５，１４）（９，１１，１３，８）３（４，１，１２）（７，６）２（５，１０）

勝馬の
紹 介

マイユクール �
�
父 バ ゴ �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー ２０１０．１１．６ 京都２着

２００８．４．２０生 牝４黒鹿 母 キティーパラダイス 母母 ハローキティー １１戦２勝 賞金 ３２，６７７，０００円
〔その他〕 ミニーバローズ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヒシカルメン号は，平成２４年４月２４日まで平地競走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 ミニーバローズ号は，平成２４年４月２４日まで出走できない。
※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。

０９００８ ３月２４日 曇 重 （２４阪神２）第１日 第８競走 ��２，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時５０分 （芝・右）

５００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上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

２：１０．１
２：１０．１

良

良

４４ ロ ベ ル タ 牝４栗 ５４ 岩田 康誠近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４６６＋１４２：１９．４ ４．９�

１１ オールターゲット 牡６栗 ５７ 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 松元 茂樹 平取 追分ファーム ４７０± ０２：１９．５� ４４．３�
４５ シンボリヴァルト 牡４黒鹿５６ 津村 明秀シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 ５４４＋ ２２：２０．０３ １６７．５�
６８ マコトヴォイジャー 牡５鹿 ５７ 安藤 勝己尾田左知子氏 鮫島 一歩 様似 出口 繁夫 ５１８－ ４２：２０．１� ３．９�
７１１ メイショウスピード 牡４黒鹿５６ 浜中 俊松本 好�氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４４４－ ４２：２０．３１� ７．６�
２２ タガノイノセンス 牝５青 ５５ 池添 謙一八木 良司氏 岡田 稲男 浦河 猿橋 義昭 ５０８＋ ８２：２０．５１ １５．３	
５６ ジュヴェビアン 牝５鹿 ５５ 佐藤 哲三 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 山内 研二 新ひだか マークリ牧場 ４７４＋ ２ 〃 アタマ ３９．２�
３３ モ ー レ ツ 牡５栗 ５７ 国分 恭介小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 B５２２－ ２ 〃 クビ ３３．０�
８１２ アドマイヤカーリン 牡４青鹿５６ 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４６８－ ２２：２０．７１ ９．０
８１３ エルヴィスバローズ 牡４鹿 ５６ 北村 友一猪熊 広次氏 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４８６－ ２２：２１．０１� １３．０�
５７ クレバーキング 牡４鹿 ５６ 幸 英明田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 ４６０－ ２２：２１．１クビ １３．５�
６９ コウエイキング �４鹿 ５６ 和田 竜二西岡 静男氏 川村 禎彦 新ひだか 岡田スタツド ４４０± ０ 〃 アタマ １１５．５�
７１０ ダノンフェニックス 牡４黒鹿５６ N．ピンナ 
ダノックス 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４３８± ０２：２１．３１ ４．０�

（伊）

（１３頭）

売 得 金

単勝： １９，７８４，６００円 複勝： ３６，９０２，１００円 枠連： １５，６５７，７００円

馬連： ５２，１４９，２００円 馬単： ３３，３２３，４００円 ワイド： ２４，３２３，１００円

３連複： ７４，７０７，４００円 ３連単： １１６，１１２，１００円 計： ３７２，９５９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � ２５０円 � ７７０円 � ４，１７０円 枠 連（１－４） １０，５２０円

馬 連 �� １０，０２０円 馬 単 �� １４，８３０円

ワ イ ド �� ３，１４０円 �� １０，５３０円 �� ２５，１５０円

３ 連 複 ��� ３２４，３２０円 ３ 連 単 ��� ９８４，９６０円

票 数

単勝票数 計 １９７８４６ 的中 � ３１８８４（３番人気）
複勝票数 計 ３６９０２１ 的中 � ４８６１２（３番人気）� １１８４９（９番人気）� １９９４（１３番人気）
枠連票数 計 １５６５７７ 的中 （１－４） １０９９（２４番人気）
馬連票数 計 ５２１４９２ 的中 �� ３８４３（３４番人気）
馬単票数 計 ３３３２３４ 的中 �� １６５９（５４番人気）
ワイド票数 計 ２４３２３１ 的中 �� １９３４（３８番人気）�� ５６６（６５番人気）�� ２３６（７６番人気）
３連複票数 計 ７４７０７４ 的中 ��� １７０（２４５番人気）
３連単票数 計１１６１１２１ 的中 ��� ８７（１１７４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．９―２４．５―３６．８―５０．４―１：０３．３―１：１６．１―１：２８．９―１：４１．６―１：５４．１―２：０６．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．５―３F３７．８
１
３
１－３－２，１１（４，６）（９，８）（１０，１３）（５，１２）７
１，３＝（２，１１）－（４，６，８）（５，１２，９，１３）（１０，７）

