
０６０４９ ３月１３日 曇 稍重 （２２阪神１）第５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

６９ ダイヤモンドムーン 牝３黒鹿５４ 福永 祐一岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 B４９４± ０１：５６．７ １．３�

６１０ マイネヴィント 牝３栗 ５４ 浜中 俊 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム ４５４－ ６１：５７．５５ ２２．０�

８１３ メイケイソフィア 牝３黒鹿５４ 幸 英明名古屋競馬� 田中 章博 安平 ノーザンファーム ４８０－１０１：５８．３５ ２３．９�
５７ ローザフィオーレ 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦折手 邦雄氏 田島 良保 新ひだか 折手牧場 ４６８－ ２１：５８．５１� ２４．０�
４５ コ ン カ ラ ン 牝３栗 ５４ 川田 将雅吉田 和美氏 吉田 直弘 新冠 アサヒ牧場 ４５０－ ６１：５８．６� ４２．４�
４６ ニチドウルチル 牝３栗 ５４ 田嶋 翔山田 伸氏 小島 貞博 新ひだか 大平牧場 ４６６＋ ２１：５８．８� ５２．５�
８１４ モンテローザ 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎前迫 義幸氏 村山 明 安平 ノーザンファーム ４６０－ ４ 〃 クビ １９４．１	
２２ フラッテローザ 牝３栗 ５４ 秋山真一郎吉田 和美氏 岡田 稲男 新冠 ハシモトフアーム ４９０－ ２１：５９．１１� １０．１

７１２ セフティーローズ 牝３鹿 ５４ 安部 幸夫池田 實氏 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 ４５２－ ８１：５９．４１� ３６５．４�

（愛知）

３３ コバルトインスカイ 牝３黒鹿５４ 太宰 啓介服部 新平氏 吉岡 八郎 浦河 鮫川フアーム ４４４± ０１：５９．７１� ２０６．８�
３４ グルーヴィーコマチ 牝３栗 ５４ 田中 克典有限会社シルク山内 研二 新冠 大栄牧場 ４２２－ ２ 〃 ハナ ２８６．７
７１１ トワオンワード 牝３青鹿 ５４

５１ ▲高倉 稜樫山 ハル氏 目野 哲也 浦河 オンワード牧場 ４６０－１２１：５９．８� １８４．７�
５８ サークルステージ 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信�渡辺牧場 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 ４４４－ ２２：００．４３� １８２．５�
１１ エリモマドンナ 牝３栗 ５４ 藤田 伸二山本 敏晴氏 藤原 英昭 えりも エクセルマネジメント ４３８－１２２：０１．９９ ７．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １９，７５２，０００円 複勝： ７０，０２６，９００円 枠連： １０，８４８，１００円

普通馬連： ３２，０８１，５００円 馬単： ３４，０４７，１００円 ワイド【拡大馬連】： １６，２８６，８００円

３連複： ４９，１５９，２００円 ３連単： １０４，８６２，６００円 計： ３３７，０６４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １３０円 複 勝 � １００円 � ２８０円 � ２８０円 枠 連（６－６） ８２０円

普通馬連 �� ８９０円 馬 単 �� ９４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３７０円 �� ３２０円 �� ６７０円

３ 連 複 ��� ２，０５０円 ３ 連 単 ��� ４，０７０円

票 数

単勝票数 計 １９７５２０ 的中 � １２８８１３（１番人気）
複勝票数 計 ７００２６９ 的中 � ５５３２５１（１番人気）� １８８２７（５番人気）� １９３３３（４番人気）
枠連票数 計 １０８４８１ 的中 （６－６） ９８５１（６番人気）
普通馬連票数 計 ３２０８１５ 的中 �� ２６８３７（５番人気）
馬単票数 計 ３４０４７１ 的中 �� ２６８６１（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６２８６８ 的中 �� １１１５０（４番人気）�� １３７５９（３番人気）�� ５４８８（８番人気）
３連複票数 計 ４９１５９２ 的中 ��� １７７５６（８番人気）
３連単票数 計１０４８６２６ 的中 ��� １９０３３（１１番人気）

ハロンタイム １２．４―１２．０―１４．１―１３．６―１３．８―１２．８―１２．４―１２．４―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２４．４―３８．５―５２．１―１：０５．９―１：１８．７―１：３１．１―１：４３．５

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダイヤモンドムーン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 リンドシェーバー デビュー ２００９．１０．３ 阪神４着

２００７．３．３生 牝３黒鹿 母 レインボークイーン 母母 レインボースキー ７戦１勝 賞金 １２，５００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エリモマドンナ号は，平成２２年４月１３日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０６０５０ ３月１３日 曇 稍重 （２２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２５分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：０９．７
１：０８．７

重

重

６９ アイアンラチェット 牡３黒鹿５６ 福永 祐一池上 一馬氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４８０＋ ２１：１３．１ ３．５�

５８ ラブコマドリー 牝３栗 ５４ 小野 次郎増田 陽一氏 清水 久詞 新ひだか 加野牧場 ４７６＋ ２１：１３．８４ ２０．５�
４６ トーブプリンス 牡３栗 ５６ 幸 英明武井 久夫氏 武田 博 青森 石田 英機 ４６４＋ ２１：１４．２２� ４．０�
２２ ワンダーマイルズ 牡３青鹿５６ 秋山真一郎山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム ４８４＋ ４ 〃 ハナ ２２．５�
１１ ノトーリアス 牡３鹿 ５６ 四位 洋文 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 新ひだか 服部 牧場 ４７０－ ６１：１４．３� ３．９�
８１４ マイネルイーガー 牡３栗 ５６ 浜中 俊 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 日高 門別牧場 ５４６＋ ８１：１４．４� １８．３�
４５ キ セ キ 牡３鹿 ５６ 小牧 太浅見 國一氏 浅見 秀一 新ひだか マツケン農場 B４６６＋ ２１：１４．５� ５．３	
７１１ ウィズインカチドキ 牡３鹿 ５６ 安藤 光彰内藤 耕造氏 清水 久詞 新ひだか 原口フアーム ４５０－ ４ 〃 クビ ３９０．９

６１０ タマモブーン 牡３黒鹿５６ 太宰 啓介タマモ� 木原 一良 新冠 守矢牧場 ４７８－ ２１：１４．７１� ２２６．６�
３３ シゲルナガマサ 牡３栗 ５６ 熊沢 重文森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新ひだか 斉藤スタッド ４４４－ ２１：１４．９１� ８８．０�
８１３ タイセイグリッター 牡３鹿 ５６ 石橋 守田中 成奉氏 新川 恵 日高 ヤナガワ牧場 ５１４＋ ２１：１５．２１� １３．８
５７ スズノブレイヴ 牡３鹿 ５６ 尾島 徹阿部 雅子氏 谷 潔 鹿児島 徳重 正幸 ４７６＋ ６ 〃 ハナ ５２．１�

（笠松）

３４ シゲルハンゾウ 牡３芦 ５６ 安部 幸夫森中 蕃氏 西橋 豊治 新ひだか 沖田 繁 ４８２－ ８１：１５．８３� ２１８．８�
（愛知）

７１２ ラッキーツー 牝３栗 ５４ 小林 徹弥西村 憲人氏 梅内 忍 新ひだか カタオカフアーム ４３２ ― 〃 クビ ８３．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １２，９９４，６００円 複勝： ２０，８４７，１００円 枠連： １１，３３６，７００円

