
０７０４９ ３月１４日 小雨 不良 （２１阪神１）第５日 第１競走 ��１，４００�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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

４７ ピュアチャプレット 牝３芦 ５４ 川田 将雅吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４７０＋ ２１：２５．４ ２．０�

２２ ノボレインボー 牝３芦 ５４ 福永 祐一�LS.M 天間 昭一 日高 高橋牧場 ４７４－ ４１：２５．６１� ５．８�
２３ ウィズインライアン 牝３鹿 ５４ 古川 吉洋内藤 耕造氏 福島 信晴 浦河 谷川牧場 ４２０－ ２１：２５．９２ ３８．２�
５８ レディームスタング 牝３栗 ５４ M．デムーロ�野 葉子氏 梅田 智之 浦河 大成牧場 ４６４＋ ６１：２６．１１� ９．３�

（伊）

４６ ホッコーフクヒメ 牝３芦 ５４ 飯田 祐史矢部 幸一氏 飯田 明弘 日高 浦新牧場 ４４０－ ２１：２６．２クビ １６２．１�
８１５ プロテクトジアース 牝３栗 ５４ 橋本 美純飯田 正剛氏 松田 博資 静内 千代田牧場 ４９０－ ８１：２６．３� ２３．９�
７１３ ア ッ サ イ 牝３鹿 ５４ 小林 徹弥	ターフ・スポート安達 昭夫 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４１０－ ８１：２７．０４ ３９９．２

６１０ サンデーローズ 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠松岡 隆雄氏 石坂 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４８－ ２１：２７．２１� ４．０�
７１２ カワカミキラリン 牝３青鹿５４ 池添 謙一 	三石川上牧場 西浦 勝一 三石 三石川上牧場 ４１６＋ ６１：２７．４１� ２１．６�
３４ ファインラヴ 牝３鹿 ５４ 小牧 太岩� 僖澄氏 宮 徹 浦河 ミルファーム ４７４＋ ４１：２７．５� ４２．６
１１ オードリーアン 牝３芦 ５４ 角田 晃一辰己 岩夫氏 坪 憲章 早来 ノーザンファーム ４５２ ―１：２７．８１� ２７．２�
８１４ マジカルレッド 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎海谷 幸司氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド ４３４± ０１：２７．９� ４３．６�
５９ ピーチインラヴ 牝３鹿 ５４ 岩崎 祐己入江 一彦氏 西橋 豊治 新ひだか 高橋フアーム ４８４－ ６１：２８．０クビ ５５４．３�
６１１ シ ン ア イ 牝３鹿 ５４ 浜中 俊服部 新平氏 吉岡 八郎 日高 日西牧場 ４５４－１２１：２８．７４ ３３８．５�
３５ パ ヴ ァ ー ヌ 牝３栗 ５４ 熊沢 重文 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ４３４＋ ２１：２９．０２ ２９８．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １６，１０６，３００円 複勝： ２２，１６０，２００円 枠連： １０，６７５，０００円

普通馬連： ３９，３２２，４００円 馬単： ３２，６６９，５００円 ワイド【拡大馬連】： １５，９３５，１００円

３連複： ５６，８６８，７００円 ３連単： ８８，６３４，２００円 計： ２８２，３７１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １２０円 � １８０円 � ７６０円 枠 連（２－４） ４９０円

普通馬連 �� ５７０円 馬 単 �� ９４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２９０円 �� １，５００円 �� １，８８０円

３ 連 複 ��� ５，１８０円 ３ 連 単 ��� １６，２４０円

票 数

単勝票数 計 １６１０６３ 的中 � ６６１３４（１番人気）
複勝票数 計 ２２１６０２ 的中 � ７１５３２（１番人気）� ３０２９４（３番人気）� ４６９８（８番人気）
枠連票数 計 １０６７５０ 的中 （２－４） １６３３５（２番人気）
普通馬連票数 計 ３９３２２４ 的中 �� ５１２９１（２番人気）
馬単票数 計 ３２６６９５ 的中 �� ２５８６６（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５９３５１ 的中 �� １６０４２（２番人気）�� ２４０８（１６番人気）�� １８９５（２４番人気）
３連複票数 計 ５６８６８７ 的中 ��� ８１０７（１７番人気）
３連単票数 計 ８８６３４２ 的中 ��� ４０３０（４７番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．１―１２．１―１２．５―１２．５―１２．３―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．７―３５．８―４８．３―１：００．８―１：１３．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ピュアチャプレット �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．２．２２ 京都３着

２００６．４．７生 牝３芦 母 バプティスタ 母母 ビ ー バ ッ プ ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
※オードリーアン号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※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。



０７０５０ ３月１４日 小雨 不良 （２１阪神１）第５日 第２競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時３０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：０９．７
１：０８．７

重

重

６８ ミッシングナンバー 牡３栗 ５６ M．デムーロ石瀬 浩三氏 領家 政蔵 日高 高山牧場 ４５２－ ４１：１２．３ １．４�
（伊）

７１０ シャイニークエスト 牡３栗 ５６ 角田 晃一小林 昌志氏 石坂 正 平取 雅 牧場 ４７２－ ４１：１２．４� ５．２�
１１ アスタークリス 牡３芦 ５６ 岩田 康誠加藤 久枝氏 加藤 敬二 様似 林 時春 B４２８－ ６１：１２．７２ ５．７�
８１１ チ ェ ン ジ 牡３栗 ５６ 飯田 祐史�協和牧場 飯田 明弘 新冠 協和牧場 ４９４＋ ４１：１３．４４ １６．２�
３３ ヤマイチコマンド 牡３黒鹿５６ 佐久間寛志坂本 肇氏 鹿戸 明 宮城 佐々木 隆基 ４５８－１４１：１３．９３ ７９．６�
２２ ラッキーパズル 牝３鹿 ５４ 小牧 太玉井 宏和氏 谷 潔 日高 白井牧場 B４１６＋ ８ 〃 クビ ２８．０�
４４ ローレルファイアー 牡３鹿 ５６ 浜中 俊 	ローレルレーシング 坂口 正大 新冠 協和牧場 ４４０＋ ８１：１４．２１� ８８．５

６７ コウセイグレイト 牝３黒鹿５４ 荻野 要杉安浩一郎氏 境 直行 三石 乾 皆雄 ４６２－ ８ 〃 クビ ３０．５�
５５ テイエムミチシオ 牝３栗 ５４

５１ ▲大下 智竹園 正繼氏 木原 一良 門別 藤本ファーム ４２０± ０１：１４．５１� ２８７．１�
７９ ニホンピロボレー 牝３栗 ５４ 熊沢 重文小林百太郎氏 服部 利之 浦河 鵜木 唯義 ４２０－ ６１：１４．６� １５７．８
８１２ オンワードシルバー 牡３芦 ５６ 小林 徹弥樫山 ハル氏 目野 哲也 浦河 オンワード牧場 ４６４＋ ２１：１４．９１� ２５３．２�
５６ メメミルキッシュ 牝３栗 ５４ 橋本 美純本谷 惠氏 藤沢 則雄 日高 藤本 友則 ４２６± ０１：１５．６４ ２２９．９�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １６，８３１，２００円 複勝： ５０，６８７，４００円 枠連： １１，２１６，５００円

普通馬連： ３７，５１４，７００円 馬単： ４１，９０１，２００円 ワイド【拡大馬連】： １５，８００，１００円

３連複： ５１，７３５，０００円 ３連単： １２４，７６１，９００円 計： ３５０，４４８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １００円 � １２０円 � １２０円 枠 連（６－７） ２７０円

