
０７０１３ ３月１日 晴 良 （２１阪神１）第２日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時００分 （ダート・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．７
１：０８．７

重

重

５１０ チキリムーディー 牝３青鹿５４ 秋山真一郎ちきり組合 梅田 康雄 新ひだか 今 牧場 ４３２± ０１：１３．７ １０．１�

６１２ ピサノルビー 牝３黒鹿５４ 武 豊市川 義美氏 坂口 正大 新ひだか 飛野牧場 ４６８＋ ２１：１３．９１ ２．２�
２４ レッドハイヒール 牝３鹿 ５４ 角田 晃一村島 昭男氏 松山 将樹 新冠 カミイスタット ４７４－１４１：１４．０� ９．０�
８１６ テイエムオーロラ 牝３青鹿５４ M．デムーロ竹園 正繼氏 五十嵐忠男 浦河 大北牧場 ４３４－１２１：１４．１� ３．０�

（伊）

５９ アプレンデール 牝３栗 ５４ 和田 竜二野田 政義氏 南井 克巳 新冠 清水 克則 ４５４－ ２１：１４．２クビ １４．７�
７１４ テイエムダイアナ 牝３鹿 ５４ 小牧 太竹園 正繼氏 新川 恵 浦河 川越ファーム ４４２－ ４ 〃 クビ ３８．２�
３６ シゲルタカチホ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一森中 蕃氏 梅内 忍 新冠 石田牧場 ４２０－ ８ 〃 アタマ １０７．４�
４８ ウィズインライアン 牝３鹿 ５４ 幸 英明内藤 耕造氏 福島 信晴 浦河 谷川牧場 ４２２－ ４１：１４．７３ １０．５	
３５ サダムヨカモン 牝３栗 ５４ 下原 理大西 定氏 中村 均 様似 ホウセイ牧場 ４６０＋ ６１：１４．８� ６３．６


（兵庫）

８１５ ホッコーフクヒメ 牝３芦 ５４
５１ ▲大下 智矢部 幸一氏 飯田 明弘 日高 浦新牧場 ４４２＋ ４１：１４．９� １１６．７�

６１１ シーモナルダ 牝３鹿 ５４ 飯田 祐史藤田 宗平氏 加藤 敬二 新冠 八木農場 ４７２－ ２１：１５．６４ ４４１．６�
４７ カントリーローズ 牝３栗 ５４ 石橋 守蛭川 年明氏 目野 哲也 浦河 ひるかわ育

成牧場 ４１４ ―１：１５．７クビ １６７．３
１１ メイショウサーバル 牝３黒鹿５４ 小林 徹弥松本 好�氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４２２－ ２１：１６．０２ ３２７．０�
１２ イラクリオン 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介 �キャロットファーム 梅田 智之 早来 ノーザンファーム ４４８＋ ４１：１６．２１ １１２．０�
２３ テイエムヒマワリ 牝３黒鹿５４ 熊沢 重文竹園 正繼氏 柴田 政見 安平 テイエム牧場 ４５２－１０１：１７．６９ ２９９．６�
７１３ ディアハニー 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成��昭牧場 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 ４０６－ ４１：１８．３４ １２４．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，２５９，１００円 複勝： ２４，７１４，４００円 枠連： １３，６９２，３００円

普通馬連： ４６，１３５，３００円 馬単： ４０，３３４，０００円 ワイド【拡大馬連】： １７，７５９，５００円

３連複： ６３，８０５，１００円 ３連単： １０４，１４３，１００円 計： ３２７，８４２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０１０円 複 勝 � １８０円 � １１０円 � ２１０円 枠 連（５－６） ５８０円

普通馬連 �� １，０７０円 馬 単 �� ２，６００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３６０円 �� ８３０円 �� ４２０円

３ 連 複 ��� ２，４００円 ３ 連 単 ��� １５，０６０円

票 数

単勝票数 計 １７２５９１ 的中 � １３５８２（４番人気）
複勝票数 計 ２４７１４４ 的中 � ３１００９（３番人気）� ８５２５６（１番人気）� ２３７９９（４番人気）
枠連票数 計 １３６９２３ 的中 （５－６） １７４３３（２番人気）
普通馬連票数 計 ４６１３５３ 的中 �� ３１９２９（２番人気）
馬単票数 計 ４０３３４０ 的中 �� １１４６０（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７７５９５ 的中 �� １２８５７（２番人気）�� ４８９５（１１番人気）�� １０８３１（３番人気）
３連複票数 計 ６３８０５１ 的中 ��� １９６３９（７番人気）
３連単票数 計１０４１４３１ 的中 ��� ５１０４（４４番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．４―１２．０―１２．５―１２．２―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．６―３５．６―４８．１―１：００．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．１―３F３８．１
３ ９，４，１６，１０（８，１４）（５，１２）６－（１，１１）１３－（２，１５）３－７ ４ ・（９，４）（１０，１６）－（５，１４，１２）（８，６）－（１，１１）－２，１３（３，１５）－７

勝馬の
紹 介

チキリムーディー �
�
父 ジェニュイン �

�
母父 サクラシヨウリ デビュー ２００８．９．２０ 阪神６着

２００６．４．２６生 牝３青鹿 母 シリウスラガー 母母 ミ ス ジ ヨ ー ８戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ディアハニー号は，平成２１年４月１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。
（非当選馬） １頭 クリノビリオネア号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０７０１４ ３月１日 晴 良 （２１阪神１）第２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
１：４８．４

重

重

６１０ シルバーフィールド 牡３黒鹿５６ 幸 英明近藤 克麿氏 清水 出美 浦河 丸幸小林牧場 ４７８± ０１：５５．９ ２．２�

７１３ レッドサーパス 牡３鹿 ５６ 小牧 太 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４９８＋ ２１：５６．２１� ４．９�
１１ エーシンオナー 牡３栗 ５６ M．デムーロ平井 宏承氏 野元 昭 浦河 栄進牧場 ４５８－ ４ 〃 クビ ２９．５�

（伊）

３４ ツルマルエース 牡３黒鹿５６ 和田 竜二鶴田 任男氏 西園 正都 浦河 駿河牧場 ４９２＋ ２１：５６．３� ３２．１�
５９ フ ィ ク サ ー 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三前田 幸治氏 沖 芳夫 新冠 秋田牧場 ４６０± ０１：５６．４� １１．７�
３５ マイネルカルツェ 牡３栗 ５６ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 浦河 信岡牧場 ５３２－ ４ 〃 クビ １４．３�
８１４ タマモユニヴァース 牡３栗 ５６ 武 豊タマモ� 小原伊佐美 新冠 ムラカミファーム ４９６＋ ４１：５６．５クビ ３．１	
６１１ シャイニーキング 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥小林 昌志氏 福島 信晴 平取 雅 牧場 ５０２－ ４ 〃 クビ １６５．１

２３ スリーコンビナート 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎永井商事� 野村 彰彦 新ひだか 友田牧場 ４７４± ０１：５７．２４ ４２０．０�
５８ ウォーターイオレク 牡３鹿 ５６ 佐久間寛志山岡 良一氏 鹿戸 明 浦河 本巣牧場 ４２８－ ２１：５７．４１� １３９．１�
７１２ マーベラスポケット 牡３鹿 ５６ 下原 理笹原 貞生氏 柴田 政見 新ひだか 松田 三千雄 ４７４＋ ２１：５７．８２� ４４４．２