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

勝馬の
紹 介

ロ ベ ル タ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１０．１１．２０ 京都１１着

２００８．２．１０生 牝４栗 母 グレースアドマイヤ 母母 バレークイーン ６戦２勝 賞金 １５，９００，０００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。



０９００９ ３月２４日 曇 重 （２４阪神２）第１日 第９競走 ��１，８００�
く ん し ら ん

君 子 蘭 賞
発走１４時２５分 （芝・右・外）

牝，３歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 ９，５００，０００円 ３，８００，０００円 ２，４００，０００円 １，４００，０００円 ９５０，０００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

１：４４．７
１：４４．１

良

良

６１１ ミッドサマーフェア 牝３青鹿５４ 四位 洋文 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４４２－ ２１：４９．７ ２．２�

８１５ クッカーニャ 牝３青鹿５４ 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム ４４８－ ２１：５０．３３� ５．３�
５１０ ハッピーウィーク 牝３栗 ５４ 池添 謙一小川 勲氏 宮 徹 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８６＋１２１：５０．５１� ２６．５�
３５ デルマイザナミ 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三浅沼 廣幸氏 高野 友和 日高 ファニーヒルファーム ４３８＋ ２１：５０．８１� １６．５�
４８ ミサソレムニス 牝３栗 ５４ 秋山真一郎吉田 和美氏 高野 友和 洞爺湖 メジロ牧場 ４１６－１６１：５１．４３� １６２．７�
５９ 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 ４５８－ ２１：５１．６１� ２０．７�
７１３ エアカリナン 牝３鹿 ５４ 浜中 俊 	ラッキーフィールド藤原 英昭 安平 ノーザンファーム ４３６－ ６１：５１．９１� ８．４

２３ タイキソレイユ 牝３黒鹿５４ 和田 竜二�大樹ファーム 作田 誠二 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ ４４２－１６１：５２．６４ ４８．９�
３６ マジッククレスト 牝３青鹿５４ 津村 明秀 �キャロットファーム 藤岡 健一 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４２２± ０１：５３．０２� ２０．３�
１２ エーシンエムディー 牝３黒鹿５４ 北村 友一	栄進堂 大久保龍志 浦河 栄進牧場 ４４８－ ４１：５３．１� ２９．８
４７ マコトラピスラズリ 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠尾田左知子氏 鮫島 一歩 様似 出口 繁夫 ４４４± ０１：５３．２� １４．０�
７１４ ヒ ー ラ 牝３鹿 ５４ N．ピンナ 平井 裕氏 森 秀行 日高 白井牧場 ４２６＋ ４１：５３．５１� １５．３�

（伊）

２４ デ コ レ イ ト 牝３鹿 ５４ 川田 将雅吉田 正志氏 松田 国英 日高 追分ファーム ４５４－１４１：５３．７１� ２３．０�
１１ ブライティアトップ 牝３黒鹿５４ 幸 英明小林 昌志氏 福島 信晴 平取 雅 牧場 ４６２－ ８１：５３．８� ３４．７�
６１２ ネヴァーハーツ 牝３栃栗５４ 田中 勝春廣崎 玲子氏 野中 賢二 新冠 川上牧場 ４６８± ０１：５３．９クビ ８７．５�
８１６ ハッシュドトーン 牝３青鹿５４ 小牧 太 	グリーンファーム 西園 正都 千歳 社台ファーム ４２８－１２１：５６．６大差 １９３．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３０，４４５，８００円 複勝： ５１，７０９，１００円 枠連： ２４，４６３，６００円