普通馬連 �� ３１０円 馬 単 �� ３９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １３０円 �� １４０円 �� ２２０円

３ 連 複 ��� ２６０円 ３ 連 単 ��� ７７０円

票 数

単勝票数 計 １６８３１２ 的中 � ９６１９６（１番人気）
複勝票数 計 ５０６８７４ 的中 � ３６２８９６（１番人気）� ４９２１０（２番人気）� ４５２７２（３番人気）
枠連票数 計 １１２１６５ 的中 （６－７） ３１６７７（１番人気）
普通馬連票数 計 ３７５１４７ 的中 �� ９１４６５（２番人気）
馬単票数 計 ４１９０１２ 的中 �� ８１０６１（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５８００１ 的中 �� ３５０３４（１番人気）�� ３２５４０（２番人気）�� １３４８８（３番人気）
３連複票数 計 ５１７３５０ 的中 ��� １４８９７６（１番人気）
３連単票数 計１２４７６１９ 的中 ��� １２０１０３（２番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．６―１１．９―１２．３―１２．４―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．０―３４．９―４７．２―５９．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミッシングナンバー �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Caerleon デビュー ２００９．１．１０ 京都５着

２００６．６．１７生 牡３栗 母 マチカネエンムスビ 母母 Pharaoh’s Delight ５戦１勝 賞金 ９，７５０，０００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。



０７０５１ ３月１４日 小雨 不良 （２１阪神１）第５日 第３競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１１時００分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

６７ カリスマライズ 牡３栗 ５６ 熊沢 重文畔柳 年言氏 崎山 博樹 浦河 日優牧場 ５００± ０１：５５．２ ２３５．０�

７９ 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 ４５２－ ６ 〃 クビ ２．２�
７８ ドルフィンクエスト 牡３青 ５６ 角田 晃一 �ユートピア牧場 飯田 雄三 登別 ユートピア牧場 ４８６－ ２１：５５．５１� １３．６�
１１ タナカラボタモチ 牡３栗 ５６ 川田 将雅�グランプリ 吉田 直弘 千歳 社台ファーム ４９８－ ２１：５５．６� ８．９�
４４ 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 ４５６－ ２１：５５．７� ５．３�

（伊）

２２ � スマーティーダンス 牝３栗 ５４ 小牧 太 �社台レースホース橋口弘次郎 米 Shadai Farm ４２８± ０１：５６．６５ ３．３	
５５ シャイニーキング 牡３鹿 ５６ 古川 吉洋小林 昌志氏 福島 信晴 平取 雅 牧場 ５０２± ０１：５６．７クビ １７．７

８１１� コンポステラ 牝３黒鹿５４ 岩田 康誠 �ノースヒルズマネ

ジメント 中竹 和也 米
Gainesway Thoroughbreds
Ltd., Muirfield Ventures &
JMJ Racing Stable

５１８＋ ２ 〃 ハナ ６３．９�
３３ メジロヴェラクルス 牡３鹿 ５６ 浜中 俊�メジロ牧場 北出 成人 洞爺湖 メジロ牧場 ４６２－ ２１：５７．１２� ２７．２�
６６ ムーヴィンオン 牡３栗 ５６

５３ ▲大下 智吉田 修氏 梅内 忍 様似 出口 繁夫 ４３４－ ８１：５７．８４ ６６．８
８１０ クリスタルドラゴン 牡３青 ５６ 小林 徹弥西浦 和男氏 目野 哲也 浦河 丸幸小林牧場 ５０４＋ ２１：５７．９� ３４２．８�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １５，３５３，０００円 複勝： ２５，７７１，１００円 枠連： １０，５３２，６００円

普通馬連： ３９，６９３，９００円 馬単： ３４，６４０，７００円 ワイド【拡大馬連】： １５，２４５，３００円

３連複： ５４，４０２，５００円 ３連単： １０４，６０５，５００円 計： ３００，２４４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３，５００円 複 勝 � ３，８４０円 � １３０円 � ３８０円 枠 連（６－７） ４，４６０円

普通馬連 �� ２４，４６０円 馬 単 �� ６６，０６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５，３１０円 �� １８，２７０円 �� ６２０円

３ 連 複 ��� ６８，２９０円 ３ 連 単 ��� ８８７，３５０円

票 数

単勝票数 計 １５３５３０ 的中 � ５１５（１０番人気）
複勝票数 計 ２５７７１１ 的中 � １１４５（１０番人気）� ８４６５５（１番人気）� １４３１２（５番人気）
枠連票数 計 １０５３２６ 的中 （６－７） １７４６（１３番人気）
普通馬連票数 計 ３９６９３９ 的中 �� １１９８（３０番人気）
馬単票数 計 ３４６４０７ 的中 �� ３８７（６５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５２４５３ 的中 �� ６８２（３２番人気）�� １９６（４４番人気）�� ６６０７（６番人気）
３連複票数 計 ５４４０２５ 的中 ��� ５８８（７６番人気）
３連単票数 計１０４６０５５ 的中 ��� ８７（５３９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．２―３８．１―５１．５―１：０４．９―１：１７．８―１：３０．４―１：４２．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カリスマライズ �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２００８．１２．７ 阪神９着

２００６．４．８生 牡３栗 母 キクノスカーレット 母母 フエードエリカ ５戦１勝 賞金 ５，０００，０００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。



０７０５２ ３月１４日 曇 重 （２１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３０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

７１３ ワールドコンパス 牡３鹿 ５６ 浜中 俊齊藤四方司氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４７２－ ８１：３８．５ １１．１�

２４ ゴールデンゴール 牡３鹿 ５６ 川田 将雅吉田 和美氏 吉田 直弘 浦河 三好牧場 ４３８－ ４１：３８．７１ ９．４�
１２ コスモエルベン 牡３鹿 ５６ 長谷川浩大 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 静内 漆原 武男 ４８０－ ４１：３８．８� ２３．４�
８１６ タニノネグローニ 牡３黒鹿５６ 福永 祐一谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 ４７０＋ ８ 〃 アタマ １４．８�
４８ アドマイヤメジャー 牡３青鹿５６ 岩田 康誠近藤 利一氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４３６－ ６１：３９．０１� ３．７�
５１０ オートホワイティ 牝３芦 ５４ 角田 晃一大戸 時子氏 沖 芳夫 新冠 八木農場 ４１８－ ６１：３９．１� ５２．６�
５９ ダノンソウマ 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文	ダノックス 小崎 憲 大樹 柏台牧場 ５１４＋ ６１：３９．２� ５９．９

２３ ナムラアウラ 牝３黒鹿５４ 小林 徹弥奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 伊藤 明 ４５０－ ２ 〃 ハナ ２４．７�
３６ トップフリーダム 牡３鹿 ５６

５３ ▲松山 弘平横瀬 兼二氏 池添 兼雄 浦河 太陽牧場 ４５４－ ４ 〃 同着 ５．６�
４７ ミスアンコール 牝３鹿 ５４ M．デムーロ 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 ４２８－１４１：３９．４１� ２０．５

（伊）

７１４ マイネルロワイヤル 牡３青鹿５６ 田中 克典 	サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中村 均 むかわ 市川牧場 ４７６＋ ６ 〃 クビ １０３．８�

６１１ ラガーゴールデン 牡３鹿 ５６ 石橋 守奥村 啓二氏 田所 清広 静内 今 牧場 ４１６－ ８１：３９．５� ３０６．１�
８１５ ナナイロカメン 牡３芦 ５６ 古川 吉洋山田 貞蔵氏 五十嵐忠男 日高 門別フアーム ４３２－ ６１：３９．６� ２１８．２�
６１２ マルブツジャンボ 牡３芦 ５６ 小牧 太大澤 毅氏 加用 正 浦河 大島牧場 ５４６＋ ６１：４０．２３� ２．９�
３５ コウエイテンプウ 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎西岡 静男氏 坂口 正大 浦河 安原 実 ４６８＋１４１：４０．３� １０６．０�
１１ デンコウファイト 牡３芦 ５６ 池添 謙一田中 康弘氏 鶴留 明雄 様似 中脇 一幸 ５０８＋ ６ （競走中止） １５４．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，４６８，５００円 複勝： ２５，６５０，３００円 枠連： １２，９６９，１００円

普通馬連： ４２，３１８，０００円 馬単： ３０，８１８，６００円 ワイド【拡大馬連】： １７，０２３，３００円

３連複： ５４，４９０，６００円 ３連単： ８１，６８７，６００円 計： ２８１，４２６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１１０円 複 勝 � ３６０円 � ３３０円 � ６８０円 枠 連（２－７） ３，４００円

普通馬連 �� ６，０１０円 馬 単 �� １３，５００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６５０円 �� ４，０９０円 �� ４，４２０円

３ 連 複 ��� ５６，１７０円 ３ 連 単 ��� ３４８，４８０円

票 数

単勝票数 計 １６４６８５ 的中 � １１７３１（５番人気）
複勝票数 計 ２５６５０３ 的中 � １９４２５（５番人気）� ２２０７６（４番人気）� ９１０２（８番人気）
枠連票数 計 １２９６９１ 的中 （２－７） ２８２２（１３番人気）
普通馬連票数 計 ４２３１８０ 的中 �� ５１９７（１９番人気）
馬単票数 計 ３０８１８６ 的中 �� １６８５（４２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７０２３３ 的中 �� ２６００（１８番人気）�� １０１７（３５番人気）�� ９３９（３７番人気）
３連複票数 計 ５４４９０６ 的中 ��� ７１６（１２２番人気）
３連単票数 計 ８１６８７６ 的中 ��� １７３（６９２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．０―３６．３―４８．６―１：０１．３―１：１３．８―１：２５．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワールドコンパス �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．１２．１３ 中山３着

２００６．５．７生 牡３鹿 母 マニックサンデー 母母 バブルプロスペクター ４戦１勝 賞金 ８，１００，０００円
〔発走状況〕 マルブツジャンボ号は，枠入り不良。

ラガーゴールデン号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔競走中止〕 デンコウファイト号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため３コーナー手前で競走中止。
※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。
（非抽選馬） ３頭 コスモクリスタル号・パープルタイヨー号・ファインプレイ号
※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。



０７０５３ ３月１４日 曇 不良 （２１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２０分 （ダート・右）

牝，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

１２ アクアバンブー 牝３栗 ５４ 川田 将雅�バンブー牧場 谷 潔 浦河 バンブー牧場 ４６２ ―１：２６．１ １．８�

２４ マルタカボーイス 牝３鹿 ５４ 小牧 太高橋 義和氏 境 直行 日高 豊洋牧場 ４６２ ―１：２６．８４ ３０．９�
７１３ ヤマニンライラ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４４６ ―１：２６．９� ６．７�
４７ ロッチドリーマー 牝３鹿 ５４ 佐久間寛志村上 稔氏 佐藤 正雄 新冠 石田牧場 ４３６ ―１：２７．５３� １７．１�
１１ ショウナンタイリン 牝３栗 ５４ M．デムーロ国本 哲秀氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 ４５０ ―１：２７．７１� ９．１�

（伊）

８１６ スターペスレイコ 牝３芦 ５４ 角田 晃一河野和香子氏 藤岡 範士 浦河 村中牧場 ４２０ ― 〃 ハナ ８５．９�
８１５ サ ア ド ウ ゾ 牝３栗 ５４ 四位 洋文小田切有一氏 田中 章博 新ひだか 田中 裕之 ４３４ ―１：２７．８クビ ４０．７	
５１０ メイショウオトセ 牝３鹿 ５４ 古川 吉洋松本 好雄氏 武田 博 浦河 三嶋牧場 ４５２ ― 〃 クビ １５．６

６１２ サンレイシャーマン 牝３芦 ５４ 難波 剛健永井 啓弍氏 高橋 成忠 新ひだか 岡野牧場 ４７２ ―１：２７．９クビ ２６．０�
７１４ ペティマイカパルア 牝３栗 ５４ 田中 克典畔柳 年言氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 ４１０ ―１：２８．２２ １０６．１�
６１１ ヴェレンクラフト 牝３芦 ５４ 池添 謙一 �サンデーレーシング 浅見 秀一 追分 追分ファーム ４５８ ―１：２８．８３� ２０．１
５９ オールオールオール 牝３栗 ５４ 飯田 祐史��昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４４４ ―１：２９．０１� ２３．６�
３６ マイダンスステップ 牝３鹿 ５４ 石橋 守五影 慶則氏 本田 優 静内 フジワラフアーム ４７８ ―１：２９．６３� １５２．２�
２３ トウカイハイジ 牝３栗 ５４ 橋本 美純内村 正則氏 安田 隆行 浦河 吉田 又治 ４７４ ―１：２９．７クビ ２３．９�
４８ タガノメノウ 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠八木 昌司氏 岡田 稲男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４７４ ―１：３０．３３� ２９．８�
３５ レディラブノット 牝３鹿 ５４ 熊沢 重文 �ロードホースクラブ 伊藤 正徳 三石 ケイアイファーム ４４０ ―１：３０．５１� ５８．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，６９４，９００円 複勝： １９，７８５，７００円 枠連： １６，６６７，２００円

普通馬連： ３４，７９９，４００円 馬単： ２９，７２６，３００円 ワイド【拡大馬連】： １３，６４９，４００円

３連複： ４７，２６８，６００円 ３連単： ７５，０９５，３００円 計： ２５２，６８６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １２０円 � ５４０円 � １６０円 枠 連（１－２） ８１０円

普通馬連 �� ２，５２０円 馬 単 �� ３，２２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９６０円 �� ３７０円 �� １，７２０円

３ 連 複 ��� ５，３３０円 ３ 連 単 ��� ２５，５３０円

票 数

単勝票数 計 １５６９４９ 的中 � ７１４５４（１番人気）
複勝票数 計 １９７８５７ 的中 � ７０４８８（１番人気）� ５５６６（１１番人気）� ３０１５４（２番人気）
枠連票数 計 １６６６７２ 的中 （１－２） １５２７４（６番人気）
普通馬連票数 計 ３４７９９４ 的中 �� １０１９５（８番人気）
馬単票数 計 ２９７２６３ 的中 �� ６８１７（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３６４９４ 的中 �� ３３７５（９番人気）�� １０１９９（２番人気）�� １８１５（１６番人気）
３連複票数 計 ４７２６８６ 的中 ��� ６５５７（１６番人気）
３連単票数 計 ７５０９５３ 的中 ��� ２１７１（６０番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１２．１―１２．６―１２．７―１２．５―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．４―３５．５―４８．１―１：００．８―１：１３．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．６―３F３８．０
３ ・（４，９）（１３，１５）（２，１６）（６，１０，１４）（７，３，１２）１１－１（８，５） ４ ４（９，１３，１５）（２，１６）（１０，１４）（７，３，１２）６，１１－１，５，８