普通馬連： ３１，４２５，８００円 馬単： ２４，３５３，６００円 ワイド【拡大馬連】： １３，８７９，８００円

３連複： ４５，２７６，０００円 ３連単： ６８，３１５，８００円 計： ２２８，４２９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １４０円 � ６７０円 � １４０円 枠 連（５－６） ３，７５０円

普通馬連 �� ４，７７０円 馬 単 �� ７，６７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３４０円 �� ２４０円 �� １，７００円

３ 連 複 ��� ５，２６０円 ３ 連 単 ��� ３０，１００円

票 数

単勝票数 計 １２９９４６ 的中 � ２９８７７（１番人気）
複勝票数 計 ２０８４７１ 的中 � ４６８１１（２番人気）� ５１４５（８番人気）� ４６９９２（１番人気）
枠連票数 計 １１３３６７ 的中 （５－６） ２２３２（１１番人気）
普通馬連票数 計 ３１４２５８ 的中 �� ４８６３（１８番人気）
馬単票数 計 ２４３５３６ 的中 �� ２３４６（２９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３８７９８ 的中 �� ２２６６（１７番人気）�� １８１８３（１番人気）�� １７７０（２２番人気）
３連複票数 計 ４５２７６０ 的中 ��� ６３６０（１７番人気）
３連単票数 計 ６８３１５８ 的中 ��� １６７５（８８番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．４―１２．１―１２．３―１２．０―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．９―３６．０―４８．３―１：００．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アイアンラチェット �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Theatrical デビュー ２００９．１２．１３ 阪神４着

２００７．４．２４生 牡３黒鹿 母 ピールオブサンダー 母母 Line of Thunder ５戦１勝 賞金 ８，７００，０００円
※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。



０６０５１ ３月１３日 曇 稍重 （２２阪神１）第５日 第３競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時５５分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

１１ ナイスミーチュー 牡３鹿 ５６ 小牧 太�ダノックス 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４７６－ ４１：５５．３ ４．６�

６８ グリッターウイング 牡３栗 ５６ 四位 洋文吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ５１４－ ６ 〃 クビ １．３�
４４ マルサンサムライ 牡３栗 ５６ 熊沢 重文松井三千年氏 南井 克巳 様似 様似堀牧場 ４４０－ ８１：５６．３６ ３３．５�
８１２ シルクマッドネス �３黒鹿５６ 幸 英明有限会社シルク山内 研二 新冠 山岡ファーム ４４２＋ ２１：５６．５１ ９３．３�
７９ ブリージーデイズ 牡３栗 ５６ 藤田 伸二 �グリーンファーム 小島 茂之 千歳 社台ファーム ５０２－ ４１：５７．６７ １４．７�
８１１ ファンキーラッシュ 牡３栗 ５６ 川田 将雅 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム ４７０± ０１：５７．７� ３１．８	
３３ ニシノバスター 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信西山 茂行氏 中竹 和也 むかわ 西山牧場 ４７０－１６１：５８．３３� １５２．７

６７ ナムラクンリン 牝３栗 ５４

５１ ▲高倉 稜奈村 信重氏 村山 明 新ひだか 伊藤 和明 ４５０－ ６１：５８．５１ １４．６�
５６ ケンブリッジシーザ 牡３鹿 ５６ 浜中 俊中西 健造氏 大根田裕之 新冠 川上牧場 ５１０ ―１：５８．７１� １６６．５�
２２ トウカイイーグル 牡３黒鹿５６ 安部 幸夫内村 正則氏 中村 均 平取 二風谷ファーム ５０２＋ ６ 〃 アタマ ２０４．９

（愛知）

７１０ カ ー プ 牡３鹿 ５６ 尾島 徹西村 憲人氏 目野 哲也 浦河 三栄牧場 ４７４＋ ２１：５９．１２� １５６．５�
（笠松）

５５ ドリームセイヴァー 牡３栗 ５６ 秋山真一郎セゾンレースホース� 須貝 彦三 様似 清水スタッド ５１０± ０２：００．６９ ３３．６�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２０，７６９，２００円 複勝： ６１，５６９，９００円 枠連： １０，６８１，２００円

普通馬連： ３６，３９３，７００円 馬単： ３８，５７９，０００円 ワイド【拡大馬連】： １５，６１５，２００円

３連複： ４９，４６３，４００円 ３連単： １１３，８６７，８００円 計： ３４６，９３９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １３０円 � １００円 � ４９０円 枠 連（１－６） １９０円

普通馬連 �� ２００円 馬 単 �� ６７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １４０円 �� ９９０円 �� ７２０円

３ 連 複 ��� １，２００円 ３ 連 単 ��� ５，５１０円

票 数

単勝票数 計 ２０７６９２ 的中 � ３５８８６（２番人気）
複勝票数 計 ６１５６９９ 的中 � ５８５９３（２番人気）� ４６６８６１（１番人気）� ７５１９（７番人気）
枠連票数 計 １０６８１２ 的中 （１－６） ４３３５４（１番人気）
普通馬連票数 計 ３６３９３７ 的中 �� １３９７２８（１番人気）
馬単票数 計 ３８５７９０ 的中 �� ４２５２３（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５６１５２ 的中 �� ４１９９６（１番人気）�� ２８８８（１１番人気）�� ４０８３（９番人気）
３連複票数 計 ４９４６３４ 的中 ��� ３０４３５（５番人気）
３連単票数 計１１３８６７８ 的中 ��� １５２６２（１６番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．４―１３．８―１３．７―１３．８―１２．９―１２．４―１２．２―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．０―３７．８―５１．５―１：０５．３―１：１８．２―１：３０．６―１：４２．８

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ナイスミーチュー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Fire Maker デビュー ２００９．１１．２８ 京都６着

２００７．４．１６生 牡３鹿 母 ローザロバータ 母母 May Day Ninety ５戦１勝 賞金 ５，７５０，０００円
〔その他〕 グリッターウイング号は，競走中終始内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ドリームセイヴァー号は，平成２２年４月１３日まで平地競走に出走できない。
※ケンブリッジシーザ号は，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，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０６０５２ ３月１３日 曇 良 （２２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２５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

８１５� ランリョウオー 牡３黒鹿５４ 藤岡 佑介吉田 和美氏 橋田 満 豪
Arrowfield Group
Pty Ltd, Jungle
Pocket Pty Ltd