馬連： ８９，８１９，６００円 馬単： ５１，８７４，２００円 ワイド： ３６，４９１，９００円

３連複： １１５，１２０，８００円 ３連単： １９２，２１０，４００円 計： ５９２，１３５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １２０円 � １７０円 � ５００円 枠 連（６－８） ６３０円

馬 連 �� ６５０円 馬 単 �� ９７０円

ワ イ ド �� ２９０円 �� ９１０円 �� １，６１０円

３ 連 複 ��� ４，１３０円 ３ 連 単 ��� １４，３２０円

票 数

単勝票数 計 ３０４４５８ 的中 � １１３９１２（１番人気）
複勝票数 計 ５１７０９１ 的中 � １５９２０５（１番人気）� ８１１８３（２番人気）� １７３７８（９番人気）
枠連票数 計 ２４４６３６ 的中 （６－８） ２８８３４（２番人気）
馬連票数 計 ８９８１９６ 的中 �� １０３１８３（１番人気）
馬単票数 計 ５１８７４２ 的中 �� ３９７６１（１番人気）
ワイド票数 計 ３６４９１９ 的中 �� ３６２３３（１番人気）�� ９２９４（９番人気）�� ５０６１（１８番人気）
３連複票数 計１１５１２０８ 的中 ��� ２０６０９（７番人気）
３連単票数 計１９２２１０４ 的中 ��� ９９１２（２０番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１１．３―１２．１―１２．２―１２．６―１２．８―１１．７―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．７―３５．０―４７．１―５９．３―１：１１．９―１：２４．７―１：３６．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．４―３F３７．８
３ ２－１６，１（９，１４）（３，４，１５）６（１３，１０）１２（７，１１）－（８，５） ４ ２＝１（３，１６，１４，１５）（４，９，１０）（１３，１１，１２）（７，６）（８，５）

勝馬の
紹 介

ミッドサマーフェア �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 Kingmambo デビュー ２０１１．１０．９ 東京２着

２００９．２．２３生 牝３青鹿 母 ストロベリーフェア 母母 Storm Song ７戦２勝 賞金 ２２，６０７，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブライティアトップ号・ネヴァーハーツ号・ハッシュドトーン号は，平成２４年４月２４日まで平地競走

に出走できない。
※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。

０９０１０ ３月２４日 曇 不良 （２４阪神２）第１日 第１０競走 ��
��１，４００�

な る と

鳴門ステークス
発走１５時００分 （ダート・右）
４歳以上，１，６００万円以下，２３．３．２６以降２４．３．１８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 ３５７，０００円 １０２，０００円 ５１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．８
１：２１．８

稍重

稍重

３５ � エーシンウェズン 牡５鹿 ５６ 川田 将雅�栄進堂 野中 賢二 米 Helen Y.
Painter ５３０＋ ４１：２２．３ ３．７�

４８ エ ア ウ ル フ 牡５栗 ５７．５ N．ピンナ �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム B４７０± ０１：２２．８３ ６．５�
（伊）

４７ ウォータールルド 牡４黒鹿５４ 幸 英明山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 ４７８－ ２ 〃 クビ ５７．４�
２３ アイディンパワー 牡６鹿 ５５ 池添 謙一米井 勝氏 本田 優 新ひだか 三木田 頼嗣 ４９４－ ８１：２３．０１ ３１．９�
５９ アグネスマクシマム 牡８栗 ５４ 国分 恭介渡辺 孝男氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ４８２－ ４ 〃 クビ １０５．１�
６１１ アドマイヤサガス 牡４青 ５７ 岩田 康誠近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ５０８－ ２ 〃 アタマ ５．５�
８１５ トシギャングスター 牡５芦 ５７．５ 藤岡 佑介田畑 利彦氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 ４８２＋１０１：２３．２１� ４．３	
２４ トウショウクラウン 牡４栗 ５４ 石橋 守トウショウ産業� 浅野洋一郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５０８－ ２１：２３．３� ７４．５