勝馬の
紹 介

アクアバンブー �
�
父 バブルガムフェロー �

�
母父 ドクターデヴィアス 初出走

２００６．４．３生 牝３栗 母 ラモーダバンブー 母母 フエアリーバンブー １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 エスジーセブンティ号・オードリーアン号・クリーンナップ号・ツルギロマンス号・ピンクマラコイデス号
※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。



０７０５４ ３月１４日 晴 重 （２１阪神１）第５日 第６競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１２時５０分 （芝・右・外）

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

１：４５．２
１：４４．１

良

良

６１２ チュウワプリンス 牡３黒鹿５６ 池添 謙一中西 忍氏 大久保龍志 静内（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４４６ ―１：５２．０ ４．３�

１２ カサブランカ 牝３栗 ５４ M．デムーロ近藤 英子氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム ４４６ ―１：５２．４２� ７．３�
（伊）

２４ ア ル モ ン 牡３鹿 ５６ 四位 洋文�エーティー 昆 貢 新ひだか 山際牧場 ４６０ ― 〃 アタマ ２．７�
４７ ナイトフッド 牡３青鹿５６ 福永 祐一 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４８２ ―１：５２．８２� ３．５�
２３ マチカネシズガタケ 牝３栗 ５４ 古川 吉洋細川 益男氏 南井 克巳 日高 待兼牧場 ４５６ ―１：５２．９� ２７．７�
６１１ タガノアルデバラン 牝３芦 ５４ 橋本 美純八木 良司氏 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５４ ―１：５３．２２ ６７．８�
８１６ ビクトリーレディー 牝３鹿 ５４ 武 英智菅藤 宗一氏 梅田 智之 新冠 新冠橋本牧場 ４７２ ― 〃 ハナ １８０．０	
５１０ タガノレヴェントン 牝３鹿 ５４ 川田 将雅八木 良司氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４０ ―１：５３．３� ２７．９

３６ キタサンダーリン 牡３黒鹿５６ 小牧 太�大野商事 安田伊佐夫 静内（有）石川牧場 ３９８ ―１：５３．４� ２６．４�
１１ メイショウソプラノ 牝３鹿 ５４ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 静内 寺越 政幸 ４４８ ―１：５３．７１� ３０．５�
７１３ マスタークラウン 牡３鹿 ５６ 石橋 守�三嶋牧場 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 ４７８ ―１：５４．２３ ５５．５
４８ シャイニーガバナー 牡３鹿 ５６ 浜中 俊小林 昌志氏 平田 修 平取 雅 牧場 ５１０ ―１：５４．９４ ４３．０�
８１５ ゲットワイルド 牡３栗 ５６

５３ ▲松山 弘平小林 一成氏 清水 出美 浦河 昭和牧場 ４５８ ― 〃 ハナ １３４．８�
３５ ヴェルディーク 牝３栗 ５４ 角田 晃一 �グリーンファーム 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム ４４２ ―１：５５．９６ １２２．０�
７１４ トレモリノス 牝３鹿 ５４ 小林 徹弥 �社台レースホース岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５０ ―１：５６．３２� １０８．７�
５９ リュウライコウ 牡３鹿 ５６ 長谷川浩大林 �一氏 田所 清広 新ひだか 今 牧場 ５１４ ―１：５７．６８ １８３．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，０２７，１００円 複勝： １７，８４０，８００円 枠連： １２，５９１，２００円

普通馬連： ３４，００６，８００円 馬単： ２９，３２５，２００円 ワイド【拡大馬連】： １２，４１８，６００円

３連複： ４３，８６４，０００円 ３連単： ７７，８０７，６００円 計： ２４２，８８１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １５０円 � １６０円 � １２０円 枠 連（１－６） １，５６０円

普通馬連 �� １，７３０円 馬 単 �� ３，４９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４３０円 �� ２９０円 �� ３８０円

３ 連 複 ��� １，４６０円 ３ 連 単 ��� １１，０４０円

票 数

単勝票数 計 １５０２７１ 的中 � ２７７４３（３番人気）
複勝票数 計 １７８４０８ 的中 � ２９６２３（３番人気）� ２４０７６（４番人気）� ５３７６７（１番人気）
枠連票数 計 １２５９１２ 的中 （１－６） ５９７４（６番人気）
普通馬連票数 計 ３４００６８ 的中 �� １４５８０（６番人気）
馬単票数 計 ２９３２５２ 的中 �� ６２０２（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２４１８６ 的中 �� ６９２８（５番人気）�� １１５０４（２番人気）�� ７９２０（４番人気）
３連複票数 計 ４３８６４０ 的中 ��� ２２１９９（３番人気）
３連単票数 計 ７７８０７６ 的中 ��� ５２０４（２５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．８―３６．７―５０．２―１：０３．２―１：１６．０―１：２８．５―１：３９．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．８―３F３６．０
３ ３，１６（２，１３）（８，１１）（１，１２）７，４，１５－（６，１０，１４）－９－５ ４ ３，１６，１３，２（８，１１）（１，７，１２）（４，５）１５（６，１０）－９－１４
市場取引馬

勝馬の
紹 介

チュウワプリンス �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ノーザンテースト 初出走

２００６．１．１８生 牡３黒鹿 母 コ ン パ ス 母母 コ ン カ ロ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔その他〕 リュウライコウ号は，競走中に疾病〔心房細動〕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。
※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 ダスティンバローズ号
※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。



０７０５５ ３月１４日 晴 不良 （２１阪神１）第５日 第７競走 ��
��１，２００�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 ７，４００，０００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

６１２� ホッコーワンマン 牡５栗 ５７ 熊沢 重文矢部 幸一氏 須貝 尚介 門別 浦新牧場 ４８０－ ４１：１１．６ ３３．１�

４７ シュウボンバー 牡４栗 ５７ 四位 洋文小田 吉男氏 坂口 正則 三石 折手牧場 B５０２＋ ２１：１１．９１� ７．５�
２４ テイエムクレナイ 牝４栗 ５５ 小牧 太竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 高岸 節雄 ４６８＋ ６１：１２．０	 ３．５�
７１４ マイネラロンハ 牝４栗 ５５ M．デムーロ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 野元 昭 新冠 ビッグレッドファーム ４６６－ ４ 〃 ハナ ７．０�

（伊）

２３ ヒカリマーガレット 牝５栗 ５５ 岩田 康誠當山 �則氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム B４８２＋ ８ 〃 アタマ ４．０�
３５ ハードリレー 牡５栗 ５７ 浜中 俊津田 一男氏 福永 甲 静内 漆原 武男 ４６０± ０ 〃 クビ １１．８	
７１３ 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 ４７６＋ ４１：１２．２１ １９．３