４５６－ ２１：３６．７ ３．２�

６１１ アスカトップレディ 牝３黒鹿５４ 藤田 伸二上野 武氏 須貝 尚介 新ひだか 藤井 益美 ４３８－ ６１：３６．８� １３．７�
６１２ タガノサムアップ 牝３栗 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 ４３４－ ８１：３７．５４ ２．８�
５１０ タガノマージョラム 牡３黒鹿５６ 武 幸四郎八木 良司氏 池添 兼雄 日高 藤本 直弘 ４６８－ ８ 〃 ハナ １４．３�
５９ エイシンラッシャー 牡３鹿 ５６ 小野 次郎平井 豊光氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 ４５４－ ４１：３７．６� ９３．１�
２３ アルアラビアン 牡３鹿 ５６ 四位 洋文�エーティー 昆 貢 新ひだか 岡田牧場 ４５８－ ２１：３７．７� ５．２�
４７ ヘッドザポール 牡３鹿 ５６ 小牧 太前田 晋二氏 沖 芳夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ５２０－１０ 〃 クビ １１．４	
３６ クラヴィコード 牝３栗 ５４ 福永 祐一広尾レース
 小崎 憲 様似 中脇 一幸 ４４６－ ４１：３７．８クビ １７．５�
４８ トップミノル 牡３青鹿５６ 幸 英明吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４４８－ ４１：３８．１１� １６．９�
７１３ パワーオブゴールド 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介山田眞理子氏 梅内 忍 様似 堀 弘康 ４５０＋ ６１：３８．２� ３３６．２
１２ ペプチドストーム 牡３黒鹿５６ 秋山真一郎沼川 一彦氏 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 ４７８－ ８１：３８．３� ７６．０�
７１４ キョウワバーニング 牡３栗 ５６ 安部 幸夫�協和牧場 五十嵐忠男 新冠 協和牧場 ４５６＋ ２１：３８．５１	 １１７．９�

（愛知）

２４ マリアダンス 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦冨沢 敦子氏 田所 清広 様似 �村 伸一 ４４８－ ６１：３８．７１� ２９７．３�
８１６ マヤラブソング 牝３黒鹿５４ 酒井 学�まの 大橋 勇樹 浦河 市川フアーム ４４４ ―１：３８．９１	 ２０６．９�
３５ シルクマウンテン 牡３鹿 ５６ 石橋 守有限会社シルク湯窪 幸雄 新冠 ラツキー牧場 ４１０－ ６１：３９．２２ ２６３．８�

（１５頭）
１１ デ コ ル テ 牝３黒鹿５４ 浜中 俊谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １６，９３５，０００円 複勝： ２２，８７９，８００円 枠連： １２，６６４，８００円

普通馬連： ３８，９７４，１００円 馬単： ２８，６７０，５００円 ワイド【拡大馬連】： １６，４６４，９００円

３連複： ５０，０８１，９００円 ３連単： ７７，９１１，６００円 計： ２６４，５８２，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １４０円 � ２６０円 � １３０円 枠 連（６－８） ４４０円

普通馬連 �� ２，８３０円 馬 単 �� ３，９１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７５０円 �� ２２０円 �� ４６０円

３ 連 複 ��� １，５５０円 ３ 連 単 ��� １２，７９０円

票 数

単勝票数 計 １６９３５０ 的中 � ４１８９７（２番人気）
複勝票数 計 ２２８７９８ 的中 � ４５２０５（２番人気）� １６５３０（５番人気）� ６１０３７（１番人気）
枠連票数 計 １２６６４８ 的中 （６－８） ２１３７６（１番人気）
普通馬連票数 計 ３８９７４１ 的中 �� １０１７５（１２番人気）
馬単票数 計 ２８６７０５ 的中 �� ５４２０（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６４６４９ 的中 �� ４７４９（１０番人気）�� ２２６９１（１番人気）�� ８２８３（５番人気）
３連複票数 計 ５００８１９ 的中 ��� ２３９７６（３番人気）
３連単票数 計 ７７９１１６ 的中 ��� ４４９６（３３番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．３―１２．４―１２．７―１２．５―１１．７―１１．４―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．０―３６．４―４９．１―１：０１．６―１：１３．３―１：２４．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ランリョウオー �
�
父 Redoute’s Choice �

�
母父 Tayasu Tsuyoshi デビュー ２０１０．２．２８ 阪神３着

２００７．９．２２生 牡３黒鹿 母 Hollow Bullet 母母 Beat The Bullet ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔出走取消〕 デコルテ号は，疾病〔左後肢フレグモーネ〕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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 シーラプソディー号・ユニバーサルサンド号
※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。



０６０５３ ３月１３日 曇 稍重 （２２阪神１）第５日 第５競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１２時１５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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

２３ トウカイパラダイス 牡３黒鹿５６ 酒井 学内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 ５０２ ―１：５７．８ ６．４�

１１ フーカットザチーズ 牝３芦 ５４ 福永 祐一金子真人ホール
ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４３０ ―１：５７．９� ２．１�

８１５ イザベルドスメーン 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介 �社台レースホース大久保龍志 千歳 社台ファーム ４９６ ―１：５８．７５ ６．４�
８１６ ダイシンボーイ 牡３黒鹿５６ 川田 将雅大八木信行氏 庄野 靖志 浦河 ヒダカフアーム ４６６ ―１：５８．９１� ２８．７�
５１０ ローレルフルーヴ 牡３鹿 ５６ 安藤 光彰 �ローレルレーシング 田中 章博 新冠 �渡 信義 ５１０ ―１：５９．２１� ７９．６	
３６ エピックジャーニー 牡３芦 ５６ 四位 洋文 H.R.H．プリンセス・ハヤ 野中 賢二 新冠 越湖牧場 ４９４ ―１：５９．３� ３５．６

３５ トーアミョウリ 牝３鹿 ５４ 小林慎一郎高山ランド� 矢作 芳人 豊浦トーア牧場 ４７８ ― 〃 ハナ ２７．８�
１２ ミラクルバレー 牝３黒鹿５４ 武 幸四郎有限会社シルク作田 誠二 日高 ヤナガワ牧場 ４７０ ―１：５９．４� ４６．４�
４７ エムアイボニータ 牝３栗 ５４ 安部 幸夫馬場 �晃氏 大根田裕之 新冠 竹中牧場 ４５４ ―１：５９．６１� １１．９

（愛知）

２４ シーアリオス 牡３栗 ５６ 秋山真一郎藤田 宗平氏 野村 彰彦 浦河 野村 正 ４５６ ―２：００．５５ ４４．８�
７１３ メイショウクオーレ 牡３鹿 ５６ 石橋 守松本 好雄氏 武田 博 浦河 村下 明博 ４７４ ―２：０１．４５ １４．９�
７１４ テーオーマックス 牡３青鹿５６ 幸 英明小笹 公也氏 岡田 稲男 日高 ヤナガワ牧場 ５４６ ―２：０２．２５ ３６．８�
４８ エーシンブルパップ 牡３青鹿５６ 太宰 啓介�栄進堂 川村 禎彦 浦河 栄進牧場 ５２２ ― 〃 クビ ８．９�
６１２ オーミファンタジー 牝３黒鹿５４ 畑端 省吾岩� 僖澄氏 田所 清広 新ひだか 三石ビクトリーファーム ４６６ ―２：０２．９４ ２７２．７�
５９ シ ェ リ ー 牝３鹿 ５４ 熊沢 重文大澤 毅氏 大根田裕之 日高 正和山本牧場 ４１０ ―２：０３．３２� １０９．２�
６１１ スズカスパイカー 牡３黒鹿５６ 南井 大志永井 啓弍氏 南井 克巳 新ひだか 本桐牧場 ５００ ―２：０３．５１ ９６．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，８７７，３００円 複勝： １８，３４２，７００円 枠連： １３，８００，７００円

普通馬連： ３３，６０９，６００円 馬単： ２８，５６９，３００円 ワイド【拡大馬連】： １３，８９６，７００円

３連複： ４６，９１９，７００円 ３連単： ７２，６８８，２００円 計： ２４２，７０４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６４０円 複 勝 � １８０円 � １１０円 � １９０円 枠 連（１－２） ５４０円