（兵庫）

４６ マッキーガリウム 牡３黒鹿５６ 橋本 美純薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 ４６４－ ６１：５８．０１ ３２．８�
２２ カリスマライズ 牡３栗 ５６ 石橋 守畔柳 年言氏 崎山 博樹 浦河 日優牧場 ５００－ ６ 〃 アタマ ５２１．３�
４７ ジョージバローズ �３鹿 ５６ 熊沢 重文猪熊 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 B４３８－１０１：５８．４２� ６４０．８�
８１５ デンコウユイマール 牝３栗 ５４ 角田 晃一田中 康弘氏 安達 昭夫 浦河 杵臼牧場 ４３６＋ ６２：０４．４大差 ３９７．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２０，５７２，５００円 複勝： ３１，１６４，３００円 枠連： １４，４９８，２００円

普通馬連： ５５，１７９，０００円 馬単： ４４，３１５，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，４２６，０００円

３連複： ７１，７８１，８００円 ３連単： １２２，０８２，６００円 計： ３８１，０１９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １３０円 � １３０円 � ４１０円 枠 連（６－７） ４７０円

普通馬連 �� ４７０円 馬 単 �� ８９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２１０円 �� ８７０円 �� １，１７０円

３ 連 複 ��� ３，２５０円 ３ 連 単 ��� １０，１５０円

票 数

単勝票数 計 ２０５７２５ 的中 � ７３７８０（１番人気）
複勝票数 計 ３１１６４３ 的中 � ８０７５４（１番人気）� ７６２３３（２番人気）� １２１９７（６番人気）
枠連票数 計 １４４９８２ 的中 （６－７） ２２８１１（２番人気）
普通馬連票数 計 ５５１７９０ 的中 �� ８７６４０（２番人気）
馬単票数 計 ４４３１５１ 的中 �� ３７１０９（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１４２６０ 的中 �� ３２２０４（２番人気）�� ５４００（１１番人気）�� ３８８６（１４番人気）
３連複票数 計 ７１７８１８ 的中 ��� １６３３０（１１番人気）
３連単票数 計１２２０８２６ 的中 ��� ８８８５（２６番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．６―１３．５―１３．４―１３．６―１２．９―１２．７―１２．３―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．４―３７．９―５１．３―１：０４．９―１：１７．８―１：３０．５―１：４２．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．０―３F３８．１
１
３

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

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

JRA育成馬

勝馬の
紹 介

シルバーフィールド �
�
父 シルバーチャーム �

�
母父 A.P. Indy デビュー ２００８．７．１３ 阪神１８着

２００６．３．１３生 牡３黒鹿 母 インディペンデンス 母母 インディアリングクオリティ １２戦１勝 賞金 １３，２５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デンコウユイマール号は，平成２１年４月１日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 コンゴウアラムシャ号（疾病〔右後肢フレグモーネ〕のため）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０７０１５ ３月１日 晴 良 （２１阪神１）第２日 第３競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１１時００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

３６ トライアンフマーチ 牡３鹿 ５６ 武 幸四郎 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４８０－１０１：３８．０ ６．１�

７１３ ナリタクリスタル 牡３黒鹿５６ 武 豊�オースミ 木原 一良 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７４－ ８ 〃 ハナ ３．５�

５９ オウケンマジック 牡３鹿 ５６ 福永 祐一福井 明氏 音無 秀孝 新冠 高瀬牧場 ４５８－ ４１：３８．２１� ３．７�
４７ ゴールデンゴール 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎吉田 和美氏 吉田 直弘 浦河 三好牧場 ４４２＋ ４１：３８．３� １５．３�
５１０ トップフリーダム 牡３鹿 ５６ 四位 洋文横瀬 兼二氏 池添 兼雄 浦河 太陽牧場 ４５８＋ ６１：３８．４� ９．４�
４８ カネトシタフガイ 牡３芦 ５６ 和田 竜二兼松 利男氏 荒川 義之 浦河 岡部牧場 ４６４＋１０ 〃 ハナ １９．４	
６１１ アズマタイショウ 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成東 哲次氏 加用 正 日高 日高大洋牧場 ４７２－ ８ 〃 ハナ ３４．７

６１２ ブレーブビスティー 牡３黒鹿５６ M．デムーロ備前島敏子氏 矢作 芳人 新冠 松浦牧場 ４７０± ０１：３８．５クビ ６．０�

（伊）

８１６ ディアマジェスティ 牡３黒鹿５６ 藤田 伸二寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 橋本牧場 ４４２－ ４１：３８．８１� １０２．４�
３５ オカゲサマデ 牝３鹿 ５４ 小牧 太小田切有一氏 谷 潔 日高 浦新牧場 ４３８－ ４１：３８．９� ２０．０
７１４ マルセイユシチー 牝３栗 ５４ 佐藤 哲三 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 日高 富川田中牧場 ４２６－１０１：３９．３２� ６９．８�
８１５ パラダイスデイ 牡３黒鹿５６ 角田 晃一後藤 繁樹氏 崎山 博樹 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ４６６－ ６ 〃 ハナ １５０．６�
２３ ペッシュドール 牝３鹿 ５４ 幸 英明 �サンデーレーシング 池江 泰郎 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ３８２－１２１：３９．６１� １３１．８�
１２ アドマイヤシェルパ 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介近藤 利一氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４９０＋ ２１：４０．３４ ２８．８�
２４ トーセンライジング 牡３鹿 ５６ 石橋 守島川 �哉氏 松永 康利 新冠 田上 光征 ４７０＋ ６１：４０．９３� ３６２．３�

（１５頭）
１１ トランセンド 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己 �ノースヒルズマネ

ジメント 安田 隆行 新冠 ノースヒルズマネジメント ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２０，０４１，４００円 複勝： ３２，１３６，１００円 枠連： １７，３０７，０００円

普通馬連： ５２，５７０，１００円 馬単： ４１，５２９，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，６８１，３００円

３連複： ７５，４３３，９００円 ３連単： １０８，９１０，９００円 計： ３６８，６１０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６１０円 複 勝 � １８０円 � １４０円 � １５０円 枠 連（３－７） ７４０円

普通馬連 �� １，０５０円 馬 単 �� ２，４００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３８０円 �� ４２０円 �� ２５０円

３ 連 複 ��� ９８０円 ３ 連 単 ��� ５，４７０円

票 数

単勝票数 計 ２００４１４ 的中 � ２６０６７（４番人気）
複勝票数 計 ３２１３６１ 的中 � ４１８０９（３番人気）� ７１０４０（１番人気）� ６００９５（２番人気）
枠連票数 計 １７３０７０ 的中 （３－７） １７４３７（４番人気）
普通馬連票数 計 ５２５７０１ 的中 �� ３７０５７（２番人気）
馬単票数 計 ４１５２９８ 的中 �� １２８０８（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０６８１３ 的中 �� １３２３５（２番人気）�� １１６５８（３番人気）�� ２２５４９（１番人気）
３連複票数 計 ７５４３３９ 的中 ��� ５６９７６（１番人気）
３連単票数 計１０８９１０９ 的中 ��� １４７０３（５番人気）

ハロンタイム １２．６―１２．０―１２．５―１２．８―１３．１―１２．０―１０．９―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２４．６―３７．１―４９．９―１：０３．０―１：１５．０―１：２５．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．１―３F３５．０
３ １３（１６，１５）（８，９）１４，７，１１（６，１０）（５，４，１２）２，３ ４ ・（１３，１６，１５）８（７，９）（６，１４，１２）（１１，１０）（５，４）３，２

勝馬の
紹 介

トライアンフマーチ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２００９．１．２５ 京都２着

２００６．４．１１生 牡３鹿 母 キョウエイマーチ 母母 インターシャルマン ３戦１勝 賞金 ８，５５０，０００円
〔出走取消〕 トランセンド号は，疾病〔右前肢フレグモーネ〕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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ホウライビクトリア号
※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。