５１０
 ウインハンズダウン 牡５鹿 ５７ 福永 祐一前田 幸治氏 白井 寿昭 米 Golden Oak

Farm LLC ４４０－ ４１：１２．８３	 ６４．６�
８１５� セフティープラチナ �４黒鹿５７ 白坂 聡池田 實氏 須貝 彦三 静内 マルショウ牧場 ４５２－１９１：１３．５４ １２４．４�
４８ ヒシルーマー 牝５青鹿５５ 池添 謙一阿部雅一郎氏 佐山 優 浦河 中村 雅明 ５０４＋ ４１：１３．７１	 ３２．５
１１ オタカラボックス 牝４栗 ５５ 武 幸四郎小林 祥晃氏 須貝 尚介 浦河 成隆牧場 ４４６＋２４１：１３．８� ６２．４�
３６ カウンセラー 牡４芦 ５７ 小林 徹弥川上 哲司氏 目野 哲也 三石 久井牧場 ４４８＋ ８１：１３．９	 ８．５�
５９ アリューバニヤン 牡４栗 ５７ 川田 将雅津村 靖志氏 鮫島 一歩 新冠 風間 洋 ５１０－ ８ 〃 クビ １６．４�
６１１ ジョウショーアロー 牡４鹿 ５７ 岩崎 祐己熊田 義孝氏 西橋 豊治 静内 野坂牧場 ４９８＋ ６ 〃 ハナ ４５．０�
１２ マイネアクトナイン 牝４鹿 ５５ 船曳 文士 �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 ４１８－１０１：１４．１１ ２０６．８�

（１５頭）
８１６ タマモアスリート 牡４栗 ５７

５４ ▲松山 弘平タマモ� 南井 克巳 静内 岡田牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １３，４３０，９００円 複勝： ２４，２２３，３００円 枠連： １７，３０９，３００円

普通馬連： ４９，１７８，４００円 馬単： ３１，１５４，２００円 ワイド【拡大馬連】： １７，８９８，７００円

３連複： ６３，２３５，６００円 ３連単： ９９，９６３，５００円 計： ３１６，３９３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，３１０円 複 勝 � ６２０円 � ２５０円 � １６０円 枠 連（４－６） ５，６５０円

普通馬連 �� １１，４３０円 馬 単 �� ２１，２９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，６００円 �� １，６７０円 �� ４９０円

３ 連 複 ��� １３，８３０円 ３ 連 単 ��� １５５，６４０円

票 数

単勝票数 計 １３４３０９ 的中 � ３２０５（１０番人気）
複勝票数 計 ２４２２３３ 的中 � ７９２８（９番人気）� ２５２５６（４番人気）� ５２６２３（１番人気）
枠連票数 計 １７３０９３ 的中 （４－６） ２２６１（１８番人気）
普通馬連票数 計 ４９１７８４ 的中 �� ３１７７（３４番人気）
馬単票数 計 ３１１５４２ 的中 �� １０８０（６８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７８９８７ 的中 �� １６１２（３１番人気）�� ２５５７（２１番人気）�� ９８６３（３番人気）
３連複票数 計 ６３２３５６ 的中 ��� ３３７５（４８番人気）
３連単票数 計 ９９９６３５ 的中 ��� ４７４（４５３番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．５―１１．２―１１．９―１２．４―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２２．９―３４．１―４６．０―５８．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ホッコーワンマン �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 ス キ ャ ン

２００４．５．１５生 牡５栗 母 ホッコーシャープ 母母 ネスカベローザ １７戦１勝 賞金 １６，０００，０００円
初出走 JRA ［他本会外：２戦０勝］

〔出走取消〕 タマモアスリート号は，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） ２頭 スズカデヒア号・ディアアゲイン号
（非抽選馬） １頭 ワンダーホーマ号
※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。



０７０５６ ３月１４日 晴 不良 （２１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１３時５０分 （ダート・右）

１０００万円以下；負担重量は，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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

４８ トーセンマエストロ 牡７鹿 ５７ 上野 翔島川 �哉氏 飯田 雄三 浦河 日優牧場 ４８４＋１６１：２３．４ １１．６�

７１３� ウィッシュビーワン 牡４鹿 ５７ 四位 洋文�アカデミー 中竹 和也 米 March Thor-
oughbreds ４７４－ ４１：２３．７１� ８．１�

８１６ スマートブレード 牡８黒鹿５７ 岩田 康誠大川 徹氏 宮 徹 浦河 松田 次郎 ５４２＋ ７１：２４．１２	 １６．０�
２３ � エイシンハンコック 牡６黒鹿５７ 池添 謙一平井 豊光氏 大久保龍志 米 Winches-

ter Farm ４８０＋１４１：２４．２	 １１．４�
４７ マルサンテクニカル 牡５鹿 ５７

５４ ▲松山 弘平松井三千年氏 南井 克巳 様似 様似堀牧場 ４７４－ ２１：２４．３� １０．７�
５１０ ショウナンラノビア 牝６栗 ５５ 小牧 太国本 哲秀氏 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム ５１０－ ２１：２４．４	 ６４．４	
５９ マ サ ヤ マ ト 牡４栗 ５７ 武 幸四郎丸井 正貴氏 増本 豊 静内 山岸 康 ５３０－ ２１：２４．５クビ ９．８

６１２ ベンティスカ 牡５芦 ５７ 福永 祐一 �キャロットファーム 野中 賢二 三石 鳥井牧場 ４７０＋ ２ 〃 ハナ ５．６�
６１１ ファインスティール 牡７鹿 ５７ 田中 克典 �キャロットファーム 中尾 秀正 白老 白老ファーム ５１４＋ ２１：２４．７１	 １３２．８
１２ テンザンモビール 牡６黒鹿５７ 川田 将雅平野 澄江氏 矢作 芳人 門別 下河辺牧場 ４７６－１２１：２４．８クビ ３７．５�
３６ ホッコーキングオー 牡４鹿 ５７ 小林 徹弥矢部 幸一氏 野村 彰彦 浦河 辻 牧場 ５０４＋ ４１：２４．９	 ２６．８�
１１ � エ イ ワ ナ ギ 牡６鹿 ５７ 浜中 俊永井公太郎氏 松山 康久 米 Gainesway Thor-

oughbreds Ltd. B５３４－ ２ 〃 アタマ ６．８�
２４ � エビスオール 牝４青鹿５５ M．デムーロ加藤友三郎氏 加藤 征弘 米 Bourbon

Oaks Farm ４８２－ ４１：２５．０	 ３．８�
（伊）

８１５ マルブツランナー 牡６栗 ５７ 橋本 美純大澤 毅氏 加用 正 浦河 松田 憲一 ４８０－ ８１：２５．４２	 １４３．９�
７１４ ブルーフェアプレー 牝６鹿 ５５ 古川 吉洋 �ブルーマネジメント武田 博 新冠 川上 悦夫 ４８８－１２１：２５．５クビ ２１９．９�
３５ ウグイスジョウ 牝６鹿 ５５ 長谷川浩大加藤 信之氏 田所 秀孝 様似 �村 伸一 ４７０＋ ４ 〃 ハナ ６０．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，２６６，２００円 複勝： ２６，４７５，９００円 枠連： １７，３５９，３００円

普通馬連： ６１，１１１，６００円 馬単： ３６，４０７，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，３４２，８００円

３連複： ７６，３０６，０００円 ３連単： １１９，７７２，０００円 計： ３７５，０４１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１６０円 複 勝 � ３８０円 � ３１０円 � ６１０円 枠 連（４－７） ２，２００円

普通馬連 �� ５，３２０円 馬 単 �� １１，３３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５１０円 �� ３，４９０円 �� ３，２５０円