普通馬連 �� ７２０円 馬 単 �� １，８２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３３０円 �� ６６０円 �� ３２０円

３ 連 複 ��� １，４００円 ３ 連 単 ��� ８，８７０円

票 数

単勝票数 計 １４８７７３ 的中 � １８３８０（３番人気）
複勝票数 計 １８３４２７ 的中 � ２１６２０（２番人気）� ６９６０７（１番人気）� １９３７４（３番人気）
枠連票数 計 １３８００７ 的中 （１－２） １８９５５（２番人気）
普通馬連票数 計 ３３６０９６ 的中 �� ３４８２８（２番人気）
馬単票数 計 ２８５６９３ 的中 �� １１６０５（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３８９６７ 的中 �� １０９３３（２番人気）�� ４７４６（６番人気）�� １１２７２（１番人気）
３連複票数 計 ４６９１９７ 的中 ��� ２４８７５（１番人気）
３連単票数 計 ７２６８８２ 的中 ��� ６０５１（１２番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．４―１３．８―１３．５―１３．２―１３．４―１３．３―１３．２―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．２―３８．０―５１．５―１：０４．７―１：１８．１―１：３１．４―１：４４．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．１―３F３９．７
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

トウカイパラダイス �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 マルゼンスキー 初出走

２００７．４．１２生 牡３黒鹿 母 トウカイミヤビ 母母 タイヨウスズラン １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※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。



０６０５４ ３月１３日 曇 良 （２２阪神１）第５日 第６競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１２時４５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

１：０７．１
１：０６．５

良

良

８１１� アーリーデイズ 牡３鹿 ５６ 四位 洋文加藤 守氏 中竹 和也 米 George
Pruette ４７２－ ２１：１０．０ ７．０�

８１２ パ ド ト ロ ワ 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介吉田 照哉氏 鮫島 一歩 千歳 社台ファーム ５２０＋ ２１：１０．１� ３．３�
７９ エーシンヴァーゴウ 牝３栗 ５４ 福永 祐一�栄進堂 小崎 憲 浦河 栄進牧場 ４５８－ ８１：１０．４１� ４．６�
６８ ダノンカスガ 牡３青鹿５６ 川田 将雅�ダノックス 音無 秀孝 千歳 社台ファーム B４８４＋１２ 〃 クビ ３．９�
７１０ ラブキーセキ 牝３栗 ５４ 安部 幸夫増田 陽一氏 中村 均 新ひだか パラダイス・ファーム ４６６－ ４ 〃 ハナ ３８．３�

（愛知）

６７ ケイエスケイト 牡３鹿 ５６ 幸 英明キヨシサービス� 高橋 成忠 日高 高柳 隆男 ４５６± ０１：１０．５クビ ３８．９�
５５ ヤマニングルノイユ 牝３鹿 ５４

５１ ▲高倉 稜土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 ４６０± ０１：１０．７１� ９．３	
３３ バクシンポイント 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎
�昭牧場 野村 彰彦 浦河 高昭牧場 ５１４－ ４１：１０．９１	 １９．３�
４４ � エーシンリバティー 牝３栗 ５４ 小牧 太�栄進堂 沖 芳夫 米 Winches-

ter Farm ５１６＋ ２１：１１．１１� ２５．６�
５６ スズカジェネラル 牡３栗 ５６ 武 英智永井 啓弍氏 武 宏平 むかわ 新井牧場 ４６２－ ２ 〃 アタマ ２２５．２
１１ � カリビアンペガサス 牝３栗 ５４ 藤田 伸二小田 吉男氏 森 秀行 米

William Duignan, Will Arvin
Jr., Gabriel Duignan & Rock
River Enterpri

B４６０－１２１：１１．９５ １７．１�
２２ 
 オールエモーション 牝３鹿 ５４ 上野 翔栗本 守氏 田所 秀孝 日高 日高大洋牧場 ４２６＋１８１：１２．７５ ５５．８�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １７，１１８，２００円 複勝： ２３，２８２，９００円 枠連： １０，６４０，５００円

普通馬連： ４１，５１６，４００円 馬単： ３１，７１７，２００円 ワイド【拡大馬連】： １５，８６９，６００円

３連複： ４９，９０４，３００円 ３連単： ８７，１５５，０００円 計： ２７７，２０４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７００円 複 勝 � ２００円 � １４０円 � １５０円 枠 連（８－８） １，２５０円

普通馬連 �� １，５８０円 馬 単 �� ３，３７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５３０円 �� ７８０円 �� ３６０円

３ 連 複 ��� ２，２００円 ３ 連 単 ��� １６，４８０円

票 数

単勝票数 計 １７１１８２ 的中 � １９４６９（４番人気）
複勝票数 計 ２３２８２９ 的中 � ２６９０３（４番人気）� ４８８１５（１番人気）� ４４５６９（２番人気）
枠連票数 計 １０６４０５ 的中 （８－８） ６３１２（４番人気）
普通馬連票数 計 ４１５１６４ 的中 �� １９４３３（５番人気）
馬単票数 計 ３１７１７２ 的中 �� ６９４７（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５８６９６ 的中 �� ７３７３（５番人気）�� ４７６０（９番人気）�� １１７４２（２番人気）
３連複票数 計 ４９９０４３ 的中 ��� １６７４５（５番人気）
３連単票数 計 ８７１５５０ 的中 ��� ３９０５（４３番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．６―１１．６―１１．９―１１．７―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．８―３４．４―４６．３―５８．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アーリーデイズ �
�
父 Leroidesanimaux �

�
母父 Java Gold デビュー ２００９．１０．４ 阪神１着

２００７．２．１５生 牡３鹿 母 Java Drums 母母 Battle Drum ７戦２勝 賞金 １７，１００，０００円
※カリビアンペガサス号・スズカジェネラル号は，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，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０６０５５ ３月１３日 曇 稍重 （２２阪神１）第５日 第７競走 ��１，４００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時１５分 （ダート・右）

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

２３ レッドジール 牡４栗 ５７ 藤田 伸二 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４９２－ ２１：２４．９ ２．１�

１１ フェイズシフト 牝４黒鹿５５ 太宰 啓介吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム ４５２－ ２１：２５．０� ２０．１�
３５ マジックアロー 牡４鹿 ５７ 幸 英明�杵臼牧場 新川 恵 浦河 杵臼牧場 B４５４＋ ４１：２５．３２ １０３．２�
５１０� ピースオブパワー 牡４青鹿５７ 藤岡 佑介田畑 勝彦氏 矢作 芳人 大樹 メムブリーディ

ングシステム ４９８＋ ４１：２５．７２� ４．９�
７１４ ブラッシュアップ 牡５栗 ５７ 浜中 俊 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 作田 誠二 静内 カタオカステーブル ４８４± ０１：２５．８クビ ５．３�
８１５ メジロオマリー 牡５黒鹿５７ 川田 将雅�メジロ牧場 奥平 雅士 洞爺 メジロ牧場 B４７０－ ４ 〃 クビ ８．５	
４７ アグネスミヌエット 牝５鹿 ５５ 四位 洋文渡辺 孝男氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 ４２２± ０１：２５．９クビ １８．９

