
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
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０９０２５ ３月３１日 雨 重 （２４阪神２）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

４８ 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± ０１：５６．３ ３．６�

６１１ ウインアルエット 牝３鹿 ５４ 川島 信二�ウイン 荒川 義之 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７８± ０１：５６．９３� ３．８�

４７ アグネスダリム 牝３栗 ５４
５１ ▲中井 裕二渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４３８－ ４１：５７．１１� ７．７�

１１ サ ン ビ ス タ 牝３黒鹿５４ 川田 将雅 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 ４６８ ―１：５７．５２� ６．８�

８１６ シゲルトマト 牝３鹿 ５４ 北村 友一森中 蕃氏 柴田 政見 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４４８＋１０１：５７．９２� ２０．４�

１２ ビバドリーム 牝３鹿 ５４ 川須 栄彦	高瀬牧場 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 ４４０－ ６ 〃 クビ ６７．１

７１３ プレミアムペスカ 牝３黒鹿５４ 幸 英明ユーモード 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 ４６６± ０１：５８．０クビ ２０．８�
８１５ ポ ー ズ 牝３鹿 ５４ 国分 恭介金井 順一氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム ４１２－ ２ 〃 ハナ ３３．２�
２３ マリントウショウ 牝３青鹿５４ 鮫島 良太トウショウ産業� 角田 晃一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４５６ ―１：５８．１� ４８．１
５９ プレーヌリュヌ 牝３栗 ５４ 和田 竜二�ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 ノースヒルズマネジメント ４３６＋ ２１：５８．５２� ３０．４�
６１２ キ ー パ ッ プ 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介辰己 岩夫氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８６－ ４１：５８．９２� １３．１�
７１４ イソノジャスト 牝３鹿 ５４ 小坂 忠士磯野 俊雄氏 野村 彰彦 えりも 能登 浩 ３８８－１４１：５９．８５ １３４．４�
３５ ユキノレッシャ 牝３黒鹿５４ 浜中 俊	前川企画 松永 幹夫 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５６＋ ２２：００．０１� ４６．２�
２４ メイショウキキ 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介松本 好�氏 本田 優 浦河 多田 善弘 ４４８ ―２：００．７４ ９２．６�
５１０ バレイブランシュ 牝３芦 ５４

５１ ▲花田 大昂	藤沢牧場 藤沢 則雄 新ひだか 藤沢牧場 ４７４＋ ２２：００．８クビ ２０６．９�
３６ スクリーンパス 牝３栗 ５４ N．ピンナ 吉田 和美氏 吉田 直弘 洞爺湖 メジロ牧場 ４８８＋ ４２：０１．１２ ８．０�

（伊）

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，８０９，４００円 複勝： ２５，７９０，３００円 枠連： １３，４７４，７００円

馬連： ３７，８２２，０００円 馬単： ２６，１２２，４００円 ワイド： ２０，３７３，６００円

３連複： ５８，８０７，３００円 ３連単： ８６，６４３，４００円 計： ２８２，８４３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １３０円 � １３０円 � ２３０円 枠 連（４－６） ３８０円

馬 連 �� ６１０円 馬 単 �� １，２６０円

ワ イ ド �� ２６０円 �� ５４０円 �� ６１０円

３ 連 複 ��� １，５００円 ３ 連 単 ��� ５，４９０円

票 数

単勝票数 計 １３８０９４ 的中 � ３０２５９（１番人気）
複勝票数 計 ２５７９０３ 的中 � ６２２６４（１番人気）� ５９４５５（２番人気）� ２２０６４（４番人気）
枠連票数 計 １３４７４７ 的中 （４－６） ２６５０８（１番人気）
馬連票数 計 ３７８２２０ 的中 �� ４５７８８（１番人気）
馬単票数 計 ２６１２２４ 的中 �� １５３８４（２番人気）
ワイド票数 計 ２０３７３６ 的中 �� ２２０２５（１番人気）�� ８７９１（４番人気）�� ７６７７（５番人気）
３連複票数 計 ５８８０７３ 的中 ��� ２９１０７（２番人気）
３連単票数 計 ８６６４３４ 的中 ��� １１６５７（１番人気）

ハロンタイム １３．３―１１．８―１４．４―１３．６―１３．５―１３．２―１２．５―１１．９―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．３―２５．１―３９．５―５３．１―１：０６．６―１：１９．８―１：３２．３―１：４４．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．７―３F３６．５
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

シルクシンフォニー �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１１．１１．１９ 京都７着

２００９．３．１０生 牝３栗 母 クイーンオブタイム 母母 ロイヤルシルキー ７戦１勝 賞金 ８，８００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。
〔制裁〕 スクリーンパス号の騎手N．ピンナは，最後の直線コースで急に内側に斜行したことについて平成２４年４月７日の騎乗を停止。
〔調教再審査〕 スクリーンパス号は，最後の直線コースで急に内側に逃避したことについて平地調教再審査。
〔その他〕 スクリーンパス号〔１６位入線〕は，最後の直線コースで急に内側に斜行して「ユキノレッシャ」号〔１３位入線〕の走行を妨害。
※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。
（非抽選馬） ２頭 ケイムアフターミー号・パッションロード号
※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。

０９０２６ ３月３１日 雨 重 （２４阪神２）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

７１３ テイエムオウショウ 牡３栗 ５６ 和田 竜二竹園 正繼氏 柴田 政見 日高 長谷川牧場 ４４０＋ ４１：５３．７ １７２．４�

７１４ エーシングッデイ 牡３黒鹿５６ 池添 謙一�栄進堂 松永 昌博 新ひだか 川端 英幸 ４６６－ ２ 〃 ハナ １．４�
１１ シゲルキョホウ 牡３鹿 ５６ 川須 栄彦森中 蕃氏 坂口 正則 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 B４８０± ０１：５３．８� ６６．２�
２３ サ ナ シ オ ン 牡３鹿 ５６ N．ピンナ �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム ４６４－ ２１：５４．５４ ９．８�

（伊）

１２ シゲルブルーベリー 牡３鹿 ５６ 川島 信二森中 蕃氏 梅内 忍 新ひだか 斉藤 正男 ４６４＋ ８１：５４．６� １５１．３	
８１６ スカイノライアン 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介江 賦晨氏 大久保龍志 新ひだか 神垣 道弘 ４５８± ０１：５４．７� ８．１

３６ ワンダーコロアール 牡３黒鹿５６ 石橋 守山本 信行氏 河内 洋 新ひだか フクダファーム ４６４＋ ６１：５４．８� ４６．９�
６１１ オスカーバローズ 牡３青鹿５６ 古川 吉洋猪熊 広次氏 武田 博 新冠 パカパカ

ファーム ４６２－１６ 〃 クビ ４０．５�
４８ ジョウショーサニー 牡３栗 ５６ 国分 恭介熊田 義孝氏 西橋 豊治 浦河 梅田牧場 B５１６－１０１：５４．９クビ ２８６．６
５１０ マコトヴィルッキオ 牝３栃栗５４ 藤岡 康太尾田左知子氏 藤岡 健一 様似 出口 繁夫 ４５４＋ ４１：５５．１１� ２６．８�
３５ サンライズシックス 牡３鹿 ５６

５３ ▲中井 裕二畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４６８－１４ 〃 クビ ２１３．８�
２４ 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 B５０８＋ ２１：５５．５２� ９．６�
８１５ ミッキーバンバン 牡３鹿 ５６ 鮫島 良太野田みづき氏 松田 国英 新ひだか 千代田牧場 ４７２＋ ２１：５５．６� ４１．９�
４７ マイネルソアレ 牡３栗 ５６ K．デザーモ �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 新冠 ビッグレッドファーム ４６２＋ ４１：５５．７� ３６．５�
（米）