３ 連 複 ��� ４５，２４０円 ３ 連 単 ��� ２４９，７００円

票 数

単勝票数 計 １７２６６２ 的中 � １１７４７（８番人気）
複勝票数 計 ２６４７５９ 的中 � １８８００（７番人気）� ２３９０７（４番人気）� １０５３４（９番人気）
枠連票数 計 １７３５９３ 的中 （４－７） ５８３５（１１番人気）
普通馬連票数 計 ６１１１１６ 的中 �� ８４９１（２７番人気）
馬単票数 計 ３６４０７９ 的中 �� ２３７２（５４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０３４２８ 的中 �� ３３９０（２２番人気）�� １４２０（４２番人気）�� １５２８（４１番人気）
３連複票数 計 ７６３０６０ 的中 ��� １２４５（１３４番人気）
３連単票数 計１１９７７２０ 的中 ��� ３５４（７５４番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．８―１１．６―１２．０―１２．０―１２．１―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．３―３４．９―４６．９―５８．９―１：１１．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーセンマエストロ �
�
父 トワイニング �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２００４．８．１５ 小倉２着

２００２．５．３０生 牡７鹿 母 フエードエリカ 母母 ナルタキブイミー ２９戦４勝 賞金 ７８，２１７，０００円
※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。
（非当選馬） ２頭 アイノレグルス号・ニットウサラン号
（非抽選馬） ２頭 アレクシオス号・シゲルハスラット号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０７０５７ ３月１４日 晴 重 （２１阪神１）第５日 第９競走 ��３，９００�第１１回阪神スプリングジャンプ（Ｊ・ＧⅡ）
発走１４時２５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２�増，J・GⅡ競走１着馬１�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 ４７６，０００円 １３６，０００円 ６８，０００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

７１０ トーワヒヨシマル 牡４栗 ５９ 小坂 忠士齋藤 すゞ 氏 佐山 優 新冠 村本牧場 ４７２－ ６４：２４．４ ７０．８�

４４ スプリングゲント 牡９鹿 ６１ 白浜 雄造加藤 春夫氏 野村 彰彦 様似 堀 弘康 ５１６－１０ 〃 クビ ３．６�
５６ ミヤビペルセウス 牡９栗 ６０ 穂苅 寿彦村上 義勝氏 戸田 博文 静内 千代田牧場 ４７６－ ８４：２４．７１� １１５．９�
２２ キングジョイ 牡７鹿 ６２ 高田 潤松岡 隆雄氏 増本 豊 新冠 川上牧場 ５０８－ ６４：２４．８� ２．０�
７１１ テイエムエース 牡６栗 ６１ 菊地 昇吾竹園 正繼氏 鹿戸 明 新冠 テイエム牧場新冠分場 ４６８－１０ 〃 クビ １３．６�
８１３ クルワザード 牡７栗 ６０ 北沢 伸也 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 作田 誠二 静内 武岡牧場 B４５８± ０４：２５．１２ １１２．０�
６９ マルブツシルヴァー 牡７芦 ６０ 熊沢 重文大澤 毅氏 加用 正 浦河 大島牧場 ５３４－ ６４：２５．２クビ １９．６	
６８ メイケイグリーン �５黒鹿６０ 出津 孝一名古屋競馬� 木原 一良 静内 寺越 政幸 ４８６± ０４：２５．４１� ８０．４

５７ マヤノスターダム 牡７鹿 ６０ 植野 貴也田所 英子氏 坂口 正大 静内 千代田牧場 ５０８± ０４：２５．６１� ２０．３�
３３ デイトレーダー 牡６鹿 ６０ 金子 光希 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 天間 昭一 青森 諏訪牧場 ４７８－ ８４：２５．７クビ １１２．９�
４５ テイエムトッパズレ 牡６青鹿６０ 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 鹿児島 テイエム牧場 ４６０＋１０４：２５．９１ １７．９
８１２	 ドールリヴィエール 牡５鹿 ６０ 黒岩 悠服部 新平氏 吉岡 八郎 新冠 メイタイ牧場 ４９２－ ６ （競走中止） ８．４�
１１ エイシンニーザン 牡７栗 ６１ 西谷 誠平井 豊光氏 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ５０２± ０ （競走中止） １２．３�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２７，０４３，１００円 複勝： ３７，２３７，１００円 枠連： ２２，９１９，７００円

普通馬連： ８５，３６７，０００円 馬単： ６５，９３３，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，１７８，６００円

３連複： １０６，１９５，６００円 ３連単： ２３４，６３６，２００円 計： ６０５，５１１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７，０８０円 複 勝 � １，７２０円 � １９０円 � ２，７９０円 枠 連（４－７） １，７８０円

普通馬連 �� １５，６５０円 馬 単 �� ４８，０９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，４１０円 �� ２５，４３０円 �� ４，６２０円

３ 連 複 ��� １７８，５３０円 ３ 連 単 ��� ２，１６４，５２０円

票 数

単勝票数 計 ２７０４３１ 的中 � ３０１１（９番人気）
複勝票数 計 ３７２３７１ 的中 � ４７９６（１０番人気）� ７０７４２（２番人気）� ２８９３（１３番人気）
枠連票数 計 ２２９１９７ 的中 （４－７） ９５５３（８番人気）
普通馬連票数 計 ８５３６７０ 的中 �� ４０２７（３５番人気）
馬単票数 計 ６５９３３８ 的中 �� １０１２（７３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６１７８６ 的中 �� １４７０（３６番人気）�� ２５１（７８番人気）�� １４０２（３７番人気）
３連複票数 計１０６１９５６ 的中 ��� ４３９（１９３番人気）
３連単票数 計２３４６３６２ 的中 ��� ８０（１２９２番人気）

上り １マイル １：４７．２ ４F ５２．９－３F ３９．９
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
９－５，７（４，６）（１０，８）（２，１１）１３，３－１２
９，５（４，８）（６，７）－１０，１１（２，１３）－３

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

勝馬の
紹 介

トーワヒヨシマル �
�
父 ニューイングランド �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー ２００８．４．１３ 阪神１５着

２００５．３．２５生 牡４栗 母 トーワマドンナ 母母 トーワルビー 障害：６戦２勝 賞金 ６５，５７６，０００円
〔競走中止〕 エイシンニーザン号は，６号障害〔竹柵〕着地時に転倒したため競走中止。

ドールリヴィエール号は，２周目８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。



０７０５８ ３月１４日 晴 重 （２１阪神１）第５日 第１０競走 ��
��２，４００�ゆ き や な ぎ 賞

発走１５時００分 （芝・右・外）

３歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 １０，０００，０００円 ４，０００，０００円 ２，５００，０００円 １，５００，０００円 １，０００，０００円
付 加 賞 ２５９，０００円 ７４，０００円 ３７，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２４．７
２：２２．１

良

良

４４ イ ネ オ レ オ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠藤田 孟司氏 池江 泰郎 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４９６＋ ４２：３２．５ ３．８�

１１ � ウォークラウン 牡３鹿 ５６ 浜中 俊加藤 守氏 中竹 和也 米 Carl Rosen
Associates ４９６－ ６２：３２．７１ ４７．７�

８１０ シゲルエボシダケ 牡３栗 ５６ 角田 晃一森中 蕃氏 加藤 敬二 新ひだか 畑端牧場 ４３４－ ２２：３２．９１� ９．１�
８１１ ブルーモーリシャス 牡３青鹿５６ M．デムーロ �社台レースホース橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４４６± ０２：３３．０� ６．１�

（伊）

７９ デ ル フ ォ イ 牡３鹿 ５６ 四位 洋文 �社台レースホース長浜 博之 新冠 追分ファーム ４５２－ ４ 〃 クビ ５．７�
２２ ネ コ パ ン チ 牡３黒鹿５６ 小牧 太桐谷 茂氏 小林 常泰 浦河 大道牧場 B４６２＋ ２２：３３．１クビ ３１．７�
７８ プルシアンオリーブ 牡３青鹿５６ 福永 祐一 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム ４９２± ０２：３３．８４ ３．８	
６６ ナムラタイシ 牡３黒鹿５６ 田中 克典奈村 信重氏 松永 昌博 日高 賀張三浦牧場 ４３２－ ４ 〃 ハナ ８１．９

５５ ラヴィンライフ 牡３鹿 ５６ 長谷川浩大 �サンデーレーシング 武 宏平 平取 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７２－ ２ 〃 クビ ７．８�
６７ コハクジョー 牡３芦 ５６ 池添 謙一河内 孝夫氏 伊藤 伸一 新冠 大狩部牧場 ４８４＋ ４ 〃 同着 ６０．１�
３３ ダディーズウォーズ 牡３黒鹿５６ 川田 将雅 �サンデーレーシング 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５８－ ４２：３３．９クビ １３．７

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２５，９４３，２００円 複勝： ３６，３２６，８００円 枠連： ２４，６１１，１００円

普通馬連： １０３，４５７，１００円 馬単： ６４，７８９，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，８０４，０００円

３連複： １０９，６９０，０００円 ３連単： ２５１，４６６，９００円 計： ６４２，０８８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １８０円 � ９００円 � ２９０円 枠 連（１－４） ７，６１０円

普通馬連 �� ９，１２０円 馬 単 �� １２，８８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８９０円 �� ６６０円 �� ４，１００円

３ 連 複 ��� ２０，７７０円 ３ 連 単 ��� １２２，１００円

票 数

単勝票数 計 ２５９４３２ 的中 � ５４６１７（１番人気）
複勝票数 計 ３６３２６８ 的中 � ６９５６５（２番人気）� ８３５９（９番人気）� ３２３１６（６番人気）
枠連票数 計 ２４６１１１ 的中 （１－４） ２３８８（２１番人気）
普通馬連票数 計１０３４５７１ 的中 �� ８３７２（２５番人気）
馬単票数 計 ６４７８９８ 的中 �� ３７１４（４４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５８０４０ 的中 �� ３２９３（２４番人気）�� １０３１５（８番人気）�� １４８５（３７番人気）
３連複票数 計１０９６９００ 的中 ��� ３８９８（５６番人気）
３連単票数 計２５１４６６９ 的中 ��� １５２０（３０８番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．４―１２．８―１３．０―１３．２―１３．１―１３．２―１３．１―１２．７―１２．３―１２．０―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．８―２４．２―３７．０―５０．０―１：０３．２―１：１６．３―１：２９．５―１：４２．６―１：５５．３―２：０７．６―２：１９．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

イ ネ オ レ オ �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２００８．８．３１ 札幌４着

２００６．１．２７生 牡３鹿 母 リトルハーモニー 母母 ルイジアナピット ５戦２勝 賞金 １８，９５９，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０７０５９ ３月１４日 晴 重 （２１阪神１）第５日 第１１競走 ��
��１，４００�ポラリスステークス

発走１５時３５分 （ダート・右）

４歳以上，２０．３．１５以降２１．３．８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 ２３，０００，０００円 ９，２００，０００円 ５，８００，０００円 ３，５００，０００円 ２，３００，０００円
付 加 賞 ３７８，０００円 １０８，０００円 ５４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．９

重

重

２３ ダイショウジェット 牡６鹿 ５４ 岩田 康誠馬場 �晃氏 大根田裕之 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム ５５２－ ６１：２２．８ １２．３�

４８ セレスハント 牡４栗 ５４ M．デムーロ岡 浩二氏 松永 幹夫 えりも エクセルマネジメント ４８６－ ４ 〃 アタマ ９．２�
（伊）

８１６ スリーアベニュー 牡７栗 ５７ 池添 謙一永井商事� 小野 幸治 浦河 金成吉田牧場 ５０８＋ ６１：２３．１１� ６．９�
７１４� アンクルリーサム 牡８芦 ５３ 四位 洋文�有能 田島 良保 米 Dr. Char-

les S Giles ５２４＋ ８１：２３．２クビ ８．８�
７１３ ゼンノパルテノン 牡７栗 ５７．５ 武 幸四郎大迫久美子氏 松永 昌博 早来 ノーザンファーム ５３６＋ ８１：２３．３� ５．５�
４７ サクラビジェイ 牡７青鹿５２ 石橋 守�さくらコマース小島 太 静内 谷岡牧場 ４６８± ０１：２３．４� ２９．１�
３５ � ハギノトリオンフォ 牡７栗 ５３ 浜中 俊安岡美津子氏 野中 賢二 平取 スガタ牧場 ４９４＋ ６１：２３．６１ １６．７	
１１ オ フ ィ サ ー 牡７栗 ５７ 小牧 太広尾レース� 森 秀行 白老 白老ファーム ５１４＋ ８１：２３．７� ６．４

８１５ ベストオブミー 牝４栗 ５２ 川田 将雅飯田 正剛氏 鮫島 一歩 静内 千代田牧場 ４４８－ ６１：２４．０１� ２１．６�
６１２ ベ ル ー ガ 牡８鹿 ５３ 古川 吉洋 �サンデーレーシング 尾形 充弘 早来 ノーザンファーム ５０８－ ４ 〃 クビ ２９．８
３６ レキシントンシチー 牡６鹿 ５４ 熊沢 重文 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 門別 下河辺牧場 ５０２＋ ６１：２４．１クビ ６４．７�
５９ キクノアロー 牡６栃栗５５ 長谷川浩大菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 惣田 英幸 ５２８＋ ２ 〃 クビ ５３．７�
１２ ワキノカイザー 牡９鹿 ５３ 小林 徹弥脇山 良之氏 音無 秀孝 白老 白老ファーム ４７２＋ ８ 〃 ハナ １２０．７�
５１０� タイキジリオン 牡９栗 ５２ 飯田 祐史�大樹ファーム 土田 稔 米 Wimborne

Farm, Inc. B４８８－ ６１：２４．４１� ２３８．１�
６１１ ボードスウィーパー 牡８鹿 ５６ 角田 晃一 �サンデーレーシング 野村 彰彦 白老 白老ファーム ４６６－ ２１：２４．６� ４１．２�
２４ � シルクビッグタイム 牡４鹿 ５５ 福永 祐一有限会社シルク久保田貴士 米 Polo Green

Stable ４９２－１４１：２４．７	 ４．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３８，４００，３００円 複勝： ５７，０３２，０００円 枠連： ６１，１１２，７００円

普通馬連： ２４７，４２１，８００円 馬単： １３０，９００，２００円 ワイド【拡大馬連】： ５９，０３１，１００円

３連複： ２８０，０８６，１００円 ３連単： ５６０，７８１，８００円 計： １，４３４，７６６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２３０円 複 勝 � ４１０円 � ３２０円 � ２９０円 枠 連（２－４） １，２５０円

普通馬連 �� ５，６８０円 馬 単 �� １２，５７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５８０円 �� １，８７０円 �� １，３１０円