５９ ニシノホウギョク 牡４黒鹿５７ 石橋 守西山 茂行氏 河内 洋 むかわ 西山牧場 ４９６－１０１：２６．０� ２６．８�
３６ アベニールシチー 牡４鹿 ５７ 安部 幸夫 �友駿ホースクラブ 清水 出美 三石 幌村牧場 ４５２－ ２ 〃 アタマ １５５．７�

（愛知）

２４ エルチョコレート 牡４黒鹿５７ 福永 祐一三宅 勝俊氏 境 直行 日高 いとう牧場 ４６４－ ４１：２６．３２ １５．７
８１６ ベストルート 牡５栗 ５７ 小牧 太�服部牧場 庄野 靖志 静内 服部 牧場 ４７８－ ２１：２６．４クビ １９５．０�
７１３� ベートーヴェン 牡５鹿 ５７ 武 幸四郎中島 稔氏 吉岡 八郎 浦河 冨岡牧場 ５１４－ ２１：２６．６１ ３８１．８�
４８ � ア ゲ シ オ 牡４鹿 ５７ 小野 次郎平岡 茂樹氏 田島 俊明 むかわ 平岡牧場 ４８４－１５１：２６．７� ２３９．５�
６１２ メイショウマレンゴ �４青鹿 ５７

５４ ▲高倉 稜松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 ４７６－１２１：２６．８� ４０．１�
１２ ディアトウシロウ 牡４栃栗５７ 秋山真一郎ディアレスト 斎藤 誠 新ひだか 中田 浩美 ４５６－ ４１：２６．９� １４５．０�
６１１� イソノホウオウ 牡５鹿 ５７ 小坂 忠士磯野 俊雄氏 田所 清広 浦河 村下農場 ４６４－ ２１：２７．１１ ６５０．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，６３６，２００円 複勝： ３７，９７６，７００円 枠連： １４，９４２，５００円

普通馬連： ５６，３４７，７００円 馬単： ４０，８２３，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，１２８，４００円

３連複： ７４，０６９，４００円 ３連単： １１６，４９１，９００円 計： ３８３，４１６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １１０円 � ５２０円 � １，３６０円 枠 連（１－２） １，５４０円

普通馬連 �� １，８９０円 馬 単 �� ３，０１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７９０円 �� １，８００円 �� １４，２００円

３ 連 複 ��� ４４，０２０円 ３ 連 単 ��� １６１，９１０円

票 数

単勝票数 計 ２０６３６２ 的中 � ７９５５６（１番人気）
複勝票数 計 ３７９７６７ 的中 � １６２２０３（１番人気）� １２５５１（７番人気）� ４３６３（１０番人気）
枠連票数 計 １４９４２５ 的中 （１－２） ７１８８（７番人気）
普通馬連票数 計 ５６３４７７ 的中 �� ２２１００（７番人気）
馬単票数 計 ４０８２３９ 的中 �� １００１６（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２１２８４ 的中 �� ７２９７（７番人気）�� ３０１６（１７番人気）�� ３６７（６３番人気）
３連複票数 計 ７４０６９４ 的中 ��� １２４２（８５番人気）
３連単票数 計１１６４９１９ 的中 ��� ５３１（３４８番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．８―１１．６―１２．３―１２．４―１２．１―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．２―３４．８―４７．１―５９．５―１：１１．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドジール �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Silver Deputy デビュー ２００８．６．２１ 阪神８着

２００６．５．７生 牡４栗 母 ジュメイラビーチ 母母 Adoradancer １０戦２勝 賞金 ２２，３００，０００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。
（非抽選馬） １頭 デュークワンダー号
※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。



０６０５６ ３月１３日 曇 良 （２２阪神１）第５日 第８競走 ��３，９００�第１２回阪神スプリングジャンプ（Ｊ・ＧⅡ）
発走１３時５０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 ４５，０００，０００円 １８，０００，０００円 １１，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，５００，０００円
付 加 賞 ５４６，０００円 １５６，０００円 ７８，０００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

８１４ ト ー ワ ベ ガ 牡６黒鹿６０ 北沢 伸也齋藤 すゞ 氏 橋田 満 平取 稲原牧場 ４９８－ ６４：２０．７ ５．１�

５８ ショウリュウケン 牡５鹿 ６０ 穂苅 寿彦村上 稔氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ４７０－ ４４：２１．１２� ５．２�
４５ � エイシンボストン 牡８栗 ６０ 林 満明平井 豊光氏 松永 昌博 米 Audley Farm ４９８＋１２４：２１．４２ ６１．０�
４６ ゴールデンシャイン 牡６鹿 ６０ 西谷 誠�協栄 加用 正 門別 タバタファーム ４８８＋ ２ 〃 クビ １３．６�
８１３ トウカイポリシー 牡７黒鹿６０ 今村 康成内村 正則氏 野中 賢二 新冠 長浜牧場 ４６８＋ ２４：２１．５クビ ４８．６�
６９ ビコーフェザー �６鹿 ６０ 白浜 雄造�レジェンド 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４３８± ０４：２２．２４ ２２．１	
７１２ テイエムハリアー 牡４芦 ５９ 熊沢 重文竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 ４５０－ ２４：２２．４１� ４．０

５７ � ドールリヴィエール 牡６鹿 ６０ 黒岩 悠服部 新平氏 吉岡 八郎 新冠 メイタイ牧場 ４９２－ ２４：２２．５クビ ８５．０�
７１１ マヤノスターダム 牡８鹿 ６０ 植野 貴也田所 英子氏 坂口 正大 静内 千代田牧場 ５０６＋ ４４：２３．１３� ８．５�
１１ マンノレーシング 牡７鹿 ６０ 金折 知則萬野 順啓氏 松元 茂樹 新冠 若林牧場 ４６８－ ８４：２４．５９ ２６．４
３３ テイエムトッパズレ 牡７青鹿６１ 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 鹿児島 テイエム牧場 ４７０＋１８４：２４．７１� ９．５�
２２ � イ ン カ ム �８鹿 ６０ 五十嵐雄祐山本 慎一氏 田島 良保 えりも えりも農場 ５１２＋１０４：２６．５大差 ３６．４�
６１０ エメラルドワン 牡５青鹿６０ 岩崎 祐己中野芳太郎氏 藤岡 範士 静内 サンコウ牧場 ４９２＋３０４：２７．０３ １８２．６�
３４ コウエイトライ 牝９鹿 ５８ 小坂 忠士伊東 政清氏 山内 研二 鹿児島 伊東 政清 ５０２± ０４：３３．２大差 ６．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２０，４０７，６００円 複勝： ３２，０１２，８００円 枠連： ２１，８９２，０００円

普通馬連： ７０，７７４，６００円 馬単： ４３，６３７，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，２８１，６００円

３連複： １００，２８７，８００円 ３連単： １５１，２９６，０００円 計： ４６４，５９０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � １９０円 � １９０円 � １，２９０円 枠 連（５－８） １，１００円

普通馬連 �� １，０８０円 馬 単 �� ２，１２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３７０円 �� ５，２９０円 �� ４，３７０円

