
０６０４９ ３月１５日 晴 重 （２０阪神１）第５日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時１０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
１：０９．１

重

不良

８１４ クリスタルドア 牡３鹿 ５６ 幸 英明加藤 守氏 武田 博 様似 山本 和彦 ４７４－１４１：１２．０ ２．９�

２２ レディオーロラ 牝３鹿 ５４
５１ ▲田中 克典�富川牧場 高松 邦男 門別 富川牧場 B４５２－ ２１：１２．５３ ３．０�

３３ アグネスアンフィニ 牡３栗 ５６
５３ ▲田村 太雅渡辺 孝男氏 浜田 光正 三石 三石川上牧場 ５２６－１０１：１２．８２ ４３．８�

４５ メ リ ト ゥ ム 牡３芦 ５６ 鮫島 良太田上 雅春氏 中村 均 静内 岡田スタツド ４５４－ ２１：１３．４３� ４．６�
７１２ ワールドマスター 牡３栗 ５６ 熊沢 重文深見 富朗氏 池添 兼雄 新冠 北星村田牧場 ４８２± ０１：１３．８２� ２６．８�
５７ ウイニングヒロオー 牡３鹿 ５６ 小牧 太杉元 四男氏 柴田 光陽 静内 静内坂本牧場 ４３８－ ４ 〃 ハナ １１．５�
４６ クリノモンブラン 牝３鹿 ５４ 川島 信二栗本 博晴氏 荒川 義之 三石 加野牧場 ４２４－ ８１：１３．９� ５１．９	
６１０ ア グ レ マ ン 牡３鹿 ５６ 芹沢 純一�藤沢牧場 矢作 芳人 三石 藤巻 則弘 ４５０ ―１：１４．０クビ ２９．１

３４ クリスライムライト 牝３鹿 ５４ 角田 晃一栗本 良明氏 加藤 敬二 様似 様似渡辺牧場 ４４２－ ２ 〃 アタマ １７０．８�
７１１ イガノガイア 牝３鹿 ５４ 松田 大作五十嵐政則氏 水野 貴広 静内 酒井 亨 ４５２－ ８ 〃 アタマ １４４．８�
６９ ウインリスペクト 牡３鹿 ５６ 川田 将雅ウイン 的場 均 追分 追分ファーム ４３４＋ ２１：１４．４２� ７．２�
５８ メイショウモモフク 牡３青 ５６

５３ ▲船曳 文士松本 好雄氏 安田伊佐夫 浦河 辻 牧場 ４９６± ０１：１４．５� １７１．８�
８１３ デルマカペラ 牝３黒鹿５４ 長谷川浩大浅沼 廣幸氏 高橋 義博 門別 ファニーヒルファーム ４４２－１８１：１４．６� ３８０．３�
１１ コウショウテンシ 牝３芦 ５４ 飯田 祐史��昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 ４３２± ０１：１５．７７ ２９１．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １１，９１９，５００円 複勝： １６，５７７，４００円 枠連： １４，１５０，８００円

普通馬連： ４５，２８２，３００円 馬単： ４９，１６４，９００円 ワイド【拡大馬連】： １５，５２３，３００円

３連複： ７４，５６９，４００円 ３連単： 発売なし 計： ２２７，１８７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １２０円 � １３０円 � ６４０円 枠 連（２－８） ３２０円

普通馬連 �� ３３０円 馬 単 �� ５９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １６０円 �� １，９９０円 �� １，８６０円

３ 連 複 ��� ５，９４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １１９１９５ 的中 � ３２５７１（１番人気）
複勝票数 計 １６５７７４ 的中 � ５２８８４（１番人気）� ４１３８９（２番人気）� ３４９１（８番人気）
枠連票数 計 １４１５０８ 的中 （２－８） ３３２１３（１番人気）
普通馬連票数 計 ４５２８２３ 的中 �� １０３５６９（１番人気）
馬単票数 計 ４９１６４９ 的中 �� ６１８３２（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５５２３３ 的中 �� ３６１４９（１番人気）�� １４９０（２２番人気）�� １６０３（２１番人気）
３連複票数 計 ７４５６９４ 的中 ��� ９２７０（１６番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．５―１１．８―１１．８―１２．０―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．８―３５．６―４７．４―５９．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クリスタルドア �
�
父 クリストワイニング �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２００７．１２．９ 中京３着

２００５．５．１９生 牡３鹿 母 ド ア 母母 ツジノフライヤー ７戦１勝 賞金 １１，５５０，０００円
※アグレマン号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



０６０５０ ３月１５日 晴 重 （２０阪神１）第５日 第２競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１０時４０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
１：４８．４

重

重

５５ � ゴールデンルーヴェ 牡３栗 ５６ 小牧 太広尾レース� 森 秀行 米 Barnett
Enterprises ４９２－ ６１：５４．６ ４．０�

８８ ヤマニンリュバン 牡３栗 ５６ 酒井 学土井 薫氏 西園 正都 新冠 錦岡牧場 ５２８＋ ２１：５４．８１� ４．１�
１１ ウエスタンシーザー 牡３黒鹿５６ 柴原 央明西川 賢氏 崎山 博樹 静内 北西牧場 ４７４－ ６１：５５．３３ ４．７�
７７ スマートファントム 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介大川 徹氏 宮 徹 早来 ノーザンファーム ５０４－ ６１：５５．４� ７．０�
４４ ヤギリスパイダー 牡３栗 ５６ 川島 信二内田 勝治氏 高橋 義博 千葉（有）下河辺トレー

ニングセンター ５１４－ ２１：５５．６１� ７１．５�
６６ ニシノシャア 牡３鹿 ５６ 川田 将雅西山 茂行氏 田所 秀孝 鵡川 西山牧場 ４８６－ ４１：５６．３４ ２．７�
８９ メイショウヘディン 牡３鹿 ５６

５３ ▲田村 太雅松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 村中牧場 B４３８－ ６１：５６．５１� １１６．４	
３３ シゲルアスパイヤー 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文森中 蕃氏 五十嵐忠男 三石 沖田 繁 B４５２－ ６２：０１．０大差 ８４．９


（８頭）
２２ ヒカルメイオー 牡３鹿 ５６

５３ ▲田中 克典中脇 満氏 目野 哲也 浦河 中脇 満 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １４，２０５，５００円 複勝： １６，９３０，２００円 枠連： ９，８６０，０００円

普通馬連： ３７，９７６，７００円 馬単： ５１，２６１，１００円 ワイド【拡大馬連】： １２，５４９，３００円

３連複： ５８，６２１，８００円 ３連単： 発売なし 計： ２０１，４０４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １７０円 � １８０円 � １９０円 枠 連（５－８） ９８０円

普通馬連 �� ９６０円 馬 単 �� １，８６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３７０円 �� ４３０円 �� ４１０円

３ 連 複 ��� １，３１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １４２０５５ 的中 � ２８００９（２番人気）
複勝票数 計 １６９３０２ 的中 � ２８５４２（３番人気）� ２４７５４（４番人気）� ２２７６８（５番人気）
枠連票数 計 ９８６００ 的中 （５－８） ７４８５（５番人気）
普通馬連票数 計 ３７９７６７ 的中 �� ２９４８７（６番人気）
馬単票数 計 ５１２６１１ 的中 �� ２０３４６（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２５４９３ 的中 �� ８７０９（５番人気）�� ７１１１（７番人気）�� ７５３９（６番人気）
３連複票数 計 ５８６２１８ 的中 ��� ３３１２０（７番人気）