３ 連 複 ��� １８，５６０円 ３ 連 単 ��� １２７，５８０円

票 数

単勝票数 計 ３８４００３ 的中 � ２４７３２（７番人気）
複勝票数 計 ５７０３２０ 的中 � ３４９２８（７番人気）� ４８１４５（５番人気）� ５５２６１（４番人気）
枠連票数 計 ６１１１２７ 的中 （２－４） ３６１２０（７番人気）
普通馬連票数 計２４７４２１８ 的中 �� ３２１６９（２３番人気）
馬単票数 計１３０９００２ 的中 �� ７６８８（５３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５９０３１１ 的中 �� ９２０３（２０番人気）�� ７７４０（２５番人気）�� １１２５３（１６番人気）
３連複票数 計２８００８６１ 的中 ��� １１１３９（６７番人気）
３連単票数 計５６０７８１８ 的中 ��� ３２４４（４２９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．６―３５．０―４６．８―５８．８―１：１０．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．８―３F３６．０
３ ７，８（３，１４）（４，５，６）（１，２，１０）１３，９，１１（１２，１６）１５ ４ ７（３，８，１４）（４，５，６）１３，２（１，１０）（９，１１）（１２，１６）１５

勝馬の
紹 介

ダイショウジェット �
�
父 クリプティックラスカル �

�
母父 マグニテユード デビュー ２００６．２．２５ 阪神２着

２００３．４．２２生 牡６鹿 母 デューティエコー 母母 シルクエコー ２８戦６勝 賞金 １２０，９０８，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１５頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１５頭 アウトクラトール号・イブロン号・オリジナルフェイト号・カネトシツヨシオー号・ガブリン号・コパノフウジン号・

サトノコクオー号・セントラルコースト号・ダイナミックグロウ号・トーセンブライト号・フォーリクラッセ号・
ペプチドルビー号・マチカネオーラ号・メイショウシャフト号・レットバトラー号

※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。



０７０６０ ３月１４日 晴 重 （２１阪神１）第５日 第１２競走 ��
��１，４００�うずしおステークス

発走１６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 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００円
付 加 賞 ３４３，０００円 ９８，０００円 ４９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．９
１：１９．０

良

良

３５ サワヤカラスカル 牝４鹿 ５５ 浜中 俊永井 啓弍氏 西橋 豊治 鵡川 新井牧場 ４２２－ ２１：２３．２ １１．８�

７１４ マイネエスポワール 牝４栗 ５５ 池添 謙一 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム ４４６＋ ８１：２３．５１� １２．０�

２４ コウユーキズナ 牝５黒鹿５５ 福永 祐一加治屋康雄氏 領家 政蔵 門別 森永牧場 ４７６＋ ８ 〃 ハナ １２．３�
５９ ハッピービーチ 牝５黒鹿５５ 四位 洋文青山 洋一氏 久保田貴士 静内 千代田牧場 ４７６＋ ２ 〃 ハナ ６０．８�
４７ ピエナビーナス 牝５青鹿５５ 古川 吉洋本谷 兼三氏 南井 克巳 浦河 岡本牧場 ４４８± ０ 〃 クビ １８．９�
７１３� ヴィヴァチッシモ 牝５栗 ５５ 青木 芳之山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４８６－ ２１：２３．８１� １７．７�
３６ スペシャルフロート 牝５鹿 ５５ 熊沢 重文吉田 照哉氏 伊藤 圭三 千歳 社台ファーム ４４６－ ２ 〃 アタマ ９４．５	
８１５ ショウナンアクト 牝５鹿 ５５ 岩田 康誠国本 哲秀氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 ４８８＋ ４ 〃 ハナ ８．４

４８ フミノサチヒメ 牝６栗 ５５ 小牧 太谷 二氏 西浦 勝一 浦河 谷口牧場 ４５８－ ４１：２４．３３ ４３．１�
６１１ クィーンマルトク 牝７青 ５５ 橋本 美純高浦 正雄氏 梅田 康雄 新冠 竹中牧場 ４６６－ ２１：２４．４	 ３０．４�
１１ � エフテーストライク 牝５青鹿５５ 川田 将雅深野 茂雄氏 尾関 知人 三石 斉藤 正男 ４２０－１６ 〃 クビ ５８．０
１２ クリノビスケット 牝６鹿 ５５ 長谷川浩大栗本 博晴氏 荒川 義之 門別 三輪牧場 ４４８＋１４１：２４．５クビ ４２．３�
５１０ エイシンパンサー 牝４鹿 ５５ M．デムーロ平井 豊光氏 野中 賢二 浦河 高野牧場 ４４０－１２１：２４．７１
 １．８�

（伊）

２３ シャランジュ 牝４鹿 ５５ 武 幸四郎伊達 敏明氏 本間 忍 門別 サンシャイン
牧場 ４３２－ ６ 〃 クビ ２１．８�

８１６ ジョイフルスマイル 牝４栗 ５５ 角田 晃一上茶谷 一氏 矢作 芳人 早来 ノーザンファーム ４５６＋ ２１：２５．６５ １３６．１�
６１２ リボンノキシ 牝５青 ５５ 石橋 守森岡 一郎氏 菊川 正達 早来 吉田牧場 ４５８－ ８１：２７．８大差 １８．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３５，４９４，５００円 複勝： ５０，１０６，３００円 枠連： ３７，７０４，７００円

普通馬連： １４４，９７６，８００円 馬単： ９０，４０８，０００円 ワイド【拡大馬連】： ４１，９９０，７００円

３連複： １６４，３５３，５００円 ３連単： ３５５，４１９，６００円 計： ９２０，４５４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１８０円 複 勝 � ３６０円 � ４１０円 � ４３０円 枠 連（３－７） ２，４８０円

普通馬連 �� ４，７８０円 馬 単 �� ９，８２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４６０円 �� １，５５０円 �� １，７１０円

３ 連 複 ��� １２，８５０円 ３ 連 単 ��� ８７，１８０円

票 数

単勝票数 計 ３５４９４５ 的中 � ２３８１７（３番人気）
複勝票数 計 ５０１０６３ 的中 � ３８３５３（３番人気）� ３２０７０（４番人気）� ３０７４６（５番人気）
枠連票数 計 ３７７０４７ 的中 （３－７） １１２５４（１０番人気）
普通馬連票数 計１４４９７６８ 的中 �� ２２３９１（１５番人気）
馬単票数 計 ９０４０８０ 的中 �� ６８０１（２７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４１９９０７ 的中 �� ７１３４（１１番人気）�� ６６９１（１４番人気）�� ６０２２（１６番人気）
３連複票数 計１６４３５３５ 的中 ��� ９４４６（４２番人気）
３連単票数 計３５５４１９６ 的中 ��� ３００９（２７１番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．８―１１．１―１１．３―１１．７―１２．９―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．２―３４．３―４５．６―５７．３―１：１０．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サワヤカラスカル �
�
父 ラスカルスズカ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー ２００８．２．２ 小倉２着

２００５．４．２０生 牝４鹿 母 サワヤカスズカ 母母 ダンシングスズカ １３戦４勝 賞金 ４６，８５６，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リボンノキシ号は，平成２１年４月１４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。



（２１阪神１）第５日 ３月１４日（土曜日） 雨後曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重
不良後重

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

２９１，２７０，０００円
６，８１０，０００円
１６，９００，０００円
２，０８０，０００円
３０，０００，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６２，９２３，５００円
５，６４４，６００円
１，７１２，７００円

勝馬投票券売得金
２５３，０５９，２００円
３９３，２９６，９００円
２５５，６６８，４００円
９１９，１６７，９００円
６１８，６７５，４００円
２８１，３１７，７００円
１，１０８，４９６，２００円
２，１７４，６３２，１００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 ６，００４，３１３，８００円

総入場人員 １４，３２５名 （有料入場人員 １３，４３３名）