０７０１６ ３月１日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２１阪神１）第２日 第４競走 ��３，１１０�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時３０分 （芝・ダート）

４歳以上；負担重量は，４歳５９�５歳以上６０�，牝馬２�減，収得賞金４００万円超過馬は
超過額３００万円毎１�増
本 賞 １５，０００，０００円 ６，０００，０００円 ３，８００，０００円 ２，３００，０００円 １，５００，０００円� コースレコード３：２５．０良・良

２２ シンメイリゲル 牡５栗 ６０ 西谷 誠織田 芳一氏 安田 隆行 門別 野島牧場 ５１０＋ ６３：２８．０ ４．６�

５５ � ヤマカツジェット 牡６栗 ６０ 佐久間寛志山田 和夫氏 小島 貞博 静内 岡田牧場 ５２２± ０３：２８．１� ２．９�
８８ パルティアシチー 牡６黒鹿６２ 北村 浩平 �友駿ホースクラブ 田所 秀孝 門別 下河辺牧場 ４６６± ０３：２８．２� ６．６�
３３ アグネスモナク 牡７鹿 ６０ 仲田 雅興渡辺 孝男氏 湯窪 幸雄 千歳 社台ファーム ４８２－ ４３：２８．８３� １７．７�
７７ メイショウラダック 牡４栗 ５９ 今村 康成松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４９０＋１０３：２９．１２ ２０．６�
８９ ショウリュウケン 牡４鹿 ５９ 植野 貴也村上 稔氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ４５４＋ ２３：２９．６３ ２．８�
１１ ト ー ワ ベ ガ 牡５黒鹿６０ 北沢 伸也齋藤 すゞ 氏 橋田 満 平取 稲原牧場 ５０４＋２２３：２９．８１� ３４．９	
６６ � クリノダイマオー 牡７黒鹿６０ 熊沢 重文栗本 博晴氏 高市 圭二 早来 ノーザンファーム B４９８－ ２３：３０．５４ ５９．９

４４ マンテンフラワー 牝６鹿 ５８ 高野 容輔小島 將之氏 鹿戸 明 門別 鹿戸 正幸 ４４４＋ ２３：３１．０３ ３２．０�

（９頭）

売 得 金

単勝： １２，９６６，８００円 複勝： １５，０６８，０００円 枠連： １２，７３０，３００円

普通馬連： ３４，８６９，５００円 馬単： ３３，８１２，８００円 ワイド【拡大馬連】： １２，３３７，３００円

３連複： ４７，９７５，０００円 ３連単： １１６，１６３，６００円 計： ２８５，９２３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １５０円 � １３０円 � １７０円 枠 連（２－５） ５５０円

普通馬連 �� ５７０円 馬 単 �� １，２１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２５０円 �� ４００円 �� ３００円

３ 連 複 ��� ９１０円 ３ 連 単 ��� ４，２００円

票 数

単勝票数 計 １２９６６８ 的中 � ２２４４９（３番人気）
複勝票数 計 １５０６８０ 的中 � ２６１６６（３番人気）� ３５９６８（２番人気）� ２０２８０（４番人気）
枠連票数 計 １２７３０３ 的中 （２－５） １７３８１（３番人気）
普通馬連票数 計 ３４８６９５ 的中 �� ４５６６４（３番人気）
馬単票数 計 ３３８１２８ 的中 �� ２０６９８（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２３３７３ 的中 �� １３００７（３番人気）�� ７０８９（６番人気）�� １０３０１（４番人気）
３連複票数 計 ４７９７５０ 的中 ��� ３９１４８（４番人気）
３連単票数 計１１６１６３６ 的中 ��� ２０４３９（１５番人気）

上り １マイル １：４３．５ ４F ５０．９－３F ３９．０
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シンメイリゲル �

父 オペラハウス �


母父 ジェイドロバリー デビュー ２００７．２．２５ 阪神７着

２００４．４．７生 牡５栗 母 レディーウインク 母母 レデイーシラオキ 障害：９戦２勝 賞金 ３６，８８６，０００円



０７０１７ ３月１日 晴 良 （２１阪神１）第２日 第５競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１２時２０分 （芝・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

１：５８．１
１：５６．４

良

良

７１４ ニシノホウギョク 牡３黒鹿５６ 武 豊西山 茂行氏 河内 洋 むかわ 西山牧場 ５０２ ―２：０７．６ ３．６�

１１ ジュウクタイザン 牡３栗 ５６ 藤田 伸二鈴木 幹次氏 昆 貢 新ひだか フジワラフアーム ５０２ ― 〃 クビ ７．３�
３６ ロードイノセント 牡３鹿 ５６ 下原 理 �ロードホースクラブ 池江 泰寿 三石 ケイアイファーム ５５０ ―２：０８．２３� ２１．１�

（兵庫）

３５ ト パ ン ガ 牡３青鹿５６ 福永 祐一金子真人ホール
ディングス� 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ４７８ ―２：０８．３� １６．６�

２４ ゴッドダンシング 牝３黒鹿５４ 秋山真一郎中西 憲治氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４５８ ―２：０８．４� ７６．３�
６１２ キングバンブー 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成後藤 繁樹氏 鮫島 一歩 浦河 バンブー牧場 ５１４ ―２：０８．５� ５８．４�
８１６ ル シ ル フ 牡３栗 ５６ 和田 竜二 	サンデーレーシング 池江 泰郎 追分 追分ファーム ５０４ ― 〃 クビ ５１．０

４７ バアゼルリバー 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己市川 義美氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６２ ― 〃 ハナ ５．５�
５１０ レインボースター 牡３青鹿５６ 幸 英明前田 幸治氏 坪 憲章 様似 猿倉牧場 ４９４ ―２：０８．６クビ １０．７�
４８ マチカネゲンペイ 牡３黒鹿５６ 石橋 守細川 益男氏 池江 泰郎 日高 待兼牧場 ４７８ ― 〃 ハナ １７２．８
６１１ レッドファング 牡３鹿 ５６ 四位 洋文 �東京ホースレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４７４ ― 〃 クビ ２０．４�
１２ スマートソロモン 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三大川 徹氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム ５０２ ―２：０８．７� ５８．５�
２３ トーセンロマネ 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介島川 �哉氏 平田 修 千歳 社台ファーム ４５２ ―２：０８．９１� １６．６�
８１５ テンペスタローザ 牡３青鹿５６ M．デムーロ 	サンデーレーシング 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ５０２ ―２：０９．２２ ３．８�

（伊）

５９ ダークセクター 牡３黒鹿５６ 小牧 太山本 英俊氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム ４５２ ―２：０９．７３ ７０．７�
７１３ ダルマックス 牝３栗 ５４ 小林 徹弥	イクタ 小島 貞博 池田 高橋 正三 ４７６ ―２：１１．５大差 ２８９．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，７７９，５００円 複勝： ２９，５８９，９００円 枠連： １９，０７４，０００円

普通馬連： ６０，４０５，２００円 馬単： ４７，５５４，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，４８４，４００円

３連複： ７５，８１２，９００円 ３連単： １１９，１７２，５００円 計： ３９４，８７２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １８０円 � ２５０円 � ４７０円 枠 連（１－７） １，２９０円

普通馬連 �� １，４００円 馬 単 �� ２，４７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６５０円 �� １，５００円 �� ２，１４０円