５９ メイショウゲンカイ 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４６４－１８１：５６．６５ ２４３．３�
６１２ プ レ ド ー ン 牡３芦 ５６

５３ ▲菱田 裕二幅田 昌伸氏 加用 正 浦河 岡本牧場 ５１８－１２１：５６．７クビ １５０．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，４０１，９００円 複勝： ８５，４０８，４００円 枠連： １３，６４６，７００円

馬連： ３８，３３７，８００円 馬単： ３６，２５０，０００円 ワイド： ２２，６７０，５００円

３連複： ６１，４１７，５００円 ３連単： １３２，３５１，５００円 計： ４１０，４８４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７，２４０円 複 勝 � １，７８０円 � １１０円 � ７９０円 枠 連（７－７） ７，４４０円

馬 連 �� ６，８４０円 馬 単 �� ３６，１１０円

ワ イ ド �� ２，６６０円 �� ２６，０１０円 �� １，１３０円

３ 連 複 ��� ５８，３４０円 ３ 連 単 ��� ７０７，８００円

票 数

単勝票数 計 ２０４０１９ 的中 � ９３３（１３番人気）
複勝票数 計 ８５４０８４ 的中 � ３７９０（１１番人気）� ６３６８０８（１番人気）� ９０６８（８番人気）
枠連票数 計 １３６４６７ 的中 （７－７） １３５４（１６番人気）
馬連票数 計 ３８３３７８ 的中 �� ４１４０（１４番人気）
馬単票数 計 ３６２５００ 的中 �� ７４１（５３番人気）
ワイド票数 計 ２２６７０５ 的中 �� ２０９３（２１番人気）�� ２０８（８３番人気）�� ５１２８（１２番人気）
３連複票数 計 ６１４１７５ 的中 ��� ７７７（８７番人気）
３連単票数 計１３２３５１５ 的中 ��� １３８（６９９番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．０―１３．４―１３．１―１３．３―１２．８―１２．４―１２．２―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２３．９―３７．３―５０．４―１：０３．７―１：１６．５―１：２８．９―１：４１．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．０―３F３７．２
１
３
１，１６（３，１３，１５）（４，７，１４）－１０－（２，１２）１１，５（９，８）－６
１（１６，１５）３（１３，１４）（４，７，１０）－１１（２，８）－５，１２－（９，６）

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

テイエムオウショウ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２０１１．７．１０ 函館９着

２００９．２．１１生 牡３栗 母 フェルナンディーナ 母母 エ ニ グ マ ６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 キタサンカイザー号・クリノビックリ号・リリーアタッカー号
※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。

第２回 阪神競馬 第３日



０９０２７ ３月３１日 雨 稍重 （２４阪神２）第３日 第３競走 ��
��１，４００�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

１：１９．９
１：１９．０

良

良

７１４� サウンドマンデュロ 牡３青鹿５６ 浜中 俊増田 雄一氏 佐藤 正雄 英 Denford
Stud Ltd ４６６－ ２１：２５．９ ２．４�

６１２� アンビホールドゥン 牝３芦 ５４ 藤岡 康太�大樹ファーム 藤岡 健一 米 Mr. & Mrs. Samuel
H. Rogers Jr. ４５６＋ ２ 〃 ハナ ４．４�

７１３ サクラグロリアス 牡３青鹿５６ 川須 栄彦�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 山田牧場 ４７８－ ２１：２６．０クビ ６．８�
２４ ハートオブグリーン 牝３黒鹿５４ 幸 英明 �グリーンファーム 五十嵐忠男 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 ４５４＋ ６１：２６．１� １７．５�
２３ マコトアルカディア 牝３鹿 ５４ 国分 恭介尾田左知子氏 矢作 芳人 日高 白井牧場 ４０６ ― 〃 クビ ４７．４	
６１１ ボールドマックス 牡３栗 ５６ 四位 洋文増田 陽一氏 千田 輝彦 新冠 平山牧場 ４４６± ０１：２６．３１ １２７．８

８１８ ヤマトサクラコ 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三谷掛 龍夫氏 牧浦 充徳 新ひだか 岡田スタツド ４５８－１０ 〃 ハナ １５．９�
５１０ ニロティカス 牡３黒鹿５６ 小坂 忠士畑佐 博氏 牧田 和弥 浦河 高松牧場 ４３６－ ２ 〃 クビ ３５．５�
７１５ オレハメジャー 牡３栗 ５６

５３ ▲水口 優也北所 直人氏 藤岡 範士 新冠 小泉牧場 ４２８± ０１：２６．４クビ １２．７
４８ メイショウバシリス 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 多田 善弘 ４７６ ―１：２６．７１� １５４．１�
５９ ロイヤルチョイス 牡３鹿 ５６

５３ ▲中井 裕二�G１レーシング 長浜 博之 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５１２＋ ４１：２７．１２� ２０．８�

４７ ジョーハヤテ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠上田けい子氏 中竹 和也 浦河 ハッピーネ
モファーム ４８６ ― 〃 クビ １３．５�

８１６ オンワードアマンド 牝３鹿 ５４ 北村 友一樫山 章子氏 柴田 政見 浦河 オンワード牧場 ４４４＋ ４１：２７．３１	 １１４．８�
３５ シルクアポロン 牡３鹿 ５６ 池添 謙一有限会社シルク池添 兼雄 新ひだか マークリ牧場 ５１２ ―１：２７．５１	 ２０．３�
３６ スズカゴクウ 牡３鹿 ５６ 国分 優作永井 啓弍氏 藤沢 則雄 むかわ 新井牧場 ４３８ ―１：２７．７１� １８５．２�
１２ カシノアラシ 牡３鹿 ５６ 野元 昭嘉柏木 務氏 梅内 忍 鹿児島 柏木 務 ４７０＋ ６１：２８．１２� １６０．３�
１１ メイショウヒショウ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲森 一馬松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 浦河日成牧場 ４４２－ ２ 〃 ハナ １３８．４�
８１７� シャイニンバイパー 牝３鹿 ５４ 川田 将雅市川 義美氏 白井 寿昭 米 Yoshimi

Ichikawa ４３０ ―１：２８．２クビ １１５．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １９，４７６，３００円 複勝： ３０，１８１，５００円 枠連： １６，７５３，７００円

馬連： ４０，５０１，５００円 馬単： ２７，６８７，６００円 ワイド： ２２，３２６，５００円

３連複： ６０，４４７，４００円 ３連単： ８８，８４４，２００円 計： ３０６，２１８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １３０円 � １６０円 � １９０円 枠 連（６－７） ４３０円

馬 連 �� ７３０円 馬 単 �� １，２７０円

ワ イ ド �� ２９０円 �� ３８０円 �� ５７０円

３ 連 複 ��� １，３８０円 ３ 連 単 ��� ４，９３０円

票 数

単勝票数 計 １９４７６３ 的中 � ６３９６３（１番人気）
複勝票数 計 ３０１８１５ 的中 � ８０３７７（１番人気）� ４８２６６（２番人気）� ３５７１８（３番人気）
枠連票数 計 １６７５３７ 的中 （６－７） ２９１６５（１番人気）
馬連票数 計 ４０５０１５ 的中 �� ４１０９６（１番人気）
馬単票数 計 ２７６８７６ 的中 �� １６１５０（１番人気）
ワイド票数 計 ２２３２６５ 的中 �� ２０７１７（１番人気）�� １４４９３（２番人気）�� ８９７７（４番人気）
３連複票数 計 ６０４４７４ 的中 ��� ３２４４０（１番人気）
３連単票数 計 ８８８４４２ 的中 ��� １３３０４（１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２４．１―３６．２―４８．７―１：０１．１―１：１３．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．７―３F３７．２
３ ・（１２，１５）（１４，１７）（７，１０，１８）（９，１３）（１，３，２，１１）１６（５，８）（４，６） ４ ・（１２，１５）（１４，１７）（１０，１８）７（９，１３）１１（１，３）２（４，５，１６）（６，８）