ハロンタイム １３．３―１１．６―１４．５―１３．７―１２．２―１２．１―１２．３―１２．４―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．３―２４．９―３９．４―５３．１―１：０５．３―１：１７．４―１：２９．７―１：４２．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．３―３F３７．２
１
３

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

・（６，８）（１，９）５，７，４－３・（８，７）（５，４）１（６，９）＝３
勝馬の
紹 介

�ゴールデンルーヴェ �
�
父 Kingmambo �

�
母父 Danehill デビュー ２００８．２．２ 京都６着

２００５．２．２生 牡３栗 母 Little Firefly 母母 Tootling ３戦１勝 賞金 ５，７５０，０００円
〔出走取消〕 ヒカルメイオー号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
〔制裁〕 スマートファントム号の騎手藤岡佑介は，向正面で内側に斜行したことについて過怠金７０，０００円。

ヤマニンリュバン号の騎手酒井学は，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５０，０００円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルアスパイヤー号は，平成２０年４月１５日まで平地競走に出走できない。



０６０５１ ３月１５日 晴 重 （２０阪神１）第５日 第３競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１１時１０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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

５８ タニノブロンクス 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦谷水 雄三氏 河内 洋 静内 カントリー牧場 ４２２－ ４１：２６．６ ５．０�

４６ テ レ パ シ ー 牝３鹿 ５４ 幸 英明栗嶋 豊明氏 境 直行 門別 道見牧場 ４４２－ ４ 〃 クビ １．７�
３４ カノヤトップレディ 牝３鹿 ５４ 上村 洋行神田 薫氏 橋口弘次郎 門別 浜本牧場 ４５４＋ ８１：２６．８１� １１．９�
２２ シゲルキボウ 牝３芦 ５４ 角田 晃一森中 蕃氏 庄野 靖志 新冠 ハシモトフアーム B４４０－ ４１：２６．９クビ ２４．５�
７１１ コロナドリリー 牝３栗 ５４ 長谷川浩大�谷口牧場 西浦 勝一 浦河トラストスリーファーム ４５２－ ４１：２７．０� ５．９�
８１３ ユウキラッシュ 牝３芦 ５４ 芹沢 純一ちきり組合 梅田 康雄 門別 日西牧場 ４５０－ ４１：２７．２１� ５０．６�
５７ タイキディザイア 牝３鹿 ５４ 金折 知則�大樹ファーム 松元 茂樹 大樹 大樹ファーム ４４８－１０１：２７．３� ２４．２	
４５ ゴールデンジョイス 牝３栗 ５４ 川島 信二
協栄 加用 正 門別 タバタファーム ４３２ ―１：２７．８３ １８６．２�
７１２ ホッコーマスコット 牝３栗 ５４

５１ ▲田中 克典矢部 幸一氏 浜田 光正 浦河 鮫川牧場 ４３４± ０１：２７．９クビ ６９．３�
１１ メイショウタマヒメ 牝３青鹿 ５４

５１ ▲船曳 文士松本 好雄氏 安田伊佐夫 浦河 磯野牧場 ４３８－ ８１：２８．１１� ２２．８
３３ パトロネッサ 牝３青 ５４ 熊沢 重文 �サンデーレーシング 平田 修 早来 ノーザンファーム ４６０－ ６１：２８．２� １２５．４�
８１４ シルクムーンダスト 牝３鹿 ５４

５１ ▲田村 太雅有限会社シルク浜田 光正 新冠 石郷岡 雅樹 ４１４＋ ８１：２９．８１０ ３７１．１�
６１０ デューントウショウ 牝３青 ５４ 佐藤 哲三トウショウ産業
 領家 政蔵 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４８０ ―１：３０．９７ ４７．２�
６９ ダンスウェーブ 牝３鹿 ５４ 橋本 美純林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４１８－１２１：３１．１１� ２６６．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １３，７４９，３００円 複勝： ２３，３４９，５００円 枠連： １２，９６８，５００円

普通馬連： ４５，４７０，５００円 馬単： ５２，９８４，３００円 ワイド【拡大馬連】： １６，６０７，３００円

３連複： ７３，０１５，２００円 ３連単： 発売なし 計： ２３８，１４４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５００円 複 勝 � １５０円 � １１０円 � ２４０円 枠 連（４－５） ３１０円

普通馬連 �� ３００円 馬 単 �� １，１１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １７０円 �� ８４０円 �� ３７０円

３ 連 複 ��� ９８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １３７４９３ 的中 � ２２１０４（２番人気）
複勝票数 計 ２３３４９５ 的中 � ２４６８５（３番人気）� １３７３３０（１番人気）� １１２８７（４番人気）
枠連票数 計 １２９６８５ 的中 （４－５） ３０８９６（１番人気）
普通馬連票数 計 ４５４７０５ 的中 �� １１１９３１（１番人気）
馬単票数 計 ５２９８４３ 的中 �� ３５２２９（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６６０７３ 的中 �� ３１２６５（１番人気）�� ３９０９（８番人気）�� １０１４４（４番人気）
３連複票数 計 ７３０１５２ 的中 ��� ５５０４１（２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．８―３５．７―４８．１―１：００．２―１：１３．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タニノブロンクス �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 Nureyev デビュー ２００７．９．１５ 札幌４着

２００５．１．３１生 牝３鹿 母 ス ヴ レ ッ タ 母母 Naughty Nana ５戦１勝 賞金 ９，６００，０００円



０６０５２ ３月１５日 晴 稍重 （２０阪神１）第５日 第４競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１１時４０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
１：３１．５

良

良

７１４ ケンセイフライト 牡３鹿 ５６ 池添 謙一杉安謙一郎氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 ４７４＋ ４１：３６．１ ２．８�

８１６ エーシンプリファー 牡３黒鹿５６ 川田 将雅平井 宏承氏 川村 禎彦 浦河 小柳牧場 ４８４－ ４１：３６．３１ ５．４�
３５ コーニングストーン 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三後藤 繁樹氏 崎山 博樹 静内 有限会社 レキ

シントンファーム ４６２－ ６ 〃 クビ １１．６�
６１２ アグネスムーン 牝３鹿 ５４ 四位 洋文渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 中神牧場 ４７４－ ２１：３６．５１� ６．６�
５９ プロフェッショナル 牡３青 ５６ 幸 英明近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４９４－１８ 〃 ハナ ３．５�
４８ エーケーサンライズ 牡３鹿 ５６ 小牧 太桂土地� 庄野 靖志 門別 小西 章 ４３６＋ ２１：３６．８１� ３０．３�
８１５ ヤマニンファンシー 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介土井 肇氏 藤岡 健一 新冠 錦岡牧場 ４４６－ ４１：３７．０１ ２５．８	
２３ ニ コ ラ シ カ 牡３黒鹿５６ 飯田 祐史竹中 一彰氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４６０－ ８１：３７．１� ２１９．０