３ 連 複 ��� ９，８００円 ３ 連 単 ��� ３９，４４０円

票 数

単勝票数 計 ２２７７９５ 的中 � ５０２９０（１番人気）
複勝票数 計 ２９５８９９ 的中 � ５４０４８（１番人気）� ３１１５２（４番人気）� １３５４１（７番人気）
枠連票数 計 １９０７４０ 的中 （１－７） １０９５４（４番人気）
普通馬連票数 計 ６０４０５２ 的中 �� ３１９９７（５番人気）
馬単票数 計 ４７５５４０ 的中 �� １４２４８（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０４８４４ 的中 �� ８２４３（６番人気）�� ３２９６（１８番人気）�� ２２７８（２６番人気）
３連複票数 計 ７５８１２９ 的中 ��� ５７１３（３１番人気）
３連単票数 計１１９１７２５ 的中 ��� ２２３０（１０９番人気）

ハロンタイム １２．７―１２．２―１３．７―１４．０―１３．６―１３．３―１２．８―１２．２―１１．３―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２４．９―３８．６―５２．６―１：０６．２―１：１９．５―１：３２．３―１：４４．５―１：５５．８

コーナー
通過順位

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

２
４

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

ニシノホウギョク �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Danzig 初出走

２００６．４．２５生 牡３黒鹿 母 デユプリシト 母母 Fabulous Fraud １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走状況〕 ジュウクタイザン号は，右前肢落鉄。発走時刻８分遅延。
※ダルマックス号は，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または施行団体名を表示している。



０７０１８ ３月１日 晴 良 （２１阪神１）第２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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

３５ トシザワイルド 牡３栗 ５６ 秋山真一郎上村 叶氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 ４８０＋ ４１：２４．６ ２３．９�

３４ シンゼンオオジ 牡３鹿 ５６ 飯田 祐史原 司郎氏 飯田 明弘 日高 戸川牧場 ５０４± ０１：２４．８１� ２４．３�
２３ ナリタカービン 牡３鹿 ５６ 角田 晃一�オースミ 飯田 雄三 千歳 社台ファーム ４８６－ ２１：２５．１１� ６．３�
２２ シルクフォーチュン 牡３鹿 ５６ 武 豊有限会社シルク藤沢 則雄 新冠 中地 義次 ４５０－ ２１：２５．３１� ５．９�
８１４� ネオヴェリーベリー 牝３黒鹿５４ 藤田 伸二小林 仁幸氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム ４５４－ ２１：２５．８３ ５５．３�
４６ タマニューホープ 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ４５０－ ８１：２６．０１ ２３．９�
６１０ グロッキーバルボア 牡３鹿 ５６ M．デムーロ飯田 吉哉氏 南井 克巳 早来 ノーザンファーム ５０８－ ４１：２６．１� １．６	

（伊）

５９ � モエレサマー 牡３鹿 ５６ 和田 竜二松山 増男氏 坂口 正則 新ひだか 中村 和夫 ４５８－ ６１：２６．２� ４０．８

８１５ シークロノス 牡３鹿 ５６ 福永 祐一藤田 宗平氏 梅内 忍 門別 日西牧場 ５０４－ ２１：２６．４１� １８．７�
１１ ブレーヴゴールド 牡３青鹿５６ 武 幸四郎磯波 勇氏 高木 登 新冠 平山牧場 ４６０－ ６１：２６．５	 １７３．９�
４７ ヘリオスシチー 牡３鹿 ５６ 小牧 太 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 三石 幌村牧場 ４４２－１０１：２６．８２ １５．１
５８ 
 ジ ム カ ー ナ 牡３鹿 ５６ 高馬 元紘前田 晋二氏 中塚 猛 浦河 鳥井 征士 ４９４－１０１：２７．３３ ３１８．６�

（兵庫） （兵庫）

６１１ タガノブリオレット 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成八木 良司氏 領家 政蔵 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ４７８＋１６１：２７．６１� １０４．２�

７１２
 スイッチスタイル 牡３鹿 ５６ 下原 理梅津 公洋氏 栗林 徹治 浦河 高橋 実 B４３２± ０１：２７．７� ４９４．６�
（兵庫） （兵庫）

７１３ テイエムプレストン 牡３黒鹿５６ 小林 徹弥竹園 正繼氏 新川 恵 三石 城地 清満 B５２８－ ８１：２８．５５ ３４９．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２９，１８４，３００円 複勝： ４５，８５８，１００円 枠連： ２３，３２３，８００円

普通馬連： ６４，５８１，１００円 馬単： ６２，９３６，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，７６０，１００円

３連複： ８３，８０１，６００円 ３連単： １６６，４０７，１００円 計： ５００，８５２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，３９０円 複 勝 � ８５０円 � ６４０円 � ２２０円 枠 連（３－３） ２２，６５０円

普通馬連 �� １９，３８０円 馬 単 �� ５１，９６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，７３０円 �� １，９１０円 �� １，３３０円

３ 連 複 ��� ２７，８００円 ３ 連 単 ��� ２８８，２９０円

票 数

単勝票数 計 ２９１８４３ 的中 � ９６５２（６番人気）
複勝票数 計 ４５８５８１ 的中 � １２４５０（９番人気）� １７０５８（７番人気）� ６８６４６（２番人気）
枠連票数 計 ２３３２３８ 的中 （３－３） ７６０（２８番人気）
普通馬連票数 計 ６４５８１１ 的中 �� ２４６０（３７番人気）
馬単票数 計 ６２９３６１ 的中 �� ８９４（７８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４７６０１ 的中 �� １２６２（４０番人気）�� ３１９７（２１番人気）�� ４６９８（１６番人気）
３連複票数 計 ８３８０１６ 的中 ��� ２２２５（６９番人気）
３連単票数 計１６６４０７１ 的中 ��� ４２６（５１０番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１１．６―１２．２―１２．５―１１．９―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．４―３５．０―４７．２―５９．７―１：１１．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トシザワイルド �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 ブレイヴエストローマン デビュー ２００８．１０．２５ 京都３着

２００６．４．２５生 牡３栗 母 ノルデンフリマー 母母 ヒダカサクセス ４戦２勝 賞金 １３，８００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １２時５５分に変更。
※出走取消馬 スマートン号（疾病〔右寛跛行〕のため）
※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 エルチョコレート号・ダンツフロント号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０７０１９ ３月１日 晴 良 （２１阪神１）第２日 第７競走 ��１，８００�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，４歳５６�５歳以上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

２２ リンガスフラッグ 牡４栗 ５６ 三浦 皇成伊藤 巖氏 河野 通文 新冠 斉藤 安行 ４８４＋１２１：５４．７ ３．７�

１１ マーベラスパレード 牡６栗 ５７ 下原 理笹原 貞生氏 柴田 政見 新冠 ヤマオカ牧場 ４７４± ０１：５４．９１� ３０．７�
（兵庫）

５８ ツルマルシルバー 牡５芦 ５７ 福永 祐一鶴田 任男氏 谷 潔 浦河 駿河牧場 ４７２± ０１：５５．５３� ５．０�
３４ マーベラスブレイド 牡４黒鹿５６ 石橋 守 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 河内 洋 浦河 鎌田 正嗣 ４５８＋ ４１：５５．６� ２６．４�
６１１ ユウターダーツ 牡４鹿 ５６ 岩崎 祐己上山 利広氏 西橋 豊治 浦河 江島牧場 B４４０－ ４１：５５．７� １２７．６�
３５ ステラパラダイス 牡５栗 ５７ 和田 竜二後藤 繁樹氏 崎山 博樹 静内 曾田農園 ４９２－ ４ 〃 クビ ６５．０�
８１４ テイエムカイザー 牡４栗 ５６ 高井 彰大竹園 正繼氏 新川 恵 新冠 須崎牧場 ４９２＋ ２１：５５．８クビ ２９０．１	
６１０ ゴールデンガッツ 牡４栗 ５６ 四位 洋文�協栄 加用 正 門別 タバタファーム ４８４－１０ 〃 クビ ７．０