勝馬の
紹 介

�サウンドマンデュロ �
�
父 Manduro �

�
母父 Danehill デビュー ２０１１．１１．１２ 京都６着

２００９．４．２４生 牡３青鹿 母 Joshua’s Princess 母母 Josh’s Pearl ６戦１勝 賞金 ６，２５０，０００円
〔制裁〕 ロイヤルチョイス号の騎手中井裕二は，３コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（２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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ４頭 シゲルザクロ号・シーノヴァリス号・ヤマニンメンヒル号・ユールフェスト号

０９０２８ ３月３１日 雨
（ 芝 ）稍重
（ダート）重 （２４阪神２）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

８１０ 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± ０３：２３．３ ４．４�

６６ シゲルタック 牡８鹿 ６０ 中村 将之森中 蕃氏 田中 章博 三石 沖田 繁 ５００＋ ２３：２３．５１� １．７�
１１ オンワードデューク 牝４栗 ５７ 小坂 忠士樫山 章子氏 柴田 政見 浦河 オンワード牧場 ４３８－ ４３：２４．７７ １４．３�
７８ 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± ０３：２５．１２� １０．６�
５５ � スマートカンパニー �６鹿 ６０ 平沢 健治岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか ダイイチ牧場 ４６２－ ２３：２６．２７ １１０．５�
４４ 	 エスジーストリーム 牡７青鹿６０ 林 満明窪田 滋氏 藤岡 範士 米

Robert N.
Scanlon & Polo
Green Stable

４９４＋１２３：２７．２６ ２８．４�
２２ � ホクザンヴィリル 牡４栗 ５９ 田村 太雅木本 弘孝氏 新川 恵 浦河 �原 敏明 ４８６－ ２３：２７．９４ １３２．５	
６７ イッツアチャンス 牡５鹿 ６０ 植野 貴也吉田 修氏 梅内 忍 様似 出口 繁夫 ５１２＋ ６３：２８．３２� ２４．９

７９ � テイエムゲンキボ 牡８黒鹿６０ 黒岩 悠竹園 正繼氏 鹿戸 明 静内 岡田 猛 ４９８＋ ６３：２９．１５ ５３．４�
３３ フォレストリーダー 牡４栗 ５９

５７ ▲森 一馬小野 博郷氏 浅野洋一郎 新冠 赤石 久夫 B４８４－ ６３：３２．７大差 ５３．１�
８１１ メイショウルシェロ 牝７黒鹿５８ 今村 康成松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 三嶋牧場 ４２４－１０ （競走中止） ７．１

（１１頭）

売 得 金

単勝： １６，３８２，１００円 複勝： ２３，９７８，２００円 枠連： １１，６９４，４００円

馬連： ２８，２７５，７００円 馬単： ２８，７８５，５００円 ワイド： １５，２９７，１００円

３連複： ４３，５０８，０００円 ３連単： １０４，４６４，９００円 計： ２７２，３８５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １３０円 � １１０円 � ２２０円 枠 連（６－８） ２２０円

馬 連 �� ４３０円 馬 単 �� １，３２０円

ワ イ ド �� ２１０円 �� ５９０円 �� ３６０円

３ 連 複 ��� １，２２０円 ３ 連 単 ��� ７，６６０円

票 数

単勝票数 計 １６３８２１ 的中 � ２９５４５（２番人気）
複勝票数 計 ２３９７８２ 的中 � ４２２９５（２番人気）� １０５４７９（１番人気）� １５６０３（５番人気）
枠連票数 計 １１６９４４ 的中 （６－８） ４０１２４（１番人気）
馬連票数 計 ２８２７５７ 的中 �� ４９６３８（１番人気）
馬単票数 計 ２８７８５５ 的中 �� １６１０６（５番人気）
ワイド票数 計 １５２９７１ 的中 �� ２１３９２（１番人気）�� ５５６８（８番人気）�� １０１５６（５番人気）
３連複票数 計 ４３５０８０ 的中 ��� ２６３９３（４番人気）
３連単票数 計１０４４６４９ 的中 ��� １００６９（２１番人気）

上り １マイル １：４８．２ ４F ５２．２－３F ３９．１
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アラタマポケット �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 オペラハウス デビュー ２００８．１２．２８ 阪神５着

２００６．３．１７生 牡６鹿 母 アラタマオペラ 母母 アセルティンズエンジェルス 障害：１３戦１勝 賞金 １３，７００，０００円
〔競走中止〕 メイショウルシェロ号は，１周目７号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
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０９０２９ ３月３１日 小雨 重 （２４阪神２）第３日 第５競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１２時２０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

１：４４．７
１：４４．１

良

良

１１ トーセンギャラリー 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三島川 �哉氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム ４９０± ０１：５１．６ ４．０�

２４ ジュディソング 牝３栗 ５４ 池添 謙一中辻 明氏 宮 徹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４７４± ０１：５２．０２� ４．９�

１２ ヤマニンフルーリー 牝３栗 ５４ 和田 竜二土井 肇氏 田中 章博 新冠 錦岡牧場 ４４２－ ８ 〃 クビ １００．９�
８１７ オールブラックス 牡３鹿 ５６ 浜中 俊近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 ４６６－ ２１：５２．２１� ６．１�
７１３ マンハッタンミート 牝３黒鹿５４ 石橋 守��昭牧場 河内 洋 浦河 高昭牧場 ４９４＋ ２ 〃 アタマ ３．９�
２３ ロードバッカス 牡３栗 ５６ N．ピンナ 	ロードホースクラブ 吉村 圭司 新ひだか ケイアイファーム ４５８－ ２ 〃 ハナ １０．６


（伊）

８１８ ダンツフォワード 牡３栗 ５６ 太宰 啓介山元 哲二氏 本田 優 日高 豊洋牧場 ４３２＋ ４１：５２．３� １４．８�
６１２ プ レ レ フ ア 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介 �キャロットファーム 松田 博資 安平 ノーザンファーム ５０８－１２１：５２．４� ９．２�
３５ ラインキャメロン 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲森 一馬大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 高橋 修 ４２２－ ２１：５２．５� ２３．５
６１１ ウエスタンマグマ 牡３鹿 ５６

５３ ▲水口 優也西川 賢氏 西園 正都 新ひだか ウエスタンファーム B４５２－ ２１：５２．６クビ ３０５．６�
４７ ユ ウ ウ イ ン 牝３黒鹿５４ 秋山真一郎	アイテツ 鮫島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 ４７０－ ６１：５２．８１� １３８．３�
４８ エスジーアール 牡３鹿 ５６ 国分 優作窪田 滋氏 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 ４２６＋１０１：５２．９クビ １８４．５�
５９ コパノツイテル 牡３黒鹿５６ 藤岡 康太小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 ４５２－１８１：５３．３２� １０９．７�
８１６ キシュウサーパス 牝３鹿 ５４ 川須 栄彦木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４４６ ―１：５３．５１� １１８．６�
７１５ ビコーワンダフル 牝３栗 ５４ 芹沢 純一�レジェンド 鹿戸 明 新ひだか 山口 修二 ４２２＋ ６１：５３．６クビ １５１．１�
５１０ コパノシーズン 牡３栗 ５６ 幸 英明小林 祥晃氏 松永 幹夫 新ひだか 谷岡牧場 ４５８ ―１：５３．８１� ８２．８�
７１４ メイショウヒダマリ 牝３鹿 ５４