７１３ リトルビスケット 牝３黒鹿５４ 熊沢 重文 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 角居 勝彦 静内 カントリー牧場 ４３０－１２１：３７．３１� ３８．６�
３６ エイシンジャガー 牝３鹿 ５４ 松田 大作平井 豊光氏 小崎 憲 浦河 宮村牧場 ４７８＋ ６１：３７．６１� ７０．６�
１２ リチャードバローズ 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦猪熊 広次氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 ５１４－１０１：３７．８１� １０１．４
６１１ タガノミステリアス 牝３鹿 ５４ 橋本 美純八木 良司氏 北出 成人 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４３０＋ ４１：３８．１２ ２０．８�
５１０ オタカラボックス 牝３栗 ５４

５１ ▲田中 克典小林 祥晃氏 須貝 彦三 浦河 成隆牧場 ４３２＋１０１：３８．２� １２８．７�
２４ ショウリュウケン 牡３鹿 ５６

５３ ▲田村 太雅村上 稔氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ４４０－ ６１：３８．７３ ３４２．３�
１１ トドロキミラクル 牝３芦 ５４ 川島 信二原田昭太郎氏 高橋 義博 門別 ファニーヒルファーム ４２２－ ６ 〃 クビ ５４７．４�
４７ ツルマルクリス 牝３青鹿 ５４

５１ ▲船曳 文士鶴田 任男氏 谷 潔 浦河 駿河牧場 ４５４＋ ２１：３９．０２ ３７５．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，１１４，６００円 複勝： ２５，３７７，４００円 枠連： １６，３５６，８００円

普通馬連： ５６，９７８，０００円 馬単： ５７，５６５，１００円 ワイド【拡大馬連】： １９，６５１，６００円

３連複： ８８，３８０，４００円 ３連単： 発売なし 計： ２８０，４２３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １２０円 � １８０円 � ３５０円 枠 連（７－８） ５２０円

普通馬連 �� ６１０円 馬 単 �� １，１００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２６０円 �� ７００円 �� １，３４０円

３ 連 複 ��� ２，９００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １６１１４６ 的中 � ４５９３５（１番人気）
複勝票数 計 ２５３７７４ 的中 � ８２９３８（１番人気）� ３４１０３（３番人気）� １２７１６（５番人気）
枠連票数 計 １６３５６８ 的中 （７－８） ２３３０７（２番人気）
普通馬連票数 計 ５６９７８０ 的中 �� ６９２４７（２番人気）
馬単票数 計 ５７５６５１ 的中 �� ３８９１９（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９６５１６ 的中 �� ２２７００（２番人気）�� ６５１６（６番人気）�� ３１９６（１３番人気）
３連複票数 計 ８８３８０４ 的中 ��� ２２５３９（７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．９―２４．０―３６．３―４８．６―１：０１．０―１：１２．８―１：２４．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケンセイフライト �
�
父 アグネスフライト �

�
母父 リンドシェーバー デビュー ２００７．１２．１ 阪神６着

２００５．３．２３生 牡３鹿 母 ピンクピンク 母母 ピンクシェイド ６戦１勝 賞金 １１，６００，０００円
※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 テキーラ号・ナミダガキラリ号



０６０５３ ３月１５日 晴 重 （２０阪神１）第５日 第５競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１２時３０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：２１．９
１：２１．９

重

重

６１１ グランプリヒーロー 牡３鹿 ５６ 四位 洋文�グランプリ 矢作 芳人 静内 静内酒井牧場 ４５８ ―１：２６．０ ２．６�

４７ エアパパガト 牡３鹿 ５６ 池添 謙一 �ラッキーフィールド藤岡 健一 千歳 社台ファーム ４６０ ―１：２６．９５ ７．５�
８１５ キタサンゴー 牡３黒鹿５６ 渡辺 薫彦�大野商事 河内 洋 早来 ノーザンファーム ４９４ ―１：２７．２２ ４．２�
１１ マルブツエンペラー 牡３青 ５６

５３ ▲船曳 文士大澤 毅氏 加用 正 浦河 松田 憲一 ４４４ ―１：２７．５２ ２８．０�
２３ チャームナデシコ 牝３鹿 ５４ 橋本 美純タマモ� 木原 一良 静内 野坂牧場 ４５８ ―１：２７．７１� １５８．２�
４８ サンダーホーラー 牡３鹿 ５６ 飯田 祐史松坂 明子氏 飯田 明弘 三石 三石川上牧場 ５０４ ―１：２８．１２� ３６．２	
２４ プレミアムキャノン 牝３鹿 ５４ 鮫島 良太中西 健造氏 鮫島 一歩 新冠 有限会社

ケンブリッジ ４３６ ―１：２８．２� ３５．７

８１６ シーズソーラー 牝３黒鹿５４ 松田 大作 �ローレルレーシング 水野 貴広 新冠 �渡 信義 ４２４ ―１：２８．３� １６８．６�
７１４ ヤッパリグランプリ 牡３栗 ５６ 金折 知則�グランプリ 松元 茂樹 静内 橋本牧場 ４７０ ―１：２８．４クビ ３１．６
５９ ミッションヒルズ 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介後藤 繁樹氏 池江 泰郎 新冠 パカパカ

ファーム ４４２ ―１：２８．９３ ５．１�
５１０ ミキノヨウセイ 牝３黒鹿５４ 上野 翔谷口 久和氏 柴田 政見 浦河 猿橋 義昭 ４６４ ―１：２９．１１� ３２１．７�
７１３ デンコウマーチン 牡３栗 ５６ 小牧 太田中 康弘氏 坂口 正則 新冠 メイタイ牧場 ４７４ ―１：２９．３１� ４５．９�
３６ フジアンドリュウ 牡３鹿 ５６ 石橋 守小林 久義氏 二本柳俊一 新冠 岩見牧場 ４６２ ―１：２９．４� ５９．１�

（フジノアンドリュウ）

３５ シルクスピア 牡３鹿 ５６ 角田 晃一有限会社シルク松永 昌博 新冠 ムラカミファーム ４７２ ―１：２９．６１� ３０．７�
６１２ ナンバーファイブ 牝３栗 ５４ 佐藤 哲三�バンブー牧場 安達 昭夫 浦河 バンブー牧場 ４５８ ―１：２９．７� １４．８�
１２ ゴールドベガ 牝３青 ５４ 幸 英明木浪 巖氏 岩戸 孝樹 静内 西川富岡牧場 ４１０ ―１：３２．３大差 ４２．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，５５１，９００円 複勝： １６，４１４，８００円 枠連： １５，０３３，８００円

普通馬連： ４５，２６８，６００円 馬単： ４８，７９３，０００円 ワイド【拡大馬連】： １４，９１８，１００円

３連複： ７０，８５１，８００円 ３連単： 発売なし 計： ２２６，８３２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １２０円 � １８０円 � １７０円 枠 連（４－６） ６７０円

普通馬連 �� ７８０円 馬 単 �� １，１７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３５０円 �� ２８０円 �� ５５０円

３ 連 複 ��� １，０９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １５５５１９ 的中 � ４８２６５（１番人気）
複勝票数 計 １６４１４８ 的中 � ４７５８６（１番人気）� ２０７０４（４番人気）� ２３３８４（３番人気）
枠連票数 計 １５０３３８ 的中 （４－６） １６６６８（２番人気）
普通馬連票数 計 ４５２６８６ 的中 �� ４３３２９（３番人気）
馬単票数 計 ４８７９３０ 的中 �� ３０９１５（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４９１８１ 的中 �� １０６２０（３番人気）�� １４４７０（１番人気）�� ６１００（４番人気）
３連複票数 計 ７０８５１８ 的中 ��� ４８２２９（１番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１２．１―１２．６―１２．６―１２．６―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．５―３５．６―４８．２―１：００．８―１：１３．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グランプリヒーロー �
�
父 コロナドズクエスト �

�
母父 モ ガ ミ 初出走

２００５．３．３生 牡３鹿 母 メジロライリー 母母 メジロクインシー １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゴールドベガ号は，平成２０年４月１５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２７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２７頭 アグレマン号・エアタイタン号・エムテイホムラ号・エリモスプレッド号・エリモラッシュ号・

クリノハクバチャン号・スナークストーム号・スペシャルサイオー号・タイキドゥカティ号・テンシノクリーン号・
トライアルシチー号・ドンペトリュス号・ノボアース号・ハイシークレット号・ハルカノタカ号・
パープルマンスリー号・フォティディクター号・フォーティファイド号・ブルーアース号・マダムココ号・
マッキージャッカル号・マルブツティンバー号・マルモアメージング号・マーブルカーリー号・メイショウリバー号・
メガロスバンダム号・ワンダーアチーブ号



０６０５４ ３月１５日 晴 稍重 （２０阪神１）第５日 第６競走 ��
��２，２００�サラブレッド系３歳

発走１３時００分 （芝・右）

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

中央レコード

２：１０．９
２：１０．１

良

良

４４ ドリームキューブ 牡３鹿 ５６ 角田 晃一セゾンレースホース� 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム ４５８－１０２：１７．０ ４４．２�

２２ マイネルアトレ 牡３栗 ５６ 幸 英明 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中村 均 門別 佐々木 直孝 ４４６＋ ８２：１７．１� ２２．１�

６７ アーネストリー 牡３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 ５１０＋ ２２：１７．４２ ３．１�
７１０ クリールトルネード 牡３鹿 ５６ 四位 洋文横山 修二氏 武 邦彦 新冠 松浦牧場 ４６８＋１０２：１７．７１� ７．８�
６８ セ ン ノ カ ゼ 牡３鹿 ５６

５３ ▲田中 克典河内 孝夫氏 山内 研二 浦河 川越ファーム ４７８± ０２：１７．８クビ ３２．７�
１１ スリーオリオン 牡３栗 ５６ 熊沢 重文永井商事� 橋本 寿正 浦河 信岡牧場 ４３８＋ ２ 〃 ハナ １１．５�
８１１ ダークジャケット 牡３黒鹿５６ 渡辺 薫彦 	社台レースホース坂口 正大 千歳 社台ファーム ５０２－ ４ 〃 ハナ ３６．５

５５ ツルマルウンニャ 牡３栗 ５６ 小牧 太鶴田 任男氏 橋口弘次郎 浦河 市川牧場 ５５２± ０２：１７．９� ６．９�
８１２ コパノジングー 牡３黒鹿５６ 鮫島 良太小林 祥晃氏 宮 徹 門別 ヤナガワ牧場 ５０２＋ ４ 〃 ハナ ３６．７�
７９ ソラメンテウナベス 牡３鹿 ５６ 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 静内 岡田スタツド ４９０－ ６ 〃 クビ ３１．２
３３ テイエムチーター 牡３青鹿５６ 橋本 美純竹園 正繼氏 岩元 市三 新冠 石郷岡 雅樹 ４４４＋ ４２：１８．２１� １４．７�
５６ � ダノンイサオ 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介�ダノックス 音無 秀孝 米 Jake Lantaff

& Epona LLC ４８６＋ ２２：２４．６大差 ３．２�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２３，０６８，５００円 複勝： ３３，０１７，４００円 枠連： １７，２４４，６００円

普通馬連： ７０，６３０，５００円 馬単： ７１，５６２，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，９１０，４００円

３連複： １０５，３２０，３００円 ３連単： 発売なし 計： ３４２，７５４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，４２０円 複 勝 � １，０８０円 � ６００円 � １６０円 枠 連（２－４） ２１，７２０円

普通馬連 �� ３３，９８０円 馬 単 �� ７３，６６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １０，０４０円 �� ３，０１０円 �� １，３００円

３ 連 複 ��� ４０，７００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２３０６８５ 的中 � ４１１３（１２番人気）
複勝票数 計 ３３０１７４ 的中 � ６２５３（１２番人気）� １１９８６（７番人気）� ７８７２４（１番人気）
枠連票数 計 １７２４４６ 的中 （２－４） ５８６（３２番人気）
普通馬連票数 計 ７０６３０５ 的中 �� １５３４（５７番人気）
馬単票数 計 ７１５６２４ 的中 �� ７１７（１１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１９１０４ 的中 �� ５２５（６０番人気）�� １７８３（３５番人気）�� ４２９４（１６番人気）
３連複票数 計１０５３２０３ 的中 ��� １９１０（１１１番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．８―１２．２―１３．３―１３．７―１３．３―１２．６―１２．０―１１．７―１１．５―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．８―２４．６―３６．８―５０．１―１：０３．８―１：１７．１―１：２９．７―１：４１．７―１：５３．４―２：０４．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ドリームキューブ �
�
父 メジロブライト �

�
母父 ウォーニング デビュー ２００７．９．１６ 阪神６着

２００５．４．６生 牡３鹿 母 コスモハイクラス 母母 チェリールーラー ７戦２勝 賞金 １５，４００，０００円
〔その他〕 ダノンイサオ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔鼻出血による出走制限〕 ダノンイサオ号は，平成２０年４月１５日まで出走できない。



０６０５５ ３月１５日 晴 重 （２０阪神１）第５日 第７競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時３０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

４４ ツルマルシルバー 牡４芦 ５７ 川田 将雅鶴田 任男氏 谷 潔 浦河 駿河牧場 ４８０－ ６１：５３．８ １．９�

８１０ ハードシーキング 牡４鹿 ５７ 渡辺 薫彦津田 一男氏 西橋 豊治 静内 前田牧場 B４９２－ ６１：５４．２２� ９．８�
７７ イノチノアカリ 牝４栗 ５５ 池添 謙一小林 祥晃氏 武 邦彦 静内 服部 牧場 ４４２＋ ６１：５４．３� ８．０�
７８ ダイナミックターン 牡５栗 ５７

５４ ▲田村 太雅小川 勲氏 目野 哲也 三石 ヒサイファーム B４７６－ ２１：５４．７２� ２７．９�
８９ オーキッドコート 牡５鹿 ５７

５４ ▲田中 克典川上 哲司氏 目野 哲也 門別 竹中 哲 B４５０－ ２ 〃 ハナ ３．３�
３３ ラ ジ ョ リ ー 牝４鹿 ５５ 橋本 美純浅野多喜男氏 大橋 勇樹 浦河 大道牧場 ４６２± ０１：５５．３３� ７０．０�
５５ ニシオハンセル 牡４栗 ５７ 高橋 亮西尾 午郎氏 高橋 隆 浦河 大島牧場 ４５０－ ４１：５５．４� １２．１�
２２ � シ ン ゲ キ 牡５栗 ５７ 黒岩 悠服部 新平氏 吉岡 八郎 浦河 鮫川フアーム ４８０－ ４１：５５．８２� ２００．４	
６６ � カルストンオーラ 牡４芦 ５７ 小牧 太清水 貞光氏 浜田 光正 新冠 奥山 喜義 ４９２－ １１：５７．７大差 ９７．０