３ 連 複 ��� ２８，９３０円 ３ 連 単 ��� １１５，５９０円

票 数

単勝票数 計 ２０４０７６ 的中 � ３１９３２（２番人気）
複勝票数 計 ３２０１２８ 的中 � ５１３４９（２番人気）� ５１１１５（３番人気）� ４７５６（１２番人気）
枠連票数 計 ２１８９２０ 的中 （５－８） １４７９９（４番人気）
普通馬連票数 計 ７０７７４６ 的中 �� ４８３９２（３番人気）
馬単票数 計 ４３６３７６ 的中 �� １５２３９（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４２８１６ 的中 �� １８８６３（１番人気）�� １０４７（５４番人気）�� １２７０（４７番人気）
３連複票数 計１００２８７８ 的中 ��� ２５５９（８７番人気）
３連単票数 計１５１２９６０ 的中 ��� ９６６（３２７番人気）

上り １マイル １：４３．９ ４F ５１．８－３F ３９．３
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ト ー ワ ベ ガ �
�
父 アドマイヤベガ �

�
母父 ウインザーノツト デビュー ２００７．３．１７ 阪神１２着

２００４．５．３生 牡６黒鹿 母 トーワディステニー 母母 ダ イ ナ イ ブ 障害：１４戦４勝 賞金 １０８，９５８，０００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） ４頭 タガノマスタング号・テイエムダイアナ号・マルサンリターン号・メルシーモンサン号
（非抽選馬） ２頭 チョウラブラブ号・マックスチャンプ号



０６０５７ ３月１３日 曇 良 （２２阪神１）第５日 第９競走 ��
��２，４００�ゆ き や な ぎ 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 １０，０００，０００円 ４，０００，０００円 ２，５００，０００円 １，５００，０００円 １，０００，０００円
付 加 賞 ２４５，０００円 ７０，０００円 ３５，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２４．２
２：２２．１

良

良

１１ ハートビートソング 牡３栗 ５６ 福永 祐一 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム ５０４－１２２：３０．４ ２．１�

５５ レッドバリオス 牡３鹿 ５６ 川田 将雅 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ５０６± ０２：３０．７１� ３．２�
４４ スナークスペイン 牡３青鹿５６ 太宰 啓介杉本仙次郎氏 川村 禎彦 新ひだか 城地 清満 ４３６± ０２：３０．９１� ２６．２�
８８ アイウォントユー 牡３栗 ５６ 幸 英明薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 ４５６＋１６２：３１．１１� １６．３�
７７ ファイブイーグル 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二�ファイブウィン 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 ５０６－ ８２：３１．５２� ５．６�
２２ タガノパルムドール 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介八木 昌司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４６６－１０２：３１．７１� ９．３	
３３ 	 オグリファイト 牡３鹿 ５６ 尾島 徹小栗 孝一氏 山中 輝久 新冠 中村農場 ４４４－ ７２：３２．０２ １４７．８


（笠松） （笠松）

６６ セイピーシーズ 牝３鹿 ５４ 安藤 光彰金田 成基氏 服部 利之 日高 新井 昭二 B４４４－１０２：３２．５３ １８．０�
８９ 	 ダイキンボシ 牡３黒鹿５６ 安部 幸夫�ホースケア 今津 博之 日高 加藤牧場 B５００＋ １２：３３．７７ １１０．２�

（愛知） （愛知）

（９頭）

売 得 金

単勝： ２６，９３９，５００円 複勝： ４５，１０２，３００円 枠連： １５，０２１，９００円

普通馬連： ６４，０１２，６００円 馬単： ５８，１４３，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，６９５，４００円

３連複： ８４，８４９，７００円 ３連単： ２４２，８１６，２００円 計： ５６０，５８１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １１０円 � １１０円 � ２９０円 枠 連（１－５） ３１０円

普通馬連 �� ３１０円 馬 単 �� ５１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １６０円 �� ６７０円 �� ４４０円

３ 連 複 ��� １，８５０円 ３ 連 単 ��� ６，１７０円

票 数

単勝票数 計 ２６９３９５ 的中 � １０５５８３（１番人気）
複勝票数 計 ４５１０２３ 的中 � １６８１４５（１番人気）� １３９６７５（２番人気）� １８２２９（７番人気）
枠連票数 計 １５０２１９ 的中 （１－５） ３６３４８（１番人気）
普通馬連票数 計 ６４０１２６ 的中 �� １５２９０２（１番人気）
馬単票数 計 ５８１４３７ 的中 �� ８４８０７（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３６９５４ 的中 �� ５０６２７（１番人気）�� ６９４３（１１番人気）�� １１３３５（６番人気）
３連複票数 計 ８４８４９７ 的中 ��� ３３８５４（７番人気）
３連単票数 計２４２８１６２ 的中 ��� ２９０４８（１７番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．７―１３．０―１３．１―１２．６―１２．４―１３．０―１３．２―１２．７―１１．９―１１．９―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．４―２４．１―３７．１―５０．２―１：０２．８―１：１５．２―１：２８．２―１：４１．４―１：５４．１―２：０６．０―２：１７．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．０―３F３６．３
１
３
４－７，２，５，１，６，３，９，８
４＝７，２，５，８（３，１，６）９

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

勝馬の
紹 介

ハートビートソング 
�
父 ゼンノロブロイ 

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１０．２．１３ 京都１着

２００７．４．１７生 牡３栗 母 フィールグルービー 母母 プレイヤーホイール ２戦２勝 賞金 １７，２４５，０００円
※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。



０６０５８ ３月１３日 曇 良 （２２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００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

８１６ ストリートスタイル 牝５鹿 ５５ 浜中 俊下河辺隆行氏 坂口 正大 門別 下河辺牧場 ４２６－１２１：２２．２ １５．０�

３６ サワヤカラスカル 牝５鹿 ５５ 藤岡 佑介永井 啓弍氏 西橋 豊治 鵡川 新井牧場 ４４４－ ２ 〃 ハナ ５．３�
７１３ マイネエスポワール 牝５栗 ５５ 安部 幸夫 �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 ４５０－ ６ 〃 クビ ２３．６�
（愛知）

７１４ フレンチノワール 牝５鹿 ５５ 田辺 裕信 �東京ホースレーシング 久保田貴士 千歳 社台ファーム ４７２－ ２ 〃 ハナ ３６．３�
６１２� ヤマカツマリリン 牝６栗 ５５ 田嶋 翔山田 和夫氏 小島 貞博 静内 岡田牧場 ５２６－ ８１：２２．３� １８．８�
５１０ ツーデイズノーチス 牝４黒鹿５５ 小牧 太諸江 幸祐氏 斎藤 誠 静内 西村 和夫 ４８６－ ２１：２２．４	 ６．７�
８１５ フォーチュンワード 牝５黒鹿５５ 川田 将雅里見 治氏 古賀 慎明 静内 千代田牧場 ５０８－１２１：２２．５クビ ６３．７	
５９ クリノビスケット 牝７鹿 ５５ 飯田 祐史栗本 博晴氏 荒川 義之 門別 三輪牧場 ４５６＋ ２ 〃 ハナ ６７．４