５１ ▲中井 裕二松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４３２ ―１：５５．８大差 １８６．７�

（１７頭）
３６ リインカネーション 牡３栗 ５６ 川田 将雅 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １７，７１７，７００円 複勝： ３１，７０６，０００円 枠連： １７，２７２，６００円

馬連： ４６，３２８，８００円 馬単： ３１，２７９，３００円 ワイド： ２２，８５５，４００円

３連複： ６７，５０６，１００円 ３連単： １０８，６３１，９００円 計： ３４３，２９７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １６０円 � ２００円 � １，６００円 枠 連（１－２） ６８０円

馬 連 �� １，０７０円 馬 単 �� ２，１５０円

ワ イ ド �� ５００円 �� ４，１１０円 �� ６，０３０円

３ 連 複 ��� ２１，０５０円 ３ 連 単 ��� ８９，４８０円

票 数

単勝票数 計 １７７１７７ 的中 � ３５７１３（２番人気）
複勝票数 計 ３１７０６０ 的中 � ６７９０７（１番人気）� ４４２８４（３番人気）� ３５９２（９番人気）
枠連票数 計 １７２７２６ 的中 （１－２） １８８３９（１番人気）
馬連票数 計 ４６３２８８ 的中 �� ３２２４９（２番人気）
馬単票数 計 ３１２７９３ 的中 �� １０７４４（３番人気）
ワイド票数 計 ２２８５５４ 的中 �� １２６２３（２番人気）�� １３０４（２９番人気）�� ８８４（３５番人気）
３連複票数 計 ６７５０６１ 的中 ��� ２３６７（５３番人気）
３連単票数 計１０８６３１９ 的中 ��� ８９６（２６５番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．８―１２．４―１２．３―１２．８―１２．９―１２．５―１１．５―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．４―３６．８―４９．１―１：０１．９―１：１４．８―１：２７．３―１：３８．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーセンギャラリー �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２０１１．１２．４ 阪神４着

２００９．４．１６生 牡３鹿 母 サドラーズメイド 母母 Amazer ４戦１勝 賞金 ９，４００，０００円
〔出走取消〕 リインカネーション号は，疾病〔四肢挫創〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウヒダマリ号は，平成２４年４月３０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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 アンジェロフォーグ号
※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。

０９０３０ ３月３１日 小雨 不良 （２４阪神２）第３日 第６競走 ��
��１，４００�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

１：２１．８
１：２１．８

稍重

稍重

６１２ タイセイシュバリエ 牡３芦 ５６ 浜中 俊田中 成奉氏 宮本 博 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７４－ ２１：２２．８ ５．０�

２４ ジョウショーキング 牡３青鹿５６ 国分 恭介熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 田中 元寿 ４５６± ０ 〃 クビ ２４．６�
５１０ メイショウゲンブ 牡３鹿 ５６ 北村 友一松本 好雄氏 増本 豊 新ひだか 友田牧場 ４６６＋ ４１：２３．１２ １６．６�
７１４ マ ラ ネ ロ 牡３黒鹿５６ 川田 将雅 H.R.H．プリンセス・ハヤ 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ５２４－ ４１：２３．７３� ３．６�
６１１ カシノインカローズ 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 ４３０± ０ 〃 クビ １１８．９�
２３ � ローレンルーナ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠林 正道氏 田村 康仁 米 Yoichi

Aoyama ４７２＋ ２ 〃 アタマ ２．６�
１２ エーシンブランコス 牡３芦 ５６ 川須 栄彦�栄進堂 高野 友和 浦河 栄進牧場 ４０２＋ ２１：２３．８クビ ３８．０	
８１５ コスモポーラベア 牡３芦 ５６ 幸 英明 
ビッグレッドファーム 畠山 重則 新ひだか 沼田 照秋 ４７８－ ６１：２４．４３� ２１７．２�
４８ エ デ ィ ン 牝３栗 ５４ 和田 竜二�ノースヒルズ 白井 寿昭 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４４－ ６１：２４．５� ３０．９�
５９ ハギノコメント 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介日隈 良江氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント B４７０－ ２１：２４．７１ １６．２
４７ 	 ス パ イ ア 牡３鹿 ５６

５３ ▲水口 優也庄野 昭彦氏 柴田 光陽 新ひだか 橋本牧場 ５１８＋ ２ 〃 アタマ ３９０．４�
７１３ ジークジオン 牡３栗 ５６

５３ ▲菱田 裕二幅田 昌伸氏 加用 正 新ひだか 猪野毛牧場 ４７８－ ４１：２４．８� ９７．１�
８１６ タマモオンゾウシ 牡３栗 ５６ 四位 洋文タマモ� 五十嵐忠男 新冠 新冠伊藤牧場 ４９２± ０１：２４．９クビ １４．９�
１１ エーシンウルベリン 牡３鹿 ５６ 村田 一誠�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ５０４＋ ８１：２６．２８ ８５．３�
３５ � サウンドガガ 牝３黒鹿５４ 秋山真一郎増田 雄一氏 佐藤 正雄 米

Peggy S. Dellheim, Nor-
man Dellheim & The Ro-
man Ruler Syndicate

４６２± ０１：２６．７３ １６．８�

（１５頭）
３６ フォースチャンス 牡３黒鹿５６ 国分 優作寺田 秀樹氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２６，９０１，７００円 複勝： ４７，９８７，１００円 枠連： １５，７９８，０００円

馬連： ５９，３８６，３００円 馬単： ３８，９６９，７００円 ワイド： ２９，１１１，５００円

３連複： ８２，０２０，７００円 ３連単： １３４，３４８，３００円 計： ４３４，５２３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５００円 複 勝 � ２１０円 � ６６０円 � ３８０円 枠 連（２－６） ６４０円

馬 連 �� ８，１００円 馬 単 �� １１，４８０円

ワ イ ド �� ２，５４０円 �� １，１１０円 �� ３，６６０円

３ 連 複 ��� ２９，１１０円 ３ 連 単 ��� １４８，２１０円

票 数

単勝票数 差引計 ２６９０１７（返還計 ３０） 的中 � ４３１８５（３番人気）
複勝票数 差引計 ４７９８７１（返還計 ３９） 的中 � ７５６８０（３番人気）� １６３２９（８番人気）� ３１４９７（４番人気）
枠連票数 差引計 １５７９８０（返還計 ２ ） 的中 （２－６） １８３６４（２番人気）
馬連票数 差引計 ５９３８６３（返還計 ９９） 的中 �� ５４１７（２６番人気）
馬単票数 差引計 ３８９６９７（返還計 ５９） 的中 �� ２５０６（４１番人気）
ワイド票数 差引計 ２９１１１５（返還計 ６３） 的中 �� ２７９６（２７番人気）�� ６６９０（１２番人気）�� １９１９（３６番人気）
３連複票数 差引計 ８２０２０７（返還計 ３６７） 的中 ��� ２０８０（８７番人気）
３連単票数 差引計１３４３４８３（返還計 ５４６） 的中 ��� ６６９（４２７番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．５―１１．１―１１．８―１１．９―１２．２―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２２．８―３３．９―４５．７―５７．６―１：０９．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイセイシュバリエ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．７．３０ 小倉２着