１１ クイッククイック 牡５鹿 ５７ 武 英智澤 洋氏 田所 清広 静内 山際 智 ４６２－ ４１：５８．２３ １９．６�

（１０頭）

売 得 金

単勝： １４，７２２，２００円 複勝： ２０，８１９，７００円 枠連： １５，８７９，６００円

普通馬連： ５１，３１１，０００円 馬単： ６４，８２２，８００円 ワイド【拡大馬連】： １５，８８０，６００円

３連複： ８１，２９２，４００円 ３連単： 発売なし 計： ２６４，７２８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � ２３０円 � ２１０円 枠 連（４－８） ２２０円

普通馬連 �� ９７０円 馬 単 �� １，２６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３２０円 �� ４００円 �� １，３７０円

３ 連 複 ��� ２，５６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １４７２２２ 的中 � ６１６１２（１番人気）
複勝票数 計 ２０８１９７ 的中 � ９１７６５（１番人気）� １５９４３（５番人気）� １８３２３（３番人気）
枠連票数 計 １５８７９６ 的中 （４－８） ５４４２４（１番人気）
普通馬連票数 計 ５１３１１０ 的中 �� ３９４４０（４番人気）
馬単票数 計 ６４８２２８ 的中 �� ３８２６８（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５８８０６ 的中 �� １３４１６（２番人気）�� １０１７７（４番人気）�� ２５２８（１５番人気）
３連複票数 計 ８１２９２４ 的中 ��� ２３５０８（８番人気）

ハロンタイム １３．４―１０．８―１３．１―１３．２―１３．２―１２．８―１２．５―１２．３―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．４―２４．２―３７．３―５０．５―１：０３．７―１：１６．５―１：２９．０―１：４１．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．１―３F３７．３
１
３

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

勝馬の
紹 介

ツルマルシルバー �

父 Silver Charm �


母父 Cozzene デビュー ２００７．３．４ 阪神７着

２００４．３．１９生 牡４芦 母 ラ イ リ ス ト 母母 La Llave １３戦２勝 賞金 ２２，７００，０００円



０６０５６ ３月１５日 晴 重 （２０阪神１）第５日 第８競走 ��
��１，４００�サラブレッド系４歳以上

発走１４時００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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

２４ トウカイインパクト 牡４黒鹿５７ 石橋 守内村 正則氏 野中 賢二 門別 福満牧場 B５０８＋ ４１：２４．９ １．６�

１１ サンマルチーフ 牡４栗 ５７ 小牧 太相馬 勇氏 大橋 勇樹 門別 田端牧場 ５００－ ４１：２５．３２� ５．４�
５９ � ダノンエターナル 牡４栗 ５７ 藤岡 佑介�ダノックス 小崎 憲 三石 折手牧場 ４７６－ ７１：２５．５１	 ３５．５�
３５ � オラクルメサイア 牡４鹿 ５７

５４ ▲田中 克典前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６６＋ ２１：２５．８２ ７９．０�
８１６
 エイシンダンベリー 牡５栗 ５７ 池添 謙一平井 豊光氏 宮本 博 米 James Spicer B４９２－１０ 〃 ハナ ８．５�
２３ ヒシプレミア 牡４鹿 ５７ 四位 洋文阿部雅一郎氏 小林 常泰 浦河 浦河育成牧場 ５２０－１０ 〃 アタマ ３８．８�
５１０
 レジェンドバローズ 牡５鹿 ５７ 田島 裕和猪熊 広次氏 藤沢 則雄 米 Golden Gate Farm

& Henri Mastey ４７６＋１８ 〃 ハナ １０２．７	
３６ 
 アンジェラスキッス 牝４栗 ５５ 長谷川浩大 
フジワラ・ファーム 本田 優 米 Payson

Stud Inc ４４４－ ２１：２５．９� ７４．９�
６１２� ウイニングアーク 牡５鹿 ５７ 佐藤 哲三金田 成基氏 小島 茂之 静内 山田牧場 ４７８－ ２１：２６．１１	 １６８．８�
４７ カ ミ ツ キ 牡４栗 ５７ 荻野 要昴ホースクラブ 福島 信晴 三石 沖田 哲夫 ５０８＋２６１：２６．４１� ６１．２
４８ ト シ ザ ユ カ 牝４鹿 ５５ 角田 晃一上村 叶氏 西浦 勝一 浦河 浦河小林牧場 ４５８± ０１：２６．９３ １１．４�
７１４ サンエムサリダ 牡９芦 ５７

５４ ▲田村 太雅村上 稔氏 佐藤 正雄 浦河 磯野牧場 B４７０－ ６１：２７．０� １８７．７�
７１３ スナークムサシ 牡５黒鹿５７ 高橋 亮杉本仙次郎氏 高橋 隆 浦河 大島牧場 ５００＋２０１：２７．１クビ １３６．２�
１２ ショウナンサリーレ 牝５青 ５５ 鮫島 良太
湘南 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 ４７４－ ４ 〃 クビ １８．９�
８１５ テンエイヤシャヒメ 牝４鹿 ５５ 川田 将雅熊坂富寿雄氏 北出 成人 福島 農事組合法人

熊坂開発 ４９８± ０１：２７．２クビ ２８．０�
６１１� リッカキングコート 牡５芦 ５７ 幸 英明立花 幸雄氏 川村 禎彦 浦河 中島 俊明 ４９０－ ４１：２７．８３� ２８．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，４８４，１００円 複勝： ２９，６８５，０００円 枠連： ２０，６４２，５００円

普通馬連： ６８，４２７，０００円 馬単： ６９，９４５，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，３３７，７００円

３連複： １０６，６０３，４００円 ３連単： 発売なし 計： ３３５，１２４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � ５２０円 枠 連（１－２） ３４０円

普通馬連 �� ４００円 馬 単 �� ５３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� ９９０円 �� ２，４４０円

３ 連 複 ��� ４，０９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８４８４１ 的中 � ９１３０７（１番人気）
複勝票数 計 ２９６８５０ 的中 � １５４２９９（１番人気）� ４０４０２（２番人気）� ６４６３（８番人気）
枠連票数 計 ２０６４２５ 的中 （１－２） ４５２４２（１番人気）
普通馬連票数 計 ６８４２７０ 的中 �� １２７１２９（１番人気）
馬単票数 計 ６９９４５１ 的中 �� ９８９６４（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１３３７７ 的中 �� ３５８４２（１番人気）�� ４６３５（１０番人気）�� １７８０（２７番人気）
３連複票数 計１０６６０３４ 的中 ��� １９２７５（１１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．２―３４．９―４７．１―５９．５―１：１２．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トウカイインパクト �
�
父 スクワートルスクワート �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２００６．１１．２５ 京都４着

２００４．４．５生 牡４黒鹿 母 トウカイロータス 母母 トウカイローマン １８戦２勝 賞金 ２３，３８０，０００円
〔制裁〕 アンジェラスキッス号の調教師本田優は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金１０，０００円。

エイシンダンベリー号の騎手池添謙一は，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。
※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 マルターズマゼル号