２３ アマゾネスバイオ 牝４鹿 ５４ 幸 英明バイオ� 領家 政蔵 早来 ノーザンファーム ５３０－ ４１：５６．０１� ３１．２�
５９ ジョーモルデュー 牡５鹿 ５７ 武 豊上田けい子氏 柴田 光陽 静内 田中 裕之 ４５８± ０ 〃 クビ ２．０�
８１５ コメンテーター 牡５鹿 ５７ 熊沢 重文竹� 大晃氏 高市 圭二 門別 中前 義隆 ５２６－ ４１：５６．２１� １７８．６
４７ � シナモンロール 牡５栗 ５７ 秋山真一郎�グリーンテック村山 明 静内 岡田 猛 ４４６－ ６１：５６．４１ ２１８．８�
４６ タカラカリズマ 牡４栗 ５６ 小牧 太村山 	一氏 田村 康仁 新冠 大栄牧場 ４７６＋ ３１：５７．４６ １５０．４�
７１２ コウエイビート 牡４栗 ５６ 小林 徹弥西岡 静男氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 ４５８－１４１：５７．５クビ ４２３．６�

（１４頭）
７１３� ヤッパリグランプリ 牡４栗 ５６ 藤岡 佑介北側 雅司氏 村山 明 静内 橋本牧場 ４５２－ ８ （競走除外）

売 得 金

単勝： ２４，４０３，５００円 複勝： ４８，１２７，１００円 枠連： ２０，７４３，９００円

普通馬連： ７９，７１４，２００円 馬単： ５６，５８２，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，３２３，７００円

３連複： ８２，５８９，８００円 ３連単： １７１，３５０，６００円 計： ５０６，８３５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � ３３０円 � ６４０円 � ２１０円 枠 連（１－２） ５，１５０円

普通馬連 �� ４，４８０円 馬 単 �� １０，５９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５５０円 �� ５００円 �� １，０１０円

３ 連 複 ��� ７，９６０円 ３ 連 単 ��� ３３，６００円

票 数

単勝票数 差引計 ２４４０３５（返還計 １２９２） 的中 � ５３１４９（２番人気）
複勝票数 差引計 ４８１２７１（返還計 ３９８１） 的中 � ３７３０２（３番人気）� １６９７４（５番人気）� ７２２７０（２番人気）
枠連票数 差引計 ２０７４３９（返還計 １４０） 的中 （１－２） ２９７３（１２番人気）
普通馬連票数 差引計 ７９７１４２（返還計 １２７７１） 的中 �� １３１３８（１３番人気）
馬単票数 差引計 ５６５８２２（返還計 ９１１３） 的中 �� ３９４６（２５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ２３３２３７（返還計 ５４１８） 的中 �� ３５３２（１４番人気）�� １２４９９（４番人気）�� ５６１９（１０番人気）
３連複票数 差引計 ８２５８９８（返還計 ２９９４４） 的中 ��� ７６６０（２１番人気）
３連単票数 差引計１７１３５０６（返還計 ５８３２２） 的中 ��� ３７６４（８８番人気）

ハロンタイム １３．１―１１．４―１３．８―１２．９―１２．６―１２．２―１２．５―１３．０―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２４．５―３８．３―５１．２―１：０３．８―１：１６．０―１：２８．５―１：４１．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．９―３F３８．７
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

リンガスフラッグ �
�
父 サクラローレル �

�
母父 Machiavellian デビュー ２００８．３．９ 中山７着

２００５．４．２５生 牡４栗 母 セクシーランナー 母母 メアリーリノア ３戦２勝 賞金 １２，４００，０００円
〔競走除外〕 ヤッパリグランプリ号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 リンガスフラッグ号の騎手三浦皇成は，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。（１０番への進

路影響）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０７０２０ ３月１日 晴 良 （２１阪神１）第２日 第８競走 ��
��１，２００�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 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．７
１：０８．７

重

重

６１１ サンマルチーフ 牡５栗 ５７ 福永 祐一相馬 勇氏 大橋 勇樹 門別 田端牧場 ４９６－１２１：１３．２ ４．４�

２３ � トーホウボガード 牡４鹿 ５７ 武 豊東豊物産� 柴田 光陽 新冠 カミイスタット ４５８－ ２１：１３．３� ３．０�
６１２ サンタナイト 牡５鹿 ５７ 小坂 忠士佐々木孝之氏 境 直行 門別 ナカノファーム ４７２－ ６１：１３．４クビ ３４．４�
８１５ アップグレーデッド 牡５芦 ５７ 熊沢 重文�大樹ファーム 加藤 和宏 新冠 パカパカ

ファーム ４６６－２０ 〃 ハナ ８０．７�
１２ ハードリレー 牡５栗 ５７ 下原 理津田 一男氏 福永 甲 静内 漆原 武男 ４６０－ ２ 〃 クビ ８．０�

（兵庫）

１１ ラ イ カ ー ト 牝５芦 ５５ 三浦 皇成 �社台レースホース鈴木 伸尋 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６６－１２１：１３．７２ ６．６	

５１０ テイクマイアイズ 牝５黒鹿５５ M．デムーロ小林けい子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４８２＋ ４１：１３．８クビ ２４．７

（伊）

７１４ ヴ ェ リ タ ス 牡５鹿 ５７ 小牧 太 �サンデーレーシング 岡田 稲男 静内 岡田スタツド ４７０＋ ４ 〃 ハナ １２．１�
３６ セレスコクオー 牡４青鹿５７ 和田 竜二岡 浩二氏 宮本 博 浦河 大柳ファーム ５２６－ ６１：１４．１２ １１．３�
３５ � ワンダーホーマ 牡４黒鹿 ５７

５４ ▲大下 智山本 信行氏 梅内 忍 浦河 尾野 一義 ５０８－ ２１：１４．３１� ３７７．６
８１６ キスアンドクライ 牝４黒鹿５５ 藤岡 佑介�ターフ・スポート堀 宣行 浦河 酒井牧場 ４６８－ ８ 〃 ハナ ５１．２�
４８ サマーファインデイ 牝４栗 ５５ 藤田 伸二セゾンレースホース� 宮 徹 青森 中山 雅信 ４７６＋ ２１：１４．５１	 ２５．８�
７１３� ス ピ ー ド 牡４栗 ５７ 小原 義之山口 �一氏 小原伊佐美 静内 荒谷 英俊 ４８０＋１５１：１４．９２� １１９．９�
５９ スズノカイソク 牡４栗 ５７ 小林 徹弥小紫 芳夫氏 佐藤 全弘 早来 ノーザンファーム ５２２± ０１：１５．０クビ ２０９．１�
４７ ハタノワイズ 牡５鹿 ５７ 幸 英明 �グッドラック・ファーム 石栗 龍彦 門別 有限会社グッド

ラック・ファーム B５２６＋ ２ 〃 アタマ １０．９�
２４ � ティービスティー 牡５鹿 ５７ 柴原 央明ビスティーズホース

ユニオン 清水 英克 静内 藤原牧場 ４９２± ０１：１５．４２� ２８３．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，１８３，５００円 複勝： ３５，８８９，４００円 枠連： ２６，１４７，２００円

普通馬連： ７６，４６３，４００円 馬単： ５５，２９２，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，４０４，７００円

３連複： ９７，２３９，８００円 ３連単： １６９，５９４，７００円 計： ５１０，２１５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １７０円 � １６０円 � ７２０円 枠 連（２－６） ５９０円