２００９．１．３１生 牡３芦 母 ダンスノワール 母母 ランバダレディ １０戦２勝 賞金 ２２，２５０，０００円
〔出走取消〕 フォースチャンス号は，疾病〔左肩跛行〕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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 シンワウォッカ号・ナガラオリオン号・ハードロッカー号



０９０３１ ３月３１日 小雨 不良 （２４阪神２）第３日 第７競走 ��２，０００�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 ７，２００，０００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

２：０１．０
２：０１．０

不良

不良

７７ マルカプレジオ 牡４栃栗５７ 岩田 康誠河長産業� 今野 貞一 千歳 社台ファーム ４７６－１０２：０５．４ １．３�

６６ イ ー グ ル 牡５栗 ５７ 鮫島 良太久保 敏文氏 佐藤 正雄 新冠 越湖ファーム ４９２－ ２ 〃 クビ １５．２�
５５ テイエムエビスオー 牡４鹿 ５７ 芹沢 純一竹園 正繼氏 鹿戸 明 浦河 馬道 繁樹 ４８８＋ ６２：０５．５クビ ９．８�
８１０ ナポレオンバローズ 牡４黒鹿５７ 秋山真一郎猪熊 広次氏 中竹 和也 日高 下河辺牧場 ４８６－ ４ 〃 ハナ ７．１�
４４ � メイショウピゴット 牡５黒鹿５７ 川田 将雅松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 ４６６－ ４ 〃 ハナ ５１．０�
７８ ブライトジェム 牡４栗 ５７ 幸 英明栗本 博晴氏 谷 潔 日高 待兼牧場 ４９４＋１６２：０５．６� ６０．５�
３３ エイユーブラッサム 牡５鹿 ５７ 池添 謙一笹部 和子氏 池添 兼雄 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４５４－ ６２：０５．８１� ３７．２	
２２ ワンダーアームフル 牡７鹿 ５７

５４ ▲水口 優也山本 信行氏 河内 洋 浦河 林 孝輝 ５３２＋ ８ 〃 ハナ ２９．７

１１ バンブーチェルシー 牡４青鹿５７ 松田 大作�バンブー牧場 岩元 市三 浦河 バンブー牧場 ４７２－ ２２：０６．０� ２７．６�
８９ � コパノハリケーン 牡４鹿 ５７ 国分 優作小林 祥晃氏 崎山 博樹 新ひだか 乾 皆雄 ４９４＋ ４２：０７．０６ ６２．３

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２５，２１２，４００円 複勝： ９０，４２１，５００円 枠連： １０，５１２，１００円

馬連： ４６，１３４，５００円 馬単： ４５，６９５，８００円 ワイド： ２６，０９４，４００円

３連複： ６６，５６６，７００円 ３連単： １８２，１２７，５００円 計： ４９２，７６４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １３０円 複 勝 � １００円 � ２６０円 � １９０円 枠 連（６－７） ６９０円

馬 連 �� ７８０円 馬 単 �� ９００円

ワ イ ド �� ３００円 �� ２５０円 �� ８５０円

３ 連 複 ��� １，５３０円 ３ 連 単 ��� ３，８１０円

票 数

単勝票数 計 ２５２１２４ 的中 � １６０７８０（１番人気）
複勝票数 計 ９０４２１５ 的中 � ６６９１５４（１番人気）� ２９８５１（４番人気）� ５００８４（３番人気）
枠連票数 計 １０５１２１ 的中 （６－７） １１３９２（３番人気）
馬連票数 計 ４６１３４５ 的中 �� ４３８４５（３番人気）
馬単票数 計 ４５６９５８ 的中 �� ３７８７２（３番人気）
ワイド票数 計 ２６０９４４ 的中 �� ２２９３６（３番人気）�� ２８９７７（２番人気）�� ６４３１（１１番人気）
３連複票数 計 ６６５６６７ 的中 ��� ３２２３９（４番人気）
３連単票数 計１８２１２７５ 的中 ��� ３５２８７（９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．０―２４．８―３６．８―５０．７―１：０３．９―１：１６．８―１：２９．２―１：４１．１―１：５２．６

コーナー
通過順位

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

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

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４栃栗 母 バトルエンプレス 母母 レディータイクーン ４戦２勝 賞金 １７，７００，０００円
〔制裁〕 テイエムエビスオー号の騎手芹沢純一は，最後の直線コースでの御法（鞭の不適切な使用）について戒告。

０９０３２ ３月３１日 曇 不良 （２４阪神２）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

２３ � ヒラボクソング 牡５芦 ５７ 四位 洋文�平田牧場 角居 勝彦 米 Dr. Masa-
take Iida ５２０－ ６１：２３．５ ２１．２�

２４ タイキブルース 牡５鹿 ５７ 藤岡 佑介�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 ４６８－ ２１：２３．６� ３．７�

７１４ ミッキーホワイト 牡４黒鹿５７ 岩田 康誠野田みづき氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４９０＋ ２１：２３．７クビ ２．４�
４７ 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 ５１８－ ２ 〃 ハナ ９．４�
６１１ ブラックイレブン 牡５黒鹿５７ 川須 栄彦吉野加壽代氏 松元 茂樹 日高 豊郷牧場 ４４８－ ２ 〃 クビ ８．５�
３５ 	 メイショウホロベツ 牡４鹿 ５７ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 三嶋牧場 ４５８± ０ 〃 アタマ ７０．７	
５９ 	 グレイレジェンド 牡４芦 ５７ 川田 将雅小野 博郷氏 松永 幹夫 新ひだか 稲葉牧場 ４６４－１７１：２３．８クビ ３３．２

５１０ アイアンラチェット 牡５黒鹿５７ 上村 洋行池上 一馬氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４９２＋ ４１：２３．９� １０．４�
１２ デンコウリョウ 牡４芦 ５７ 国分 恭介田中 康弘氏 藤沢 則雄 浦河 日の出牧場 ４８６－ ８１：２４．０クビ １０５．０�
３６ オメガローズマリー 牝４栗 ５５ 藤岡 康太原 
子氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム ４６６－ ６１：２４．１� ３８．３
６１２ グランマルシェ 牡４鹿 ５７ 浜中 俊 �キャロットファーム 小島 茂之 安平 ノーザンファーム ５１８－ ２１：２４．４１� ２７．２�
４８ メジロマリシテン 牝４鹿 ５５ 川島 信二岩� 伸道氏 田島 良保 洞爺湖 メジロ牧場 ４７８－ ４１：２４．５� ６９．８�
８１５ 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 ４５０＋ ４１：２４．６� ９９．４�
８１６ アルボランシー 牝４栗 ５５

５２ ▲中井 裕二 �ローレルレーシング 河内 洋 新冠 高瀬牧場 ４７２± ０１：２４．９２ ２５．６�
７１３	 タマモダリア 牝４栗 ５５ 和田 竜二タマモ� 五十嵐忠男 新ひだか 野坂牧場 B４２６－１３１：２５．２２ ５２．９�
１１ ニイハオジュウクン 牡４鹿 ５７ 武 英智鈴木 幹次氏 昆 貢 新冠 石田牧場 ４３８＋ ４１：２５．４１ １４２．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，８０３，６００円 複勝： ４６，７９２，７００円 枠連： １９，０２３，２００円

馬連： ６９，０２６，０００円 馬単： ４４，５８１，３００円 ワイド： ３２，７７０，８００円

３連複： ９４，３８０，４００円 ３連単： １６１，８８７，２００円 計： ４９１，２６５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，１２０円 複 勝 � ５２０円 � １５０円 � １２０円 枠 連（２－２） ４，４６０円