０６０５７ ３月１５日 晴 良 （２０阪神１）第５日 第９競走 ��３，９００�第１０回阪神スプリングジャンプ（Ｊ・ＧⅡ）
発走１４時３５分 （ 芝 ）

４歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，４歳５９�５歳以上６０�，牝馬２�
減，J・GⅠ競走１着馬３�増，J・GⅡ競走１着馬２�増

賞 品
本 賞 ５０，０００，０００円 ２０，０００，０００円 １３，０００，０００円 ７，５００，０００円 ５，０００，０００円
付 加 賞 ４４１，０００円 １２６，０００円 ６３，０００円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード４：１９．８良

６７ エイシンニーザン 牡６栗 ６０ 西谷 誠平井 豊光氏 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ５０２－ ４４：２２．５ １．８�

８１１ コウエイトライ 牝７鹿 ５８ 小坂 忠士伊東 政清氏 田所 清広 鹿児島 伊東 政清 ４７６－１４４：２３．３５ ４．６�
１１ � エイシンペキン 牡７鹿 ６０ 白浜 雄造平井 豊光氏 坂口 正則 米 Belvedere

Farm, Inc. ４７４± ０４：２４．３６ １４．８�
５６ クルワザード 牡６栗 ６０ 田中 剛 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 作田 誠二 静内 武岡牧場 ４５８－ ４ 〃 アタマ １７．９�
７９ マンテンフラワー 牝５鹿 ５８ 菊地 昇吾小島 將之氏 鹿戸 明 門別 鹿戸 正幸 ４４０－ ２４：２４．８３ １７４．３�
５５ マイネルオーパー 牡９黒鹿６０ 宗像 徹 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 静内 ビツグレツドフアーム ４４０－ ４４：２５．０１� ３３．４�
３３ アグネスハット �６鹿 ６０ 熊沢 重文渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 中神牧場 B５１０－ ４４：２５．１クビ ２３．３	
６８ ウォータートリトン 牡５鹿 ６０ 佐久間寛志山岡 良一氏 鹿戸 明 門別 ファーミングヤナキタ ４５０－ ４ 〃 クビ ４１．９

８１２ チ ャ ク ラ 牡８栗 ６０ 植野 貴也田所 英子氏 安達 昭夫 門別 天羽牧場 ４７８－ ８４：２５．７３� ７．７�
７１０	 リネンメイン 牡９鹿 ６０ 出津 孝一戸山 光男氏 南田美知雄 門別 白井牧場 ５３０－１２４：３５．７大差 ３２３．７�
４４ メジロハスラー 牡６鹿 ６０ 今村 康成メジロ牧場 岡田 稲男 伊達 メジロ牧場 ４８６－１６ （競走中止） １４．３�
２２ シュフルール 牝６鹿 ５８ 金子 光希臼田 浩義氏 上原 博之 新冠 勝川牧場 ４７２± ０ （競走中止） ２０．１�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２８，１７９，５００円 複勝： ３４，１２４，９００円 枠連： ３２，６２２，２００円

普通馬連： ９２，８０８，７００円 馬単： ８１，３１８，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，８２７，４００円

３連複： １０５，３６５，８００円 ３連単： ２９４，５５５，６００円 計： ６９４，８０２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � １２０円 � ２９０円 枠 連（６－８） １８０円

普通馬連 �� ３６０円 馬 単 �� ５４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １９０円 �� ４６０円 �� ７１０円

３ 連 複 ��� １，１７０円 ３ 連 単 ��� ２，９２０円

票 数

単勝票数 計 ２８１７９５ 的中 � １２６５９１（１番人気）
複勝票数 計 ３４１２４９ 的中 � １１８８９５（１番人気）� ８１３１６（２番人気）� １６９３６（６番人気）
枠連票数 計 ３２６２２２ 的中 （６－８） １３７１７２（１番人気）
普通馬連票数 計 ９２８０８７ 的中 �� １９０５７８（１番人気）
馬単票数 計 ８１３１８８ 的中 �� １１１２５９（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５８２７４ 的中 �� ４３２２０（１番人気）�� １２４６８（５番人気）�� ７５９９（８番人気）
３連複票数 計１０５３６５８ 的中 ��� ６６８２０（２番人気）
３連単票数 計２９４５５５６ 的中 ��� ７４６３４（４番人気）

上り １マイル １：４６．１ ４F ５２．４－３F ３８．６
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エイシンニーザン �
�
父 フォーティナイナー �

�
母父 キャロルハウス デビュー ２００４．１２．２５ 中京２着

２００２．４．１１生 牡６栗 母 エイシンサンサン 母母 エイシンギヤロツプ 障害：３戦３勝 賞金 ７７，２５６，０００円
〔競走中止〕 シュフルール号は，２周目１０号障害〔ハードル〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

メジロハスラー号は，競走中に疾病〔右第２趾関節脱臼〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。



０６０５８ ３月１５日 晴 良 （２０阪神１）第５日 第１０競走 ��
��１，４００�うずしおステークス

発走１５時１０分 （芝・右）

牝，４歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，５５�
賞 品

本 賞 １８，３００，０００円 ７，３００，０００円 ４，６００，０００円 ２，７００，０００円 １，８３０，０００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

１：１９．９
１：１９．０

良

良

７１４ ピクシーダスト 牝６鹿 ５５ 川島 信二 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４４６± ０１：２１．７ ４０．７�

２４ アクロスザヘイブン 牝５鹿 ５５ 鮫島 良太 �社台レースホース中野 隆良 千歳 社台ファーム ４８０－１０１：２１．８� １６．０�
１１ タニノハイクレア 牝４鹿 ５５ 生野 賢一谷水 雄三氏 矢作 芳人 静内 橋本牧場 ４４８＋ ２１：２２．０１� ６４．３�
６１１ サンクスアロット 牝６鹿 ５５ 佐藤 哲三吉田 照哉氏 加藤 敬二 千歳 社台ファーム ４７６＋ ２ 〃 クビ ７．９�
１２ ミルクトーレル 牝４鹿 ５５ 松田 大作宮原 廣伸氏 昆 貢 三石 山際牧場 ４９８± ０１：２２．４２� ６．２�
３６ ラッシュライフ 牝５黒鹿５５ 四位 洋文 �サンデーレーシング 伊藤 圭三 白老 白老ファーム ４９４＋ ８１：２２．５クビ ４．８�
５９ シュガーヴァイン 牝４鹿 ５５ 渡辺 薫彦 �社台レースホース河内 洋 千歳 社台ファーム ４６８± ０１：２２．６� ３．９	
６１２ ダンスオブサロメ 牝６栗 ５５ 長谷川浩大門野 重雄氏 岡田 稲男 新冠 早田牧場新

冠支場 ４４６＋ ２１：２２．９１� ２２２．０

８１６ シールビーバック 牝６栗 ５５ 角田 晃一�富美男企画 飯田 雄三 新冠 隆栄牧場 ４６４－ ４ 〃 クビ ５５．６�
４７ サインゴールド 牝５栗 ５５ 石橋 守山田 順通氏 梅内 忍 様似 堀 弘康 ４６０－１０１：２３．０� ８４．５
５１０ ラブアクチュアリー 牝５鹿 ５５ 上村 洋行 �エクセルマネジメント武 邦彦 門別 棚川牧場 ４９０＋ ８ 〃 クビ ４．７�
７１３ グランプリオーロラ 牝７鹿 ５５ 熊沢 重文北側 雅司氏 矢作 芳人 三石 上村 清志 ４６０－ ４１：２３．１クビ ２１．１�
８１５ ベルモントプロテア 牝４黒鹿５５ 内田 浩一 �ベルモントファーム 川村 禎彦 新冠 ベルモント