３６ ファンドリカップ 牡６芦 ５５ 小牧 太水戸眞知子氏 高橋 義忠 浦河 有限会社

松田牧場 ５０６＋ ４１：２３．４クビ １２．２�
１２ ハイローラー 牡６鹿 ５３ 田中 健加藤 千豊氏 木原 一良 新ひだか 土田農場 ５００－ ２１：２３．５� ２７６．５�
８１６ アクティビューティ 牝５芦 ５３ 和田 竜二宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 ５１４＋ ８ 〃 ハナ ２４．３�
７１４ ブラッシュアップ 牡７栗 ５６ 浜中 俊 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 作田 誠二 静内 カタオカステーブル ４９２＋ ４ 〃 アタマ １９．１�
７１３ アキノモーグル 牡４栗 ５４ 田中 勝春穐吉 正孝氏 中村 均 新ひだか 加野牧場 ５１４－ ２１：２４．２４ ７．０�
５１０ リッカアリュール 牡６栗 ５５ 野元 昭嘉立花 幸雄氏 藤沢 則雄 浦河 佐々木 貴博 ４９２－１０１：２４．３	 ６３．１�
１１ カイシュウボナンザ 牡６黒鹿５４ 四位 洋文飯村 孝男氏 領家 政蔵 日高 合資会社カ

ネツ牧場 ４９６－ ２１：２４．９３	 １１５．０�
６１２ シゲルカサギヤマ 牡６栗 ５４ 川島 信二森中 蕃氏 藤沢 則雄 浦河 ガーベラパー

クスタツド ５０４＋１４１：２６．５１０ ２６１．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３６，８０４，９００円 複勝： ７３，６２９，４００円 枠連： ２６，８６０，３００円

馬連： １３５，７６３，７００円 馬単： ７０，７８５，９００円 ワイド： ４７，５０２，３００円

３連複： １５５，１７６，３００円 ３連単： ２８０，８４０，０００円 計： ８２７，３６２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １８０円 � ２２０円 � ９００円 枠 連（３－４） ９９０円

馬 連 �� １，３５０円 馬 単 �� ２，３５０円

ワ イ ド �� ５８０円 �� ２，６００円 �� ３，６００円

３ 連 複 ��� ２２，８００円 ３ 連 単 ��� ８２，６１０円

票 数

単勝票数 計 ３６８０４９ 的中 � ７９０５１（１番人気）
複勝票数 計 ７３６２９４ 的中 � １３３９３８（１番人気）� ９５２６３（４番人気）� １６１２３（１０番人気）
枠連票数 計 ２６８６０３ 的中 （３－４） ２０１３８（６番人気）
馬連票数 計１３５７６３７ 的中 �� ７４３７４（５番人気）
馬単票数 計 ７０７８５９ 的中 �� ２２３１３（７番人気）
ワイド票数 計 ４７５０２３ 的中 �� ２１７２８（５番人気）�� ４３５６（２７番人気）�� ３１１４（３７番人気）
３連複票数 計１５５１７６３ 的中 ��� ５０２４（６６番人気）
３連単票数 計２８０８４００ 的中 ��� ２５０９（２５１番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．８―１１．３―１１．９―１１．９―１１．８―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．２―３４．５―４６．４―５８．３―１：１０．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エーシンウェズン �
�
父 Trippi �

�
母父 Our Emblem デビュー ２００９．９．２７ 阪神２着

２００７．４．３生 牡５鹿 母 Xtra Emblem 母母 Nasty Sabina ２１戦５勝 賞金 ９５，８４３，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
〔その他〕 シゲルカサギヤマ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 シゲルカサギヤマ号は，平成２４年４月２４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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 オーシャンフリート号・コスモケンジ号・トウショウクエスト号・トップオブパンチ号・ブルーデジャブ号・

レッドヴァンクール号
※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。



０９０１１ ３月２４日 曇 重 （２４阪神２）第１日 第１１競走 ��
��１，８００�第５９回毎 日 杯（ＧⅢ）

発走１５時３５分 （芝・右・外）
３歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金２，０００万
円以上の馬１�増，�：馬齢重量，重賞競走１着馬１�増

毎日新聞社賞（１着）
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 ４９０，０００円 １４０，０００円 ７０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

５６ ヒストリカル 牡３黒鹿５６ 安藤 勝己近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４３４－ ２１：４９．６ ２．８�

７１１ マウントシャスタ 牡３鹿 ５６ 池添 謙一金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４５６± ０１：４９．７� ５．４�

４４ スピルバーグ 牡３鹿 ５６ 四位 洋文山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４９０± ０１：４９．８	 １４．４�
１１ フジマサエンペラー 牡３黒鹿５６ 田中 勝春藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム ４７８－ ２１：５０．６５ ２５．５�
２２ クロスカップリング 牡３青鹿５６ 幸 英明諸江 幸祐氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム ４５８± ０ 〃 ハナ ９２．４�
３３ アドマイヤブルー 牡３鹿 ５６ 川田 将雅近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ４９０－ ２１：５０．７クビ ４．６�
８１２ マイネルカーミン 牡３黒鹿５６ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新ひだか 田湯牧場 ４７２－ ２ 〃 クビ ５６．１	
６８ ダ ロ ー ネ ガ 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三 
キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム ４８６－ ８１：５０．８クビ １３．２�
８１３ ショウナンラムジ 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介国本 哲秀氏 矢作 芳人 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム ４９２－１２１：５１．１１� １７５．７�
７１０ ピタゴラスコンマ 牡３鹿 ５６ N．ピンナ �瀬 真尚氏 萩原 清 千歳 社台ファーム ４９６－ ４１：５２．１６ ３４．１

（伊）

６９ エアソミュール 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠 �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４８０－ ８１：５２．４１� ８．１�
５７ エ ロ イ カ 牡３鹿 ５６ 浜中 俊太田 美實氏 藤原 英昭 日高 シンボリ牧場 ４６８± ０１：５２．９３ ７．９�
４５ テイエムハエンカゼ 牡３栗 ５６ 小牧 太竹園 正繼氏 鹿戸 明 鹿児島 テイエム牧場 ４５６＋ ５１：５４．６大差 ２４２．０�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １０３，６７７，５００円 複勝： １５４，３２７，９００円 枠連： ５６，２３２，８００円

馬連： ３５２，６３９，３００円 馬単： １８５，２４２，１００円 ワイド： １１８，０９７，３００円

３連複： ４４８，２３５，０００円 ３連単： ８７３，２２４，８００円 計： ２，２９１，６７６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １４０円 � １８０円 � ２６０円 枠 連（５－７） ５５０円

馬 連 �� ８９０円 馬 単 �� １，４４０円

ワ イ ド �� ３７０円 �� ５７０円 �� １，１８０円

３ 連 複 ��� ３，１４０円 ３ 連 単 ��� １０，３５０円

票 数

単勝票数 計１０３６７７５ 的中 � ２９２６７２（１番人気）
複勝票数 計１５４３２７９ 的中 � ３５６１８５（１番人気）� ２３１１３０（３番人気）� １２４９７８（５番人気）
枠連票数 計 ５６２３２８ 的中 （５－７） ７５８２７（１番人気）
馬連票数 計３５２６３９３ 的中 �� ２９４７３４（２番人気）
馬単票数 計１８５２４２１ 的中 �� ９５０４０（２番人気）
ワイド票数 計１１８０９７３ 的中 �� ８５４８５（２番人気）�� ５１２９０（５番人気）�� ２２８３９（１６番人気）
３連複票数 計４４８２３５０ 的中 ��� １０５６０２（８番人気）
３連単票数 計８７３２２４８ 的中 ��� ６２２９９（１７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．１―３５．８―４８．７―１：０１．３―１：１３．６―１：２５．６―１：３６．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．３―３F３６．０
３ ８－１２（３，９）（５，１，７，１０）１１－（６，２，４）－１３ ４ ８（１２，３，９）（１，７，１０）１１（６，２，４）－（５，１３）

勝馬の
紹 介

ヒストリカル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２０１１．１１．１３ 京都１着

２００９．３．２７生 牡３黒鹿 母 ブリリアントベリー 母母 クラフテイワイフ ５戦２勝 賞金 ６２，０２２，０００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。

０９０１２ ３月２４日 曇 重 （２４阪神２）第１日 第１２競走 ��
��１，６００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時１０分 （芝・右・外）

１０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．４

良

良

７１０ メイショウドナリオ 牡６栗 ５７ 藤岡 佑介松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 ５１４－ ８１：３７．５ １２．０�

２２ ネオザウイナー 牡４青鹿５７ 浜中 俊小林 仁幸氏 小崎 憲 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８２－ ４１：３７．６� ６．２�

４５ ラディアーレ 牡４鹿 ５７ 和田 竜二吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム ４７０± ０１：３８．１３ ３６．３�
８１３ セイルラージ 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６４± ０ 〃 クビ ２．２�
８１２ フェイズシフト 牝６黒鹿５５ 渡辺 薫彦吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム ４７６＋ ２１：３８．３１� １８２．０�
４４ アルティシムス 牡４鹿 ５７ 秋山真一郎 �社台レースホース野村 彰彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５０－ ２１：３８．４	 ２２．５�
６８ ハーキュリーズ 牡４鹿 ５７ 川田 将雅 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４３６＋１０ 〃 クビ ６．０	
３３ アドマイヤバートン 牡４栗 ５７ 小牧 太近藤 利一氏 松田 博資 千歳 社台ファーム ４７４＋ ４１：３８．７１� ８．９

５６ ナムラボルテージ 牝５鹿 ５５ 北村 友一奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム ４６４± ０１：３８．９１� １０７．０�
７１１ ア バ ウ ト 牡４栗 ５７ 池添 謙一副島 義久氏 加用 正 日高 下河辺牧場 ５１６＋ ４１：３９．１１	 １１．８�
５７ シ ャ イ ン 牡５鹿 ５７ 幸 英明呂 朝子氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 ４５６－ ２１：３９．３１	 ２８．７
６９ テイラーバートン 牝５鹿 ５５ 四位 洋文 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４８６－ ２１：４０．３６ １９．４�
１１ 
 キモンレッド 牝４栗 ５５ 佐藤 哲三小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 西村 和夫 ４５２± ０１：４０．７２	 １０８．２�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ４１，１００，０００円 複勝： ６１，７１３，４００円 枠連： ２７，９６５，９００円

馬連： １１３，８３５，８００円 馬単： ６６，１４７，０００円 ワイド： ４４，０１５，６００円

３連複： １３９，８７６，９００円 ３連単： ２７６，３８２，０００円 計： ７７１，０３６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２００円 複 勝 � ３８０円 � ２４０円 � ９３０円 枠 連（２－７） １，８９０円

馬 連 �� ３，８１０円 馬 単 �� ７，３８０円

ワ イ ド �� １，６４０円 �� ３，９００円 �� ３，０３０円

３ 連 複 ��� ３８，１４０円 ３ 連 単 ��� １７８，７７０円

票 数

単勝票数 計 ４１１０００ 的中 � ２７１４６（６番人気）
複勝票数 計 ６１７１３４ 的中 � ４２４４３（６番人気）� ７８９６３（３番人気）� １５１３８（１０番人気）
枠連票数 計 ２７９６５９ 的中 （２－７） １０９２５（８番人気）
馬連票数 計１１３８３５８ 的中 �� ２２０８０（１７番人気）
馬単票数 計 ６６１４７０ 的中 �� ６６１８（２８番人気）
ワイド票数 計 ４４０１５６ 的中 �� ６７４８（２０番人気）�� ２７５２（４０番人気）�� ３５６６（３４番人気）
３連複票数 計１３９８７６９ 的中 ��� ２７０７（１０７番人気）
３連単票数 計２７６３８２０ 的中 ��� １１４１（５０８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．９―２３．８―３５．７―４７．４―５９．４―１：１１．６―１：２４．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウドナリオ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Kris S. デビュー ２００９．１．４ 京都３着

２００６．４．１７生 牡６栗 母 アルペンローズ 母母 Amizette ９戦３勝 賞金 ３１，１００，０００円



（２４阪神２）第１日 ３月２４日（土曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重
不良

競走回数 １２回 出走頭数 １８４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

２２８，１１０，０００円
７，３００，０００円
１，７２０，０００円
２０，７８０，０００円
６２，４３２，０００円
５，００５，０００円
１，７６６，４００円

勝馬投票券売得金
３５４，０１１，６００円
６１９，６９５，９００円
２２９，３８１，２００円
１，００４，０２４，９００円
６０６，０３１，０００円
４０２，９２３，６００円
１，２９９，４８０，１００円
２，３８５，０５０，８００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 ６，９００，５９９，１００円

総入場人員 １２，８１０名 （有料入場人員 １２，０８６名）