馬 連 �� ４，５８０円 馬 単 �� １１，５４０円

ワ イ ド �� １，３００円 �� １，０８０円 �� ２７０円

３ 連 複 ��� ３，６６０円 ３ 連 単 ��� ３９，０７０円

票 数

単勝票数 計 ２２８０３６ 的中 � ８４８３（６番人気）
複勝票数 計 ４６７９２７ 的中 � １４３５３（８番人気）� ８４３８５（２番人気）� １４５５３２（１番人気）
枠連票数 計 １９０２３２ 的中 （２－２） ３１４９（１６番人気）
馬連票数 計 ６９０２６０ 的中 �� １１１３１（１７番人気）
馬単票数 計 ４４５８１３ 的中 �� ２８５２（３６番人気）
ワイド票数 計 ３２７７０８ 的中 �� ５６２３（１４番人気）�� ６８４４（１１番人気）�� ３６２３８（１番人気）
３連複票数 計 ９４３８０４ 的中 ��� １９０７８（８番人気）
３連単票数 計１６１８８７２ 的中 ��� ３０５８（９９番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．４―１１．６―１２．０―１２．２―１１．９―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２２．７―３４．３―４６．３―５８．５―１：１０．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ヒラボクソング �
�
父 Unbridled’s Song �

�
母父 Danehill デビュー ２０１０．１．１６ 京都７着

２００７．３．８生 牡５芦 母 Sophorific 母母 Saucy Maid ９戦２勝 賞金 １４，２００，０００円



０９０３３ ３月３１日 曇 重 （２４阪神２）第３日 第９競走 ��
��２，４００�ア ザ レ ア 賞

発走１４時２５分 （芝・右・外）

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 ２８７，０００円 ８２，０００円 ４１，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２４．２
２：２２．１

良

良

８１１ タムロトップステイ 牡３栗 ５６ 北村 友一谷口 屯氏 西園 正都 洞爺湖 メジロ牧場 ５３２－ ２２：３２．７ １０．５�

２２ アドマイヤフライト 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ５１０－ ４ 〃 アタマ ３．５�
８１２ アドマイヤバラード 牡３栗 ５６ 川田 将雅近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ５１８＋ ２ 〃 アタマ ３．９�
６８ カネトシアブニール 牡３芦 ５６ 秋山真一郎兼松 利男氏 大橋 勇樹 千歳 社台ファーム ４９０－１２２：３２．８� ５８．２�
３３ ファントムライト 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム ４７４－ ２２：３３．２２� ７．０�
６７ エーシングングン 牡３栗 ５６ 和田 竜二�栄進堂 田所 秀孝 新ひだか 築紫 洋 ４６０＋ ２ 〃 クビ ３２．９	
７９ ジャングルクルーズ 牡３鹿 ５６ K．デザーモ 窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４９４－１２ 〃 同着 ４．６


（米）

５６ ディアデラバンデラ 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４５８－ ２２：３３．６２� ５３．９�
４４ ニューダイナスティ 牡３鹿 ５６ 浜中 俊 �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 ４７０＋ ６ 〃 クビ １８．４�
５５ ナリタポセイドン 牡３鹿 ５６ 幸 英明�オースミ 南井 克巳 千歳 社台ファーム ４７４－ ４２：３３．８１ １５．８
７１０� コパノモーニング �３栗 ５６ 国分 恭介小林 祥晃氏 田所 秀孝 新冠 ムラカミファーム ４９２－ ２２：３３．９	 ２１６．４�
１１ マイネルテンクウ 牡３鹿 ５６ N．ピンナ �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム ４９６＋ ６２：３４．５３� １４．１�
（伊）

（１２頭）

売 得 金

単勝： ４６，０２３，９００円 複勝： ８４，９０５，７００円 枠連： ２２，８７６，９００円

馬連： １２３，２２０，６００円 馬単： ６９，４８２，７００円 ワイド： ４７，７８９，２００円

３連複： １５２，２１７，３００円 ３連単： ２７９，５６７，９００円 計： ８２６，０８４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０５０円 複 勝 � ２６０円 � １４０円 � １５０円 枠 連（２－８） ６３０円

馬 連 �� １，７８０円 馬 単 �� ５，３２０円

ワ イ ド �� ７６０円 �� ６８０円 �� ３２０円

３ 連 複 ��� ２，４５０円 ３ 連 単 ��� ２０，７１０円

票 数

単勝票数 計 ４６０２３９ 的中 � ３４８７１（５番人気）
複勝票数 計 ８４９０５７ 的中 � ６４９３９（５番人気）� １９０１２０（１番人気）� １６８５７７（２番人気）
枠連票数 計 ２２８７６９ 的中 （２－８） ２７１７６（２番人気）
馬連票数 計１２３２２０６ 的中 �� ５１１６８（７番人気）
馬単票数 計 ６９４８２７ 的中 �� ９６４０（２３番人気）
ワイド票数 計 ４７７８９２ 的中 �� １４６１２（８番人気）�� １６５３７（７番人気）�� ４１９４１（１番人気）
３連複票数 計１５２２１７３ 的中 ��� ４６０１８（５番人気）
３連単票数 計２７９５６７９ 的中 ��� ９９６３（５６番人気）

ハロンタイム １３．１―１２．１―１２．７―１２．８―１３．０―１３．４―１３．５―１３．５―１３．１―１２．２―１１．２―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�
１３．１―２５．２―３７．９―５０．７―１：０３．７―１：１７．１―１：３０．６―１：４４．１―１：５７．２―２：０９．４―２：２０．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タムロトップステイ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ミ シ ル デビュー ２０１２．２．４ 小倉１着

２００９．３．３１生 牡３栗 母 メジロバーバラ 母母 メジロクロヒメ ３戦２勝 賞金 １８，２３３，０００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。

０９０３４ ３月３１日 小雨 重 （２４阪神２）第３日 第１０競走 ��
��１，２００�

ちゅうしゅん

ラジオ関西賞仲春特別
発走１５時００分 （芝・右）
４歳以上，１，０００万円以下，２３．４．２以降２４．３．２５まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

ラジオ関西賞（１着）
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 ３５７，０００円 １０２，０００円 ５１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．１
１：０６．５

良

良

７１３ クレバーサンデー 牡５鹿 ５６ 岩田 康誠田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 東栄牧場 ４７８± ０１：１１．８ ４．５�

８１５ ウインドジャズ 牡５黒鹿５５ 渡辺 薫彦岡田 牧雄氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド ４８４－ ６１：１２．０１� ２５．１�
７１４� ハートランドノリカ 牝７黒鹿５０ 藤懸 貴志豊田 稔氏 千田 輝彦 浦河 小椋 智 ４６４－１０１：１２．１クビ ２７１．４�
４８ ミヤジエムジェイ 牡４鹿 ５７ 和田 竜二曽我 司氏 岩元 市三 浦河 村中牧場 ４９６± ０ 〃 ハナ ４．５�
８１６ ニホンピロシュラブ 牝５鹿 ５２ 国分 優作小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 B４６６－ ４ 〃 クビ ９．６�
６１１ メイショウジェイ 牝７鹿 ５２ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 門別 浦新 徳司 ４６４＋１４１：１２．３１ ６１．３�
１２ タ バ ル ナ 牡５鹿 ５６ 佐藤 哲三前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７２－ ２１：１２．５１� ６．４	
３６ グレナディーン 牝５黒鹿５５ 上村 洋行 
社台レースホース橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４７４－ ８１：１２．６クビ ５．５�
１１ � エイシンフルハート 牡５栗 ５３ 藤岡 佑介平井 豊光氏 西園 正都 米