４７ マルティンスターク 牝５鹿 ５５ 長谷川浩大 �キャロットファーム 鶴留 明雄 早来 ノーザンファーム ４４０－ ６ 〃 クビ ５３．１�
１１ ローズカットダイヤ 牝５栗 ５５ 秋山真一郎�橋 修身氏 平田 修 千歳 社台ファーム ４６０－ ２ 〃 ハナ ４．５
６１１ タイセイハニー 牝７芦 ５５ 福永 祐一田中 成奉氏 菊川 正達 三石 前川 正美 ４８２－ ６１：２２．６クビ ３４．９�
２３ ヘヴンリークルーズ 牝５黒鹿５５ 藤田 伸二 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４３６－ ６ 〃 ハナ ２２．５�
３５ コパノオーシャンズ 牝６黒鹿５５ 武 幸四郎小林 祥晃氏 村山 明 門別 ヤナガワ牧場 ４２６± ０ 〃 クビ ３８．０�
４８ マイティースルー 牝４芦 ５５ 小野 次郎 �キャロットファーム 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム ４８６－ ８ 〃 ハナ １８．０�
１２ ポルトフィーノ 牝５鹿 ５５ 四位 洋文 �サンデーレーシング 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ４８４－ ４１：２２．８１ ３．４�
２４ ユキノハボタン 牝５栗 ５５ 酒井 学遠藤 宗義氏 領家 政蔵 門別 川端 正博 ４７８＋１４１：２２．９	 ８２．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３３，７０９，３００円 複勝： ５９，２２８，７００円 枠連： ３４，７１３，０００円

普通馬連： １３８，０１６，４００円 馬単： ７８，５２０，７００円 ワイド【拡大馬連】： ４４，４４０，５００円

３連複： １７１，６００，２００円 ３連単： ２９６，８１８，３００円 計： ８５７，０４７，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５００円 複 勝 � ３４０円 � １９０円 � ５２０円 枠 連（３－８） １，５２０円

普通馬連 �� ２，１４０円 馬 単 �� ５，６６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８２０円 �� １，９９０円 �� １，０５０円

３ 連 複 ��� ７，８３０円 ３ 連 単 ��� ５０，３５０円

票 数

単勝票数 計 ３３７０９３ 的中 � １７７８４（５番人気）
複勝票数 計 ５９２２８７ 的中 � ４３０５２（５番人気）� １０２１６０（２番人気）� ２５７１９（７番人気）
枠連票数 計 ３４７１３０ 的中 （３－８） １６９２８（６番人気）
普通馬連票数 計１３８０１６４ 的中 �� ４７７２６（８番人気）
馬単票数 計 ７８５２０７ 的中 �� １０２５３（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４４４４０５ 的中 �� １３７７５（６番人気）�� ５３４６（２３番人気）�� １０５２８（９番人気）
３連複票数 計１７１６００２ 的中 ��� １６１９２（２０番人気）
３連単票数 計２９６８１８３ 的中 ��� ４３５１（１３０番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１１．８―１１．８―１１．７―１１．５―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．３―３５．１―４６．９―５８．６―１：１０．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ストリートスタイル �
�
父 アドマイヤベガ �

�
母父 Cozzene デビュー ２００８．５．４ 京都１着

２００５．４．３生 牝５鹿 母 フィラストリート 母母 Phydilla １９戦４勝 賞金 ７５，６７２，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
※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 ショウナンカッサイ号
※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。



０６０５９ ３月１３日 晴 稍重 （２２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，２１．３．１４以降２２．３．７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 ２１，０００，０００円 ８，４００，０００円 ５，３００，０００円 ３，２００，０００円 ２，１００，０００円
付 加 賞 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．９

重

重

７１４ ケイアイガーベラ 牝４栗 ５２ 秋山真一郎 �啓愛義肢材料販売所 平田 修 新冠 隆栄牧場 ４６８－ ２１：２２．９ ３．７�

６１２� セントラルコースト 牡５鹿 ５７ 川田 将雅�ダノックス 池江 泰寿 米 J. V. Shields Jr.
& Robert N. Clay ５０２－ ４１：２３．７５ ６．５�

７１３ セイカアレグロ 牡５鹿 ５３ 浜中 俊久米 大氏 稲葉 隆一 新冠 シンユウフアーム ５０８－ ４１：２３．８� ３１．６�
５９ セイクリムズン 牡４黒鹿５５ 幸 英明金田 成基氏 服部 利之 様似 清水スタッド ５０６± ０１：２３．９� ３．１�
１２ ワンダーポデリオ 牡６鹿 ５７ 福永 祐一山本 信行氏 藤岡 範士 新冠 アラキフアーム ４８２＋１４１：２４．０クビ １０．２�
３５ ユウキタイティ 牡６栗 ５３ 酒井 学ちきり組合 梅田 康雄 門別 日西牧場 ５１６－ ２ 〃 クビ ８４．９�
２４ � ガ ブ リ ン 牡８鹿 ５６ 小牧 太榮 義則氏 森 秀行 豪 Mr JR

Fleming ４７６± ０１：２４．１� ２７．５	
６１１ ラインプレアー 牡５芦 ５４ 武 幸四郎大澤 繁昌氏 松永 昌博 門別 日高大洋牧場 ５２６＋ ２１：２４．２� ３９．６

３６ � アンクルリーサム 牡９芦 ５６ 渡辺 薫彦�有能 田島 良保 米 Dr. Char-

les S Giles ５３０＋ ２１：２４．４１ １９．６�
４７ セレスハント 牡５栗 ５６ 藤岡 佑介岡 浩二氏 松永 幹夫 えりも エクセルマネジメント ４８４－ ２１：２４．６１� ７．４�
２３ ポ ー ト ラ ヴ 牡６栗 ５２ 熊沢 重文水戸眞知子氏 南井 克巳 様似 様似堀牧場 ５７０－ ２１：２４．７クビ ８３．４
４８ フィールドベアー 牡７鹿 ５６ 安部 幸夫地田 勝三氏 野村 彰彦 早来 ノーザンファーム ４９６－ ２１：２４．８	 ３２．７�

（愛知）

８１６� ドラゴンウェルズ 牡７鹿 ５４ 藤田 伸二窪田 芳郎氏 藤原 英昭 米 Kilroy Thorough-
bred Partnership ４９２－ ２１：２４．９� ５２．０�

５１０ ボストンオー 牡５芦 ５４ 尾島 徹ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４８４－１０１：２５．１１� １５６．０�
（笠松）

１１ ウォーターオーレ 牡８青鹿４８ 畑端 省吾山岡 良一氏 鮫島 一歩 静内 多田 正弘 ５５２± ０１：２５．２クビ ２４３．４�
８１５ エ ノ ク 牡６栗 ５６ 生野 賢一 �サンデーレーシング 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ５１８－ ２ 〃 アタマ １９．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４９，３１２，０００円 複勝： ７１，６７０，９００円 枠連： ４６，７７６，８００円

普通馬連： ２６３，４７０，２００円 馬単： １３５，２７８，８００円 ワイド【拡大馬連】： ６７，６５９，６００円

３連複： ３０５，３４７，４００円 ３連単： ５８４，７４８，６００円 計： １，５２４，２６４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １９０円 � ２６０円 � ６２０円 枠 連（６－７） １，１７０円

普通馬連 �� １，５４０円 馬 単 �� ２，６５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７９０円 �� １，６００円 �� ３，１８０円