ファーム ４８２± ０１：２３．３１	 ６８．６�
２３ 
 ナチュラルメイク 牝６栗 ５５ 小牧 太臼田 浩義氏 加藤 征弘 新冠 勝川牧場 ４５８－ ６ 〃 クビ ２８．８�
３５ ペニーホイッスル 牝６黒鹿５５ 幸 英明 �キャロットファーム 松山 康久 白老 白老ファーム ４８０－ ２１：２３．４クビ ２０．３�
４８ スズカフォイル 牝６鹿 ５５ 橋本 美純永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 山下 恭茂 ４５６＋ ４１：２３．９３ １９０．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，２７８，６００円 複勝： ３５，５９７，８００円 枠連： ３２，２１７，５００円

普通馬連： １３４，６４４，５００円 馬単： ８６，０６９，２００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，６８９，６００円

３連複： １３２，６５３，５００円 ３連単： ３１２，３４０，７００円 計： ７９１，４９１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，０７０円 複 勝 � １，０８０円 � ６４０円 � ２，３２０円 枠 連（２－７） ６，１８０円

普通馬連 �� ３５，７９０円 馬 単 �� ７４，１２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８，５５０円 �� ２４，４３０円 �� ８，３１０円

３ 連 複 ��� ４１８，３７０円 ３ 連 単 ��� ２，４２６，４００円

票 数

単勝票数 計 ２４２７８６ 的中 � ４７０８（１０番人気）
複勝票数 計 ３５５９７８ 的中 � ８６４１（１０番人気）� １５５３０（６番人気）� ３８５６（１４番人気）
枠連票数 計 ３２２１７５ 的中 （２－７） ３８５３（１９番人気）
普通馬連票数 計１３４６４４５ 的中 �� ２７７７（６６番人気）
馬単票数 計 ８６０６９２ 的中 �� ８５７（１３４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３６８９６ 的中 �� ９７２（６６番人気）�� ３３８（１０２番人気）�� １０００（６５番人気）
３連複票数 計１３２６５３５ 的中 ��� ２３４（４１３番人気）
３連単票数 計３１２３４０７ 的中 ��� ９５（２４００番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．７―１１．３―１１．６―１１．９―１１．５―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．０―３４．３―４５．９―５７．８―１：０９．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ピクシーダスト �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 Zilzal デビュー ２００５．２．１３ 東京２着

２００２．５．２２生 牝６鹿 母 シャンクシー 母母 Rich and Riotous ２５戦５勝 賞金 ７３，０７０，０００円
※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 エイジアンウインズ号・サウスティーダ号・サニーアンジェリカ号・プリュネル号・ヘイローフジ号・

マルターズホビー号



０６０５９ ３月１５日 晴 良 （２０阪神１）第５日 第１１競走 ��
��１，８００�

おおさかじょう

大阪城ステークス
発走１５時４５分 （芝・右・外）

４歳以上，１９．３．１０以降２０．３．９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 ２４，０００，０００円 ９，６００，０００円 ６，０００，０００円 ３，６００，０００円 ２，４００，０００円
付 加 賞 ４２０，０００円 １２０，０００円 ６０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４５．３
１：４４．１

良

良

８１５ オースミグラスワン 牡６栗 ５６ 川田 将雅�オースミ 荒川 義之 浦河 鮫川 啓一 ５３６－ ６１：４６．１ ５．７�

３６ マヤノライジン 牡７鹿 ５６ 長谷川浩大田所 英子氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 ４８０－ ６１：４６．２� ８．３�
２４ パーフェクトジョイ 牝５青鹿５２ 川島 信二吉田 勝己氏 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ４３６－ ２１：４６．６２� ８．２�
１２ ロ ジ ッ ク 牡５黒鹿５６ 上村 洋行前田 幸治氏 橋口弘次郎 新冠 武田 修一 ５１２＋ ６ 〃 クビ １５．３�
３５ カネトシツヨシオー 牡５鹿 ５６ 渡辺 薫彦兼松 利男氏 野村 彰彦 千歳 社台ファーム ４８８－ ８１：４６．７クビ ９．７�
６１１ ブライトトゥモロー 牡６鹿 ５７ 小牧 太 �サンデーレーシング 石坂 正 白老 白老ファーム ５１０＋１０ 〃 クビ ７．１	
６１２ フィールドベアー 牡５鹿 ５５ 幸 英明地田 勝三氏 野村 彰彦 早来 ノーザンファーム ４９２－ ８１：４６．８� １４．０

４８ ブラックタイド 牡７黒鹿５６ 佐藤 哲三金子真人ホール

ディングス� 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム B５０８＋１４ 〃 クビ １６．８�
４７ スクールボーイ 牡８黒鹿５０ 酒井 学後藤 繁樹氏 小林 常泰 静内 曾田農園 ５００－ ８１：４７．１１� １５０．６�
７１４ インセンティブガイ 牡７鹿 ５６ 四位 洋文齊藤四方司氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４６８－ ４１：４７．５２� １７．５
８１６ ロードマジェスティ 牡６栗 ５４ 熊沢 重文 �ロードホースクラブ 山内 研二 三石 ケイアイフアーム ４９８± ０１：４７．７１� ８１．１�
７１３ バトルバニヤン 牡４栗 ５６ 藤岡 佑介津村 靖志氏 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４８６－ ４１：４７．８クビ ３．７�
１１ � ハギノベルテンポ 牡８栗 ５１ 田村 太雅日隈 良江氏 和田 正道 米 Morven

Stud, Ltd. ４６８－１８１：４８．１２ ２９９．３�
２３ マンオブパーサー 牡５鹿 ５５ 鮫島 良太鈴木 義孝氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４９６－ ４１：４８．６３ １２２．４�
５９ ヴィータローザ 牡８栗 ５６ 角田 晃一 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４８４＋ ２ 〃 クビ ２８．７�
５１０ ワイルドスナイパー 牡９黒鹿５１ 芹沢 純一小川 勲氏 作田 誠二 早来 ノーザンファーム ４５６± ０１：４９．５５ １５７．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５２，２９４，５００円 複勝： ８０，１９７，３００円 枠連： ６９，５９６，９００円

普通馬連： ３６７，４０９，０００円 馬単： ２０６，０５８，５００円 ワイド【拡大馬連】： ８１，３０２，４００円

３連複： ３８６，４６２，２００円 ３連単： ７９３，７０９，８００円 計： ２，０３７，０３０，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５７０円 複 勝 � ２２０円 � ２３０円 � ２６０円 枠 連（３－８） １，１８０円

普通馬連 �� ２，３１０円 馬 単 �� ４，９４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８３０円 �� １，１１０円 �� ９４０円