James P. Gal-
lagher & Patri-
cia Gallagher

５０８± ０１：１２．７� ２８．６�
６１２ ポールアックス 	６鹿 ５６ K．デザーモ 山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５０４－ ６ 〃 クビ ６．５

（米）

４７ � マヤノアンズ 牝７鹿 ５２ 四位 洋文田所 英子氏 庄野 靖志 静内（有）石川牧場 B４５６＋ ８１：１２．９
 ４６．９�
５９ タイヨウパフューム 牝４鹿 ５１ 菱田 裕二小野田健治氏 岡田 稲男 日高 日高大洋牧場 ３９０＋ ６ 〃 ハナ １０１．１�
２４ フィールマイハート 牝５鹿 ５２ 川須 栄彦
日進牧場 矢野 英一 浦河 日進牧場 ４８２－ ８１：１３．０クビ ２０．７�
５１０� シ テ ィ ボ ス 牡９鹿 ５１ 水口 優也服部 新平氏 日吉 正和 新冠 アラキフアーム ４７０＋ ２１：１３．１
 １２５．６�
３５ リッカコウユウ 牝６鹿 ５２ 野元 昭嘉立花 幸雄氏 武田 博 浦河 中島 俊明 ４５２－ ６１：１３．２クビ ７２．４�
２３ ハーイスマイル 牡４黒鹿５４ 藤岡 康太小林 祥晃氏 宮 徹 新ひだか 谷岡牧場 ４７２＋ ２１：１４．３７ ４１．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３１，７１０，４００円 複勝： ５７，９５０，０００円 枠連： ２９，１１４，０００円

馬連： １２４，８１９，１００円 馬単： ６９，７９３，４００円 ワイド： ４６，２３４，９００円

３連複： １６３，８８７，３００円 ３連単： ２９１，３１７，９００円 計： ８１４，８２７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １８０円 � ７００円 � ６，５５０円 枠 連（７－８） １，６３０円

馬 連 �� ５，７００円 馬 単 �� ９，３１０円

ワ イ ド �� １，７２０円 �� １２，４１０円 �� ３３，０５０円

３ 連 複 ��� １９７，９６０円 ３ 連 単 ��� ９３０，７１０円

票 数

単勝票数 計 ３１７１０４ 的中 � ５５６８７（２番人気）
複勝票数 計 ５７９５００ 的中 � １１３９０７（１番人気）� １９２４８（８番人気）� １８３８（１６番人気）
枠連票数 計 ２９１１４０ 的中 （７－８） １３２４１（１０番人気）
馬連票数 計１２４８１９１ 的中 �� １６１７８（２１番人気）
馬単票数 計 ６９７９３４ 的中 �� ５５３３（３５番人気）
ワイド票数 計 ４６２３４９ 的中 �� ６７９８（２１番人気）�� ９０６（７７番人気）�� ３３９（１０７番人気）
３連複票数 計１６３８８７３ 的中 ��� ６１１（２７７番人気）
３連単票数 計２９１３１７９ 的中 ��� ２３１（１４０２番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１１．３―１１．６―１１．９―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．４―３４．７―４６．３―５８．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クレバーサンデー �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．８．８ 札幌８着

２００７．３．９生 牡５鹿 母 カガミサンデー 母母 カ ガ ミ ジ シ ２３戦４勝 賞金 ７４，５４５，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
〔制裁〕 ミヤジエムジェイ号の騎手和田竜二は，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３０，０００円。（２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。



０９０３５ ３月３１日 曇 不良 （２４阪神２）第３日 第１１競走 ��
��１，４００�コーラルステークス

発走１５時３５分 （ダート・右）
４歳以上；負担重量は，日本馬：５５�，牝馬２�減，収得賞金１，０００万円超過馬は超過
額１，１００万円毎１�増，�：５５�，牝馬２�減，GⅠ競走１着馬６�増，GⅡ競走１着馬４�
増，GⅢ競走１着馬２�増（ただし２歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 ２０，０００，０００円 ８，０００，０００円 ５，０００，０００円 ３，０００，０００円 ２，０００，０００円
付 加 賞 ４４８，０００円 １２８，０００円 ６４，０００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 � インオラリオ 牡７鹿 ５６ 浜中 俊藤田 孟司氏 吉村 圭司 米 Takeshi
Fujita ５２２－ ８１：２１．５レコード ２５．２�

２３ インペリアルマーチ 牡５黒鹿５６ N．ピンナ �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５７４＋１０１：２２．１３	 ４．４�
（伊）

５１０ ケイアイテンジン 牡６栗 ５７ 岩田 康誠 �啓愛義肢材料販売所 白井 寿昭 三石 乾 皆雄 ４８２－ ２１：２２．２	 ５．６�
８１５� ファリダット 牡７青鹿５６ 佐藤 哲三前田 幸治氏 松元 茂樹 米 North Hills

Management ４７８－ ２１：２２．４１	 ６．１�
６１１ スタッドジェルラン 牡６栗 ５６ 北村 友一久保 博文氏 安田 隆行 三石 鳥井牧場 ５００＋ ６１：２２．６１ ７．４�
１１ コンフォーコ 
７栗 ５６ 川須 栄彦岡田 牧雄氏 矢野 英一 静内 岡田スタツド ４６２＋ ２１：２２．８１� １８７．０	
２４ � シゲルソウサイ 牡４鹿 ５６ 幸 英明森中 蕃氏 湯窪 幸雄 米 F & F In-

vestments ５００－ ２１：２２．９	 ４．１

８１６ アンノルーチェ 牡７鹿 ５７ 小坂 忠士�ターフ・スポート田島 良保 三石 三石ビクト

リーファーム ４５４－ ２ 〃 クビ １８４．５�
３６ アルゴリズム 牡４芦 ５６ 池添 謙一前田 幸治氏 安田 隆行 新ひだか 鳥井牧場 B４７４＋ ４１：２３．０	 ８．４�
７１３ エプソムアーロン 牡８鹿 ５６ 秋山真一郎 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 藤岡 範士 静内 田原橋本牧場 B４９２－ ６ 〃 クビ ３０２．７
４８ トーホウチェイサー 牡５栗 ５６ 和田 竜二東豊物産� 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 ４８８＋ ２１：２３．２１ ２１．７�
１２ スリーアリスト 牡７栗 ５６ 中井 裕二永井商事� 武 宏平 静内 武 牧場 ５０８＋ ４ 〃 ハナ ３０５．０�
４７ ブライトアイザック 牡６鹿 ５７ 国分 優作保坂 義貞氏 菅原 泰夫 浦河 富田牧場 ４８６－ ４１：２３．３クビ １１７．３�
５９ � アンダーカウンター 牡７栗 ５６ 古川 吉洋加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Mr. & Mrs. Wayne

L Morris Sr. ５２２＋ ２ 〃 クビ ２５２．６�
６１２ メイショウデイム 牝５黒鹿５４ 藤岡 佑介松本 和子氏 佐山 優 浦河 太陽牧場 ４６２－ ６１：２３．５１� ３４．０�
７１４ アドバンスウェイ 牡６鹿 ５６ K．デザーモ 西川 隆士氏 武藤 善則 浦河 中村 雅明 ４９６－１０１：２４．０３ ２３．４�

（米）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ７０，００５，９００円 複勝： １３３，７０１，６００円 枠連： ７０，４３６，６００円