普通馬連 �� ７５０円 馬 単 �� １，６２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３１０円 �� １，５５０円 �� １，７２０円

３ 連 複 ��� ５，７３０円 ３ 連 単 ��� ２４，４９０円

票 数

単勝票数 計 ２２１８３５ 的中 � ４０３０８（２番人気）
複勝票数 計 ３５８８９４ 的中 � ６２０３４（２番人気）� ７５３３０（１番人気）� ９０３０（１０番人気）
枠連票数 計 ２６１４７２ 的中 （２－６） ３２７５６（２番人気）
普通馬連票数 計 ７６４６３４ 的中 �� ７６０４２（１番人気）
馬単票数 計 ５５２９２５ 的中 �� ２５３４３（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７４０４７ 的中 �� ２５２９９（１番人気）�� ４０３８（２３番人気）�� ３６２３（２４番人気）
３連複票数 計 ９７２３９８ 的中 ��� １２５２７（１６番人気）
３連単票数 計１６９５９４７ 的中 ��� ５１１２（６１番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．４―１２．０―１２．３―１２．２―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．８―３５．８―４８．１―１：００．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンマルチーフ �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 ヤエノムテキ デビュー ２００６．１１．１１ 京都１０着

２００４．４．３０生 牡５栗 母 カルメンスルー 母母 ロージースルー ２４戦３勝 賞金 ４８，５５０，０００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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ウインハンズダウン号・ニシノクニカラ号
（非抽選馬） １頭 バクシンミノル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０７０２１ ３月１日 晴 良 （２１阪神１）第２日 第９競走 ��
��２，２００�すみれステークス

発走１４時２５分 （芝・右）
３歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量，収得賞金１，２００万円毎１�
増

賞 品
本 賞 １９，０００，０００円 ７，６００，０００円 ４，８００，０００円 ２，９００，０００円 １，９００，０００円
付 加 賞 ２３１，０００円 ６６，０００円 ３３，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：１０．９
２：１０．１

良

良

１１ トップクリフォード 牡３黒鹿５６ 藤田 伸二横瀬 兼二氏 山内 研二 新冠 ハシモトフアーム ４９２± ０２：１７．６ ３０．７�

６６ マイネルプリマス 牡３芦 ５６ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム ４９２＋１４２：１７．７� ２２．７�

８８ マッハヴェロシティ 牡３青 ５６ 安藤 勝己井上 一郎氏 武藤 善則 浦河 日の出牧場 ５００－１０ 〃 クビ １．９�
２２ アイアムピカイチ 牡３黒鹿５６ M．デムーロ堀 紘一氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム ５０２－１０２：１７．９１� １４．４�

（伊）

５５ フォゲッタブル 牡３黒鹿５６ 武 豊金子真人ホール
ディングス� 池江 泰郎 安平 ノーザンファーム ４７６－１２２：１８．０� ３．１�

４４ メイショウジンム 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介松本 好雄氏 安田伊佐夫 浦河 杵臼斉藤牧場 ４３４± ０２：１８．１	 １４．０�
３３ ピサノキコウシ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一市川 義美氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 ４７２－ ２２：１８．２� １０．７	
８９ リーサムプライド 牡３芦 ５６ 三浦 皇成平田 修氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４７０± ０２：１８．５１	 １５．９

７７ エルチョコレート 牡３黒鹿５６ 幸 英明三宅 勝俊氏 境 直行 日高 いとう牧場 ４４６＋ ２２：１８．７１� １１１．８�

（９頭）

売 得 金

単勝： ５１，４８０，６００円 複勝： ６７，３０３，５００円 枠連： ２５，０９３，９００円

普通馬連： １３４，４６４，２００円 馬単： １１７，１７０，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３８，１８７，４００円

３連複： １４２，０９４，８００円 ３連単： ４５０，５０７，０００円 計： １，０２６，３０１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，０７０円 複 勝 � ４４０円 � ４２０円 � １１０円 枠 連（１－６） １３，７３０円

普通馬連 �� １３，１５０円 馬 単 �� ３３，９７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，６００円 �� ５９０円 �� ５８０円

３ 連 複 ��� ６，６３０円 ３ 連 単 ��� ８７，５００円

票 数

単勝票数 計 ５１４８０６ 的中 � １３２４５（８番人気）
複勝票数 計 ６７３０３５ 的中 � ２２９９７（８番人気）� ２４３４１（７番人気）� ３２９４８９（１番人気）
枠連票数 計 ２５０９３９ 的中 （１－６） １３４９（２３番人気）
普通馬連票数 計１３４４６４２ 的中 �� ７５４８（２９番人気）
馬単票数 計１１７１７０５ 的中 �� ２５４６（５７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３８１８７４ 的中 �� ３３６３（２９番人気）�� １６７０７（８番人気）�� １６９２５（７番人気）
３連複票数 計１４２０９４８ 的中 ��� １５８２４（２７番人気）
３連単票数 計４５０５０７０ 的中 ��� ３８００（２０９番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．６―１２．３―１３．６―１３．８―１３．３―１２．９―１２．５―１１．７―１１．４―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．５―２４．１―３６．４―５０．０―１：０３．８―１：１７．１―１：３０．０―１：４２．５―１：５４．２―２：０５．６

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

トップクリフォード �

父 ジャングルポケット �


母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．９．１４ 阪神５着

２００６．２．１９生 牡３黒鹿 母 ティアドロップス 母母 パイナップルスター ８戦２勝 賞金 ３３，１３１，０００円
※エルチョコレート号は，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。



０７０２２ ３月１日 晴 良 （２１阪神１）第２日 第１０競走 ��
��１，４００�

い た み

伊丹ステークス
発走１５時００分 （ダート・右）

４歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００円
付 加 賞 ４０６，０００円 １１６，０００円 ５８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．９

重

重

５９ � オリジナルフェイト �４鹿 ５７ M．デムーロ前田 幸治氏 中竹 和也 米 Swordle-
stown Stud ５１０± ０１：２３．８ ３．５�

（伊）

７１３ ラインプレアー 牡４芦 ５７ 四位 洋文大澤 繁昌氏 松永 昌博 門別 日高大洋牧場 ５２６－ ４１：２４．１２ ２８．８�
１２ 	 クイックリープ 牡４栗 ５７ 和田 竜二松平 正樹氏 柴田 光陽 浦河（有）ビクトリーホース

ランチ 荻野 豊 ４７８± ０１：２４．２クビ ８．６�
４８ � アドマイヤゴルゴ 牡５鹿 ５７ 安藤 勝己近藤 利一氏 橋田 満 愛 Airlie Stud ４８６－ ４１：２４．３
 ７．４�
６１２ トウショウブリッツ 牡５鹿 ５７ 秋山真一郎トウショウ産業� 池添 兼雄 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４７６－ ２１：２４．７２� １７．６�
１１ 	 タガノシャンハイ 牡７栗 ５７ 角田 晃一八木 良司氏 湯窪 幸雄 浦河 山口 義彦 ５２４± ０１：２４．９１ ５０．３�
３５ � フライデイフライト 牡５黒鹿５７ 福永 祐一 	キャロットファーム 安田 隆行 豪