３ 連 複 ��� １３，５６０円 ３ 連 単 ��� ５６，２８０円

票 数

単勝票数 計 ４９３１２０ 的中 � １０６６３６（２番人気）
複勝票数 計 ７１６７０９ 的中 � １２３５５９（２番人気）� ７３９２７（４番人気）� ２４７５５（９番人気）
枠連票数 計 ４６７７６８ 的中 （６－７） ２９６８６（５番人気）
普通馬連票数 計２６３４７０２ 的中 �� １２６４７２（６番人気）
馬単票数 計１３５２７８８ 的中 �� ３７８０６（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６７６５９６ 的中 �� ２２１１８（７番人気）�� １０３２２（１８番人気）�� ５０７７（３６番人気）
３連複票数 計３０５３４７４ 的中 ��� １６６２９（４５番人気）
３連単票数 計５８４７４８６ 的中 ��� ７６６９（１６３番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．７―１１．６―１１．９―１２．１―１２．０―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１１．９―２２．６―３４．２―４６．１―５８．２―１：１０．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケイアイガーベラ �
�
父 Smarty Jones �

�
母父 Danzig デビュー ２００８．１１．８ 京都１着

２００６．４．２７生 牝４栗 母 アンナステルツ 母母 Edge ８戦５勝 賞金 ６３，９７２，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 アンダーカウンター号
（非抽選馬） ９頭 アートオブウォー号・イースター号・クイックリープ号・コウユーキズナ号・テイエムアタック号・

トーホウオルビス号・ナスノストローク号・ラインブラッド号・レオエンペラー号
※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。



０６０６０ ３月１３日 晴 稍重 （２２阪神１）第５日 第１２競走 ��
��１，２００�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，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

１：０９．７
１：０８．７

重

重

８１４ フィールドジュエル 牡８鹿 ５７ 酒井 学地田 勝三氏 西園 正都 早来 ノーザンファーム B４８８± ０１：１２．１ ６．４�

１１ ピンクペガサス 牡５黒鹿５７ 福永 祐一木村 久子氏 服部 利之 静内 フジワラフアーム ５００－ ６１：１２．２� ２．５�
５９ � アグネスイカロス 牡５栗 ５７ 川田 将雅渡辺 孝男氏 河内 洋 新冠 川島牧場 ５０４＋ ４ 〃 クビ １４．１�
６１１ ドクターラオウ 牡４鹿 ５７ 藤岡 佑介�アカデミー 西園 正都 新冠 清水 克則 ５１２－１２１：１２．５２ ３．１�
７１２ エイシンクエスト 牡４栗 ５７ 秋山真一郎平井 豊光氏 野元 昭 新ひだか 藤原牧場 ５１４＋ ６１：１２．６クビ ２６．４�
５８ ミステリアスバイオ 牝５栗 ５５ 長谷川浩大バイオ� 鶴留 明雄 門別 中館牧場 ４６６－ ６ 〃 クビ ３６．５�
７１３ オープンザゲート 牡６鹿 ５７ 小野 次郎�樽さゆり氏 田村 康仁 新冠 松浦牧場 ４８０－ ２１：１２．７� ２４０．２	
４７ � ユウキアックン 牡５栗 ５７ 小牧 太ちきり組合 梅田 康雄 静内 高橋フアーム ４９６± ０ 〃 ハナ ６１．４

２３ テンザンモビール 牡７黒鹿５７ 熊沢 重文平野 澄江氏 矢作 芳人 門別 下河辺牧場 B４９４－ ６１：１２．９１	 ５６．０�
８１５ ミキノセレナーデ 牝５鹿 ５５ 幸 英明谷口 久和氏 大橋 勇樹 新冠 ハクツ牧場 ４５６＋ ２１：１３．０� ３５．０�
６１０
 ワイズドリーム 牝４栗 ５５ 浜中 俊吉田 好雄氏 吉田 直弘 米 Eclipse Thor-

oughbreds Inc. ４７６＋ ６１：１３．３１� １０．２
３４ マイティーキラー 牡７栗 ５７ 石橋 守小川 勲氏 宮 徹 新冠 細川農場 ５０６＋ ２ 〃 クビ １７６．３�
３５ テイエムハヤテオー 牡５栗 ５７ 安藤 光彰竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 三枝牧場 ４９０＋２２１：１４．０４ ４２．８�
２２ � ア ピ ー ル 牝５栗 ５５ 太宰 啓介長谷川光司氏 吉岡 八郎 浦河 小倉牧場 ４１４± ０ 〃 ハナ １６０．０�
４６ カウンセラー 牡５芦 ５７ 安部 幸夫川上 哲司氏 目野 哲也 三石 久井牧場 ４５４± ０１：１４．１クビ ２６．９�

（愛知）

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３０，６９３，５００円 複勝： ４４，６０５，５００円 枠連： ３２，１９９，３００円

普通馬連： １２５，５４８，０００円 馬単： ８０，６４６，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３９，１２６，７００円

３連複： １５１，０１４，０００円 ３連単： ３０８，６８６，８００円 計： ８１２，５２０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６４０円 複 勝 � １９０円 � １３０円 � ２９０円 枠 連（１－８） ７４０円

普通馬連 �� ９８０円 馬 単 �� ２，２６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３７０円 �� １，２４０円 �� ６００円

３ 連 複 ��� ４，０３０円 ３ 連 単 ��� ２３，７５０円

票 数

単勝票数 計 ３０６９３５ 的中 � ３７７９９（３番人気）
複勝票数 計 ４４６０５５ 的中 � ５５２４５（３番人気）� １３０４２７（１番人気）� ３０４８３（５番人気）
枠連票数 計 ３２１９９３ 的中 （１－８） ３２１６３（３番人気）
普通馬連票数 計１２５５４８０ 的中 �� ９５１４９（２番人気）
馬単票数 計 ８０６４６５ 的中 �� ２６４０７（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３９１２６７ 的中 �� ２８６０１（２番人気）�� ７１６７（１２番人気）�� １６０６１（６番人気）
３連複票数 計１５１０１４０ 的中 ��� ２７６８５（１１番人気）
３連単票数 計３０８６８６８ 的中 ��� ９５９４（５７番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１１．８―１１．９―１２．０―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．１―３４．９―４６．８―５８．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．０―３F３７．２
３ ・（７，１３）９，１，１０（１１，１２）（６，１５）８，３，２，４，５，１４ ４ ・（７，１３）（１，９）（１１，１２）１０（１５，８）６（３，４）２（１４，５）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

フィールドジュエル �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー ２００４．１０．２４ 京都７着

２００２．３．３０生 牡８鹿 母 シクレノンジュエル 母母 ダイナシユガー ４４戦３勝 賞金 ５８，０７９，０００円
※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。



（２２阪神１）第５日 ３月１３日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １６９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

２７７，２７０，０００円
５，０６０，０００円
１０，５２０，０００円
２，１４０，０００円
２７，５９０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６０，２５７，５００円
５，６２８，８００円
１，６７３，１００円

勝馬投票券売得金
２８４，１４４，４００円
５０７，５４６，２００円
２３５，５１７，５００円
９３２，１７０，６００円
６２２，９８７，９００円
３１３，３４５，２００円
１，１７７，９７３，０００円
２，２２５，６５８，８００円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 ６，２９９，３４３，６００円

総入場人員 １４，５９０名 （有料入場人員 １３，８０５名）