馬連： ３０２，６６７，４００円 馬単： １６１，６７７，９００円 ワイド： １０２，９２５，４００円

３連複： ４１０，７２８，８００円 ３連単： ７８９，１５４，１００円 計： ２，０４１，２９７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，５２０円 複 勝 � ６３０円 � １９０円 � ２１０円 枠 連（２－３） ６８０円

馬 連 �� ６，０００円 馬 単 �� １４，４６０円

ワ イ ド �� １，４４０円 �� １，９４０円 �� ４９０円

３ 連 複 ��� ８，１３０円 ３ 連 単 ��� ７６，９００円

票 数

単勝票数 計 ７０００５９ 的中 � ２１９１２（９番人気）
複勝票数 計１３３７０１６ 的中 � ４３４２７（９番人気）� ２２００５８（２番人気）� １８７９３４（３番人気）
枠連票数 計 ７０４３６６ 的中 （２－３） ７７２３７（２番人気）
馬連票数 計３０２６６７４ 的中 �� ３７２８３（２２番人気）
馬単票数 計１６１６７７９ 的中 �� ８２５６（５２番人気）
ワイド票数 計１０２９２５４ 的中 �� １７０７９（１６番人気）�� １２４６３（２５番人気）�� ５６５４４（２番人気）
３連複票数 計４１０７２８８ 的中 ��� ３７２９６（２６番人気）
３連単票数 計７８９１５４１ 的中 ��� ７５７４（２５５番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．４―１１．１―１１．５―１２．０―１１．７―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２２．６―３３．７―４５．２―５７．２―１：０８．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�インオラリオ �
�
父 Holy Bull �

�
母父 Native Prospector デビュー ２００８．３．１６ 中山２着

２００５．２．２２生 牡７鹿 母 Knight Prospector 母母 Knights Crozier ２０戦６勝 賞金 １０１，０６３，０００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。

０９０３６ ３月３１日 曇 重 （２４阪神２）第３日 第１２競走 ��
��２，０００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時１０分 （芝・右）

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

１：５７．８
１：５６．１

良

良

２２ ナムラボルテージ 牝５鹿 ５５
５２ ▲中井 裕二奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム ４６４± ０２：０７．２ ２１．５�

８９ ダブルイーグル 牡４鹿 ５７ 秋山真一郎田邉 康子氏 大橋 勇樹 むかわ フラット牧場 ４７２＋ ８ 〃 クビ ７０．３�
７７ ル ル ー シ ュ 牡４黒鹿５７ K．デザーモ 山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５０８＋ ６２：０７．５１� ２．０�

（米）

４４ グッドバニヤン 牡７栃栗５７ 松田 大作津村 靖志氏 北出 成人 新冠 タニグチ牧場 ４４６－ ４２：０７．９２� １２．８�
８１０ ショウナンカミング 牡４栗 ５７ N．ピンナ 国本 哲秀氏 須貝 尚介 浦河 金石牧場 ４７０＋ ２２：０８．０� ４．５�

（伊）

３３ レッドシェリフ 牡４栗 ５７ 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４９６＋ ６２：０８．４２� ４．３�
１１ セトノメジャー 牡５鹿 ５７ 古川 吉洋難波 澄子氏 南井 克巳 栃木 恵比寿興業株式

会社	須野牧場 ４９６－ ４２：０８．７クビ＋２ １７．５

５５ ベストオブケン 牡４黒鹿５７ 幸 英明中西 宏彰氏 鈴木 孝志 新冠 川上牧場 B４５４＋ ２２：０９．８７ ５２．５�
７８ ディアアプローズ 牝４鹿 ５５ 和田 竜二�ノースヒルズ 荒川 義之 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６６± ０２：１１．９大差 １７．４�
６６ マイネルガネーシャ 牡４栗 ５７ 川須 栄彦 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 日高 今井牧場 ４９８± ０ （降着） ７７．０

（１０頭）

売 得 金

単勝： ４５，１４０，２００円 複勝： ５６，７５７，４００円 枠連： ２２，６２５，３００円

馬連： １０３，４３４，７００円 馬単： ７３，７２０，７００円 ワイド： ４２，２６１，６００円

３連複： １２９，０２６，２００円 ３連単： ３２８，６９３，８００円 計： ８０１，６５９，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，１５０円 複 勝 � ３２０円 � １，０２０円 � １４０円 枠 連（２－８） ２，７６０円

馬 連 �� ２６，２２０円 馬 単 �� ６１，１４０円

ワ イ ド �� ５，３５０円 �� ８８０円 �� ２，５１０円

３ 連 複 ��� ２４，４３０円 ３ 連 単 ��� ２６０，８４０円

票 数

単勝票数 計 ４５１４０２ 的中 � １６５５０（７番人気）
複勝票数 計 ５６７５７４ 的中 � ３９３２７（５番人気）� １０１２０（９番人気）� １６８１５８（１番人気）
枠連票数 計 ２２６２５３ 的中 （２－８） ６０５３（１１番人気）
馬連票数 計１０３４３４７ 的中 �� ２９１２（３９番人気）
馬単票数 計 ７３７２０７ 的中 �� ８９０（７７番人気）
ワイド票数 計 ４２２６１６ 的中 �� １８８８（３８番人気）�� １２３４６（１０番人気）�� ４０８７（２６番人気）
３連複票数 計１２９０２６２ 的中 ��� ３８９９（６１番人気）
３連単票数 計３２８６９３８ 的中 ��� ９３０（４３７番人気）

ハロンタイム １２．７―１２．２―１２．８―１２．９―１３．３―１２．９―１２．４―１２．６―１２．４―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２４．９―３７．７―５０．６―１：０３．９―１：１６．８―１：２９．２―１：４１．８―１：５４．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．４―３F３８．０
１
３
６，８，２－４，５，９（３，７）１０，１
６，８（２，４）（９，７，５）１０－（３，１）

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

勝馬の
紹 介

ナムラボルテージ �
�
父 グ ラ ン デ ラ �

�
母父 フレンチグローリー デビュー ２０１０．１．１０ 京都２着

２００７．５．３１生 牝５鹿 母 ビストロドゥパリ 母母 ド ッ フ ３０戦４勝 賞金 ６０，３９９，０００円
〔降着〕 マイネルガネーシャ号は，７位〔タイム２分０８秒４，着差クビ〕に入線したが，４コーナーで急に外側に斜行して

「ディアアプローズ」号，「グッドバニヤン」号，「ベストオブケン」号，「ショウナンカミング」号，「ルルーシュ」号，「レッドシェリフ」号お
よび「セトノメジャー」号の走行を妨害したため１０着に降着。

〔制裁〕 マイネルガネーシャ号の騎手川須栄彦は，４コーナーで急に外側に斜行したことについて平成２４年４月７日の騎乗を停止。
〔調教再審査〕 マイネルガネーシャ号は，４コーナーで急に外側に逃避したことについて平地調教再審査。
※ダブルイーグル号は，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，主として騎乗中の国名を表示している。



（２４阪神２）第３日 ３月３１日（土曜日） 雨時々曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後重
重後不良

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

１９３，５６０，０００円
４，３８０，０００円
１，５６０，０００円
１７，４８０，０００円
６０，５２１，５００円
４，９７６，２００円
１，６６０，８００円

勝馬投票券売得金
３５５，５８５，５００円
７１５，５８０，４００円
２６３，２２８，２００円
１，０１９，９５４，４００円
６５４，０４６，３００円
４３０，７１０，９００円
１，３９０，５１３，７００円
２，６８８，０３２，６００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 ７，５１７，６５２，０００円

総入場人員 ９，７０２名 （有料入場人員 ９，０１１名）