Jungle Pocket Pty
Ltd, Arrowfield
Group Pty Ltd

５２４＋ ４ 〃 ハナ ４．２

２３ スペースフライト 牡５栃栗５７ 佐藤 哲三 	ノースヒルズマネ

ジメント 佐々木晶三 三石 土居 忠吉 ４６８－ ２１：２５．２２ ２６．５�
２４ マイプリティワン 牡５鹿 ５７ 武 豊松岡 隆雄氏 石坂 正 新冠 若林牧場 ４７２＋ ２１：２５．３� ７．１�
８１５ アクセルファイヤー 牝５鹿 ５５ 藤岡 佑介中村 浩章氏 安田伊佐夫 静内 原 忠夫 ４０２＋ ２ 〃 クビ ５２．９
５１０ イチライタッチ 牡７黒鹿５７ 幸 英明市来 静夫氏 天間 昭一 浦河 鈴木 武蔵 B５００± ０１：２５．４クビ ７１．０�
６１１ グランプリヒーロー 牡４鹿 ５７ 三浦 皇成�グランプリ 矢作 芳人 静内 静内酒井牧場 ４５８－ ４ 〃 クビ １８．９�
８１６	 ゴッドヘイロー 牡９青鹿５７ 熊沢 重文 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 政見 浦河 日進牧場 ５１０－ ２１：２５．７１
 ２６３．３�
４７ � ビコージェネラル 牡６栗 ５７ 下原 理	レジェンド 萩原 清 米 Blue Cross

Bloodstock ４９６± ０１：２５．８� ７８．５�
（兵庫）

７１４	 サ ラ ト ガ 牝５芦 ５５ 小牧 太平井 裕氏 本郷 一彦 浦河 岡部牧場 ４８２－１０１：２５．９� １１．８�
３６ 	 ロングベネフィット 牡８鹿 ５７ 藤田 伸二中井 敏雄氏 長浜 博之 門別 天羽牧場 ５１８＋ ２１：２９．７大差 ３０６．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３９，８５８，４００円 複勝： ６３，８３５，７００円 枠連： ４３，５３３，４００円

普通馬連： １９６，７９３，２００円 馬単： １１３，６６７，０００円 ワイド【拡大馬連】： ５０，０６６，２００円

３連複： ２１３，８１３，５００円 ３連単： ４４２，８７９，８００円 計： １，１６４，４４７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １５０円 � ６２０円 � ２６０円 枠 連（５－７） １，１２０円

普通馬連 �� ３，５３０円 馬 単 �� ５，３８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３６０円 �� ５７０円 �� ２，５３０円

３ 連 複 ��� ８，４８０円 ３ 連 単 ��� ４４，３５０円

票 数

単勝票数 計 ３９８５８４ 的中 � ９１９６５（１番人気）
複勝票数 計 ６３８３５７ 的中 � １４６５０５（１番人気）� ２０５２４（９番人気）� ６２７７９（４番人気）
枠連票数 計 ４３５３３４ 的中 （５－７） ２８８６６（３番人気）
普通馬連票数 計１９６７９３２ 的中 �� ４１２２６（１３番人気）
馬単票数 計１１３６６７０ 的中 �� １５６１１（２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５００６６２ 的中 �� ８９３３（１７番人気）�� ２３３９６（３番人気）�� ４６５２（３２番人気）
３連複票数 計２１３８１３５ 的中 ��� １８６１６（２８番人気）
３連単票数 計４４２８７９８ 的中 ��� ７３７０（１３４番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．９―１１．７―１２．１―１２．１―１１．７―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．５―３５．２―４７．３―５９．４―１：１１．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�オリジナルフェイト �
�
父 Grand Slam �

�
母父 Indian Charlie デビュー ２００７．１２．９ 阪神１着

２００５．１．２２生 �４鹿 母 Little Indian Girl 母母 Brighter Than Gold １２戦４勝 賞金 ７０，０８５，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
〔その他〕 ロングベネフィット号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕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。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０７０２３ ３月１日 晴 良 （２１阪神１）第２日 第１１競走 ��
��１，４００�第５３回阪 急 杯（ＧⅢ）

発走１５時３５分 （芝・右）
４歳以上；負担重量は，５６�，牝馬２�減，２０．３．１以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除
く）１着馬３�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬２�増，
牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�増，２０．２．２９以前の
GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬２�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬
限定競走を除く）１着馬１�増（ただし２歳時の成績を除く）

阪急電鉄株式会社賞（１着）
賞 品

本 賞 ４１，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，２００，０００円 ４，１００，０００円
付 加 賞 ６３７，０００円 １８２，０００円 ９１，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：１９．９
１：１９．０

良

良

２４ ビービーガルダン 牡５青鹿５６ 安藤 勝己�坂東牧場 領家 政蔵 平取 坂東牧場 B５００＋ ４１：２１．１ １１．１�

７１３ ローレルゲレイロ 牡５青鹿５７ 藤田 伸二 �ローレルレーシング 昆 貢 新冠 村田牧場 ４６８± ０１：２１．３１� ５．３�
２３ ドラゴンファング 牡４鹿 ５６ 武 豊加藤 守氏 矢作 芳人 新冠 パカパカ

ファーム ４８２－ ４１：２１．９３� ５．０�
３６ フィールドベアー 牡６鹿 ５６ 秋山真一郎地田 勝三氏 野村 彰彦 早来 ノーザンファーム ４９４＋ ２ 〃 クビ １７．０�
５９ トウショウカレッジ 牡７鹿 ５６ M．デムーロトウショウ産業� 池添 兼雄 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ５５４＋ ６１：２２．０クビ １０．８�
（伊）

１２ ジョリーダンス 牝８芦 ５４ 三浦 皇成小林 薫氏 堀 宣行 新冠 錦岡牧場 ４７８＋ ６ 〃 クビ １８．０	
８１５	 ファリダット 牡４青鹿５６ 四位 洋文前田 幸治氏 松元 茂樹 米 North Hills

Management ４７４－ ４１：２２．１クビ ３．４

３５ ヤマニンエマイユ 牝６鹿 ５４ 福永 祐一土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４６０－ ８１：２２．３１� ４３．２�
７１４ ヘイローフジ 牝６栗 ５４ 飯田 祐史�協和牧場 飯田 明弘 新冠 協和牧場 ４８２－ ２１：２２．５１� ４４．０�
６１２ タマモホットプレイ 牡８栗 ５７ 熊沢 重文タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 ４８４± ０ 〃 クビ ２０４．５
１１ ファイングレイン 牡６黒鹿５９ 幸 英明 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム ５０２＋ ４１：２２．９２� １０．５�
６１１ マイネルレーニア 牡５栗 ５８ 佐藤 哲三 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 静内 岡田スタツド ５１６± ０１：２３．２１
 １０．９�
４８ エアパスカル 牝４黒鹿５４ 藤岡 佑介 �ラッキーフィールド池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ４３８＋２２ 〃 クビ ５１．７�
５１０ ランヘランバ 牡６黒鹿５６ 小牧 太田中 充氏 藤沢 則雄 浦河 太陽牧場 ４６２＋ ２１：２３．３� １８２．７�
４７ ピンクカメオ 牝５鹿 ５６ 和田 竜二金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 新冠 パカパカ
ファーム ４７８－２０１：２３．４
 ８０．９�

８１６ レットバトラー 牡７鹿 ５６ 角田 晃一 �社台レースホース松永 昌博 千歳 社台ファーム ５２０＋１２１：２３．５� １６５．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２３，９３２，５００円 複勝： １６０，０００，３００円 枠連： １３５，９９３，１００円

普通馬連： ７７４，５４８，０００円 馬単： ４２１，７８４，９００円 ワイド【拡大馬連】： １７７，０９０，９００円

３連複： ９０３，０９６，２００円 ３連単： ２，１３９，４１４，５００円 計： ４，８３５，８６０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１１０円 複 勝 � ３３０円 � １９０円 � １９０円 枠 連（２－７） ８６０円