３ 連 複 ��� ７，４００円 ３ 連 単 ��� ４２，４９０円

票 数

単勝票数 計 ５２２９４５ 的中 � ７３０２５（２番人気）
複勝票数 計 ８０１９７３ 的中 � １０１３３５（２番人気）� ９７１９２（３番人気）� ７７７１０（４番人気）
枠連票数 計 ６９５９６９ 的中 （３－８） ４３８１４（５番人気）
普通馬連票数 計３６７４０９０ 的中 �� １１７７６２（７番人気）
馬単票数 計２０６０５８５ 的中 �� ３０７８４（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８１３０２４ 的中 �� ２４５５７（５番人気）�� １７８１７（１６番人気）�� ２１３９９（９番人気）
３連複票数 計３８６４６２２ 的中 ��� ３８５５７（２４番人気）
３連単票数 計７９３７０９８ 的中 ��� １３７８６（１３２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．６―３４．９―４７．１―５９．０―１：１０．８―１：２２．７―１：３４．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オースミグラスワン �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 リンドシェーバー デビュー ２００４．１０．１７ 京都１着

２００２．３．３１生 牡６栗 母 ホッコーオウカ 母母 ランズプロント ２４戦６勝 賞金 １５３，８２５，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の８頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ８頭 ヴリル号・コパノフウジン号・コーナーストーン号・スターイレブン号・フォルテベリーニ号・

フサイチアウステル号・ブラックカフェ号・マイネルフォーグ号



０６０６０ ３月１５日 晴 稍重 （２０阪神１）第５日 第１２競走 ��
��１，４００�

す も と

洲 本 特 別
発走１６時２０分 （ダート・右）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ４４８，０００円 １２８，０００円 ６４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．９

重

重

４７ スマートギルド 牡６鹿 ５７ 石橋 守大川 徹氏 飯田 雄三 静内 井高牧場 ４９０－ ８１：２４．２ ５７．０�

１１ ナムラアトランテス 牡５栗 ５７ 幸 英明奈村 信重氏 野村 彰彦 静内 漆原 哲雄 ４９８－ ２１：２４．４１� ３．８�
７１３ ニードルポイント 牡４鹿 ５７ 池添 謙一 �キャロットファーム 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４９４± ０ 〃 ハナ ４．０�
６１１ タムロイーネー 牝７黒鹿５５ 酒井 学谷口 屯氏 西園 正都 浦河 川越牧場 ４９８－ ８１：２４．６１� ７２．１�
６１２ ラインストーム 牡４芦 ５７ 橋本 美純大澤 繁昌氏 松永 昌博 静内 高橋 修 B４８２± ０１：２４．７� ２１．７�
４８ ワーキングウーマン 牝４黒鹿５５ 長谷川浩大 �サンデーレーシング 中尾 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４６－ ２１：２４．８クビ ７．２�
８１６ ランドベスト 牡６栗 ５７ 植野 貴也木村 善一氏 安達 昭夫 門別 日西牧場 ５０８－ ４１：２５．２２� ２６９．６	
７１４ ジョウテンロマン 牡５栗 ５７ 四位 洋文田邉 久男氏 二ノ宮敬宇 静内 千代田牧場 B４７８－ ６１：２５．３	 １２．２

８１５ イチライタッチ 牡６黒鹿５７ 岩崎 祐己市来 静夫氏 天間 昭一 浦河 鈴木 武蔵 ４９２－１０ 〃 アタマ ２７．４�
３６ ワンダーグラス 牝５鹿 ５５ 田村 太雅山本 信行氏 佐藤 正雄 三石 フクダファーム ５１０－ ２１：２５．４クビ ９６．７�
５９ スズカオペラ 牡７黒鹿５７ 柴原 央明永井 啓弍氏 藤沢 則雄 鵡川 新井牧場 ４９０＋１０ 〃 クビ ６４．４
３５ レゾリューション 牝４栗 ５５ 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 ４７８－ ４１：２５．５クビ ５．１�
５１０ コアレスパレード 牡９青鹿５７ 高野 容輔小林 昌志氏 梅田 康雄 三石 沖田 博志 ４８４＋１２１：２５．７１� ４０４．８�
１２ カントリースタイル 牝８鹿 ５５ 上野 翔津村 圭一氏 目野 哲也 浦河 桑田牧場 ４３２－ ２１：２５．８� ８６．６�
２４ アラビアンナイト 牡７鹿 ５７ 佐藤 哲三 �ノースヒルズマネ

ジメント 松永 幹夫 新冠 森 牧場 ４８８＋ ６１：２６．０１� ３０．９�
２３ アースコマンダー 牡４鹿 ５７ 小牧 太松山 増男氏 野元 昭 浦河 昭和牧場 ４６８－ ４１：２６．２１� ７．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３４，６１５，６００円 複勝： ５４，５０８，３００円 枠連： ４４，２７８，０００円

普通馬連： １８０，２７６，５００円 馬単： １１５，５０１，６００円 ワイド【拡大馬連】： ４９，５４５，１００円

３連複： １９４，７８６，３００円 ３連単： ４４０，８６４，５００円 計： １，１１４，３７５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５，７００円 複 勝 � ７８０円 � １５０円 � １８０円 枠 連（１－４） ８７０円

普通馬連 �� ８，６３０円 馬 単 �� ２７，３５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，２００円 �� ３，９６０円 �� ３８０円

３ 連 複 ��� １３，３７０円 ３ 連 単 ��� １３０，６７０円

票 数

単勝票数 計 ３４６１５６ 的中 � ４７９０（１０番人気）
複勝票数 計 ５４５０８３ 的中 � １２８１２（１０番人気）� １１８１４３（１番人気）� ８５５１７（２番人気）
枠連票数 計 ４４２７８０ 的中 （１－４） ３７５７１（２番人気）
普通馬連票数 計１８０２７６５ 的中 �� １５４３１（２８番人気）
馬単票数 計１１５５０１６ 的中 �� ３１１７（７４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４９５４５１ 的中 �� ５２１１（２４番人気）�� ２８５１（３９番人気）�� ３７２４２（２番人気）
３連複票数 計１９４７８６３ 的中 ��� １０７５４（３９番人気）
３連単票数 計４４０８６４５ 的中 ��� ２４９０（３７０番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．８―１１．５―１２．２―１２．３―１２．４―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．３―３４．８―４７．０―５９．３―１：１１．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマートギルド �
�
父 エンドスウィープ �

�
母父 Valid Appeal デビュー ２００５．７．３０ 新潟６着

２００２．３．１７生 牡６鹿 母 ナニーズアピール 母母 Nany １２戦３勝 賞金 ３６，７４８，０００円
［他本会外：１戦０勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１４頭 アサヒカレンダー号・エプソムアイリス号・コパノカチドキ号・コンゴウダイオー号・サンエムウラノス号・

トウカイフラッグ号・ネバーエンディング号・プライベートプラン号・プラチナムペスカ号・ヘラクレスバイオ号・
ベレッツァ号・マイネルラファエロ号・マンノレーシング号・ミリオンディスク号



（２０阪神１）第５日 ３月１５日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
重後稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １６６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

２９７，１９０，０００円
２，１３０，０００円
１３，５１０，０００円
２，３８０，０００円
３３，３９０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６１，０１２，０００円
５，３７４，４００円
１，６７６，６００円

勝馬投票券売得金
２６７，１８３，８００円
３８６，５９９，７００円
３００，８５１，２００円
１，１９６，４８３，３００円
９５５，０４６，８００円
３２８，７４２，８００円
１，４７７，９２２，５００円
１，８４１，４７０，６００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 ６，７５４，３００，７００円

総入場人員 １６，７５１名 （有料入場人員 １５，９３３名）