普通馬連 �� ３，３３０円 馬 単 �� ７，５６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１４０円 �� ９３０円 �� ５７０円

３ 連 複 ��� ５，２９０円 ３ 連 単 ��� ３９，６４０円

票 数

単勝票数 計１２３９３２５ 的中 � ８８１６１（７番人気）
複勝票数 計１６００００３ 的中 � １０７１０３（５番人気）� ２４９０９０（３番人気）� ２５３８４３（２番人気）
枠連票数 計１３５９９３１ 的中 （２－７） １１６９６７（３番人気）
普通馬連票数 計７７４５４８０ 的中 �� １７２０５５（１５番人気）
馬単票数 計４２１７８４９ 的中 �� ４１２０６（３１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１７７０９０９ 的中 �� ３７２７５（１４番人気）�� ４６５７９（１１番人気）�� ８０６７０（３番人気）
３連複票数 計９０３０９６２ 的中 ��� １２６０１８（１６番人気）
３連単票数 計２１３９４１４５ 的中 ��� ３９８３２（１２１番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．６―１１．３―１１．６―１１．７―１１．６―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２２．８―３４．１―４５．７―５７．４―１：０９．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３５．４
３ １３－４，３（１，１１）（５，１６）６（２，８）（１４，１５）（１２，７）（１０，９） ４ １３－４，３（１，１１，１６）（５，６）（２，８）（１４，１５）１２（７，９）１０

勝馬の
紹 介

ビービーガルダン �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 Westminster デビュー ２００６．７．２２ 函館１着

２００４．３．１０生 牡５青鹿 母 オールザチャット 母母 Rory’s Helen １７戦６勝 賞金 １６４，５５６，０００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。
（非抽選馬） ５頭 キクノアロー号・グレイトフルタイム号・ショウナンアクロス号・スナークファルコン号・ゼットフラッシュ号
※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。



０７０２４ ３月１日 晴 良 （２１阪神１）第２日 第１２競走 ��
��１，８００�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，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

４８ ツルマルビビッド 牡５鹿 ５７ 小牧 太鶴田 任男氏 坂口 正則 三石 山際セントラ
ルスタッド ４７６± ０１：５３．５ ６．９�

５９ トップオブザロック 牡５黒鹿５７ 生野 賢一山本 慎一氏 橋口弘次郎 えりも エクセルマネジメント ５１６± ０１：５３．６� ２７．５�
１２ ツルガオカランナー 牡４鹿 ５６ M．デムーロ松本 兼吉氏 池江 泰寿 千歳 社台ファーム ４８０＋１２１：５３．７� ３．９�

（伊）

６１１ マッシヴエンペラー 牡４栗 ５６ 和田 竜二小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム ４８６＋ ４ 〃 ハナ ９．０�
２３ マヤノバルトーク 牡５鹿 ５７ 福永 祐一田所 英子氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ５０２＋ ２１：５３．８クビ ２２．４�
８１６� アドマイヤレグルス 牡６黒鹿５７ 安藤 勝己近藤 利一氏 松田 博資 浦河 辻 牧場 B４６８－１０１：５３．９� ７．９�
３５ パーフェクトラン 牡６鹿 ５７ 幸 英明下井 道博氏 小原伊佐美 浦河 東栄牧場 ５０８－ ２１：５４．１１� ９．１�
４７ ト シ セ ン ト 牡５栗 ５７ 下原 理上村 叶氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 ４６８－ ２ 〃 ハナ ５．１	

（兵庫）

５１０ アグネスラナップ 牡４青 ５６ 武 幸四郎渡辺 孝男氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 ４９８± ０１：５４．５２� ３１．９

２４ ウインルーセント 牡５栗 ５７ 熊沢 重文�ウイン 佐々木晶三 浦河 桑田 正己 ５１０－ ４１：５４．６クビ ８．６�
８１５ タンゴノセック 牡５鹿 ５７ 田村 太雅ターフ・スポート坂口 正則 浦河 市川フアーム ４７８－ ２１：５４．７	 ４４．７�
１１ サンシーズン 
７鹿 ５７ 四位 洋文竹内十志夫氏 昆 貢 静内 フジワラフアーム ５０６± ０１：５５．１２� ８２．２�
７１４ マルタカタキオン 牡６栗 ５７ 田中 克典高橋 義和氏 池添 兼雄 新冠 北星村田牧場 ４９８－ ８１：５５．７３� ５６．０�
６１２ アレクシオス 牡６栗 ５７ 秋山真一郎 サンデーレーシング 吉田 直弘 早来 ノーザンファーム ４６４± ０ 〃 クビ １７２．３�
７１３ ヤマノボンディール 牝４鹿 ５４ 三浦 皇成山泉 恵宥氏 領家 政蔵 新冠 高瀬牧場 B４５８－ ２１：５５．９１� ４６．９�
３６ オーミチェリッシュ 牝５鹿 ５５ 角田 晃一岩� 僖澄氏 宮 徹 浦河 野表 春雄 ４２０－ ２１：５６．１１ ２１３．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４３，５５７，６００円 複勝： ６７，１１９，７００円 枠連： ５８，３３７，３００円

普通馬連： ２０４，１１６，７００円 馬単： １２０，７０５，２００円 ワイド【拡大馬連】： ５９，２８１，１００円

３連複： ２４０，９９６，６００円 ３連単： ５１５，８４６，５００円 計： １，３０９，９６０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６９０円 複 勝 � ２３０円 � ６９０円 � １８０円 枠 連（４－５） ２，５２０円

普通馬連 �� ８，９７０円 馬 単 �� １５，７２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，８２０円 �� ５２０円 �� ２，７００円

３ 連 複 ��� １３，０６０円 ３ 連 単 ��� １１０，０３０円

票 数

単勝票数 計 ４３５５７６ 的中 � ５０２３３（３番人気）
複勝票数 計 ６７１１９７ 的中 � ７９１６６（３番人気）� ２０１８８（８番人気）� １１８０２０（２番人気）
枠連票数 計 ５８３３７３ 的中 （４－５） １７１２４（１２番人気）
普通馬連票数 計２０４１１６７ 的中 �� １６７９７（２７番人気）
馬単票数 計１２０７０５２ 的中 �� ５６６８（５０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５９２８１１ 的中 �� ４９５５（２８番人気）�� ３０９２１（２番人気）�� ５１７６（２５番人気）
３連複票数 計２４０９９６６ 的中 ��� １３６２６（３９番人気）
３連単票数 計５１５８４６５ 的中 ��� ３４６０（３１１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２３．９―３７．２―５０．３―１：０３．５―１：１５．８―１：２７．９―１：４０．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ツルマルビビッド �
�
父 ティンバーカントリー �

�
母父 ミルジヨージ デビュー ２００６．１１．５ 京都２着

２００４．３．１２生 牡５鹿 母 エイシンバンビーナ 母母 エイシンナツコ ２６戦４勝 賞金 ５５，３３０，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



（２１阪神１）第２日 ３月１日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７３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

２７９，６６０，０００円
８，４４０，０００円
１２，０８０，０００円
１，８２０，０００円
２８，５４０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６２，５７６，０００円
５，２０３，８００円
１，７１２，７００円

勝馬投票券売得金
４２８，２１９，７００円
６２０，８０６，５００円
４１０，４７４，４００円
１，７７９，８３９，９００円
１，１５５，６８４，１００円
４９２，８０２，６００円
２，０９８，４４１，０００円
４，６２６，４７２，９００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 １１，６１２，７４１，１００円

総入場人員 ２６，４９８名 （有料入場人員 ２５，１９３名）




