
０６０８５ ３月２１日 曇 稍重 （２２阪神１）第８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

８１２ ワンダースキー 牝３栗 ５４ 四位 洋文山本 信行氏 松永 幹夫 新ひだか 米田牧場 ４７２－ ６１：５７．８ １．２�

２２ ヤマニンビサージュ 牝３青 ５４ 太宰 啓介土井 肇氏 中村 均 新冠 錦岡牧場 ４３４－１６１：５８．６５ １８．４�
７１０ キモンピンキー 牝３鹿 ５４

５１ ▲高倉 稜小林 祥晃氏 崎山 博樹 日高 ヤナガワ牧場 ４８４± ０１：５８．９２ ９．２�
３３ 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± ０１：５９．１１ ５７．８�
６８ ラブアスコットー 牝３栗 ５４ 三浦 皇成増田 陽一氏 中村 均 新ひだか 加野牧場 ４４４＋ ４ 〃 アタマ ４７．３�
４４ チーリープロット 牝３栗 ５４ 的場 勇人吉田 和子氏 高木 登 日高 正和山本牧場 ４４０－ ２１：５９．７３� ６６．４�
４５ ハイプレイズ 牝３青鹿 ５４

５２ △国分 恭介�ターフ・スポート中竹 和也 新ひだか 乾 皆雄 ４４８－１２１：５９．９１� ５７．５	
５７ キョウワフェアリー 牝３栗 ５４ 武 豊�協和牧場 須貝 尚介 新冠 協和牧場 ４４０± ０２：００．０クビ １６．０

８１３ モ リ ナ リ 牝３黒鹿５４ 川島 信二鈴木 義孝氏 吉田 直弘 日高 下河辺牧場 ４３４± ０２：００．２１� １５．９�
１１ パリスブルー 牝３黒鹿５４ 田中 克典 �ブルーマネジメント松永 昌博 新冠 川上牧場 ４２６－ ２２：０２．１大差 １０４．４
６９ メイショウハウオリ 牝３鹿 ５４ 鷹野 宏史松本 好�氏 沖 芳夫 浦河 村下 明博 ４１６＋ ４２：０２．４１� ３８１．８�
５６ ハニカミスマイル 牝３鹿 ５４ 青木 芳之島田 久氏 尾関 知人 日高 今井牧場 ４３０－ ８２：０２．８２� ２４０．１�
７１１ コスモマリースター 牝３栗 ５４ 吉田 稔 �ビッグレッドファーム 目野 哲也 新冠 ビッグレッドファーム ４１６± ０２：０３．１１� １１７．１�

（愛知）

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２２，４８０，３００円 複勝： ５２，０６０，８００円 枠連： ９，７８５，９００円

普通馬連： ３３，８９１，９００円 馬単： ４０，５０８，７００円 ワイド【拡大馬連】： １７，０４６，１００円

３連複： ５２，９５６，２００円 ３連単： １１７，４５７，４００円 計： ３４６，１８７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １２０円 複 勝 � １００円 � ３２０円 � １７０円 枠 連（２－８） ７７０円

普通馬連 �� ９００円 馬 単 �� １，０８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４１０円 �� ２００円 �� １，０８０円

３ 連 複 ��� １，４６０円 ３ 連 単 ��� ４，４９０円

票 数

単勝票数 計 ２２４８０３ 的中 � １５６５９６（１番人気）
複勝票数 計 ５２０６０８ 的中 � ３９６２０４（１番人気）� １２０１２（５番人気）� ３１８４７（２番人気）
枠連票数 計 ９７８５９ 的中 （２－８） ９４６１（４番人気）
普通馬連票数 計 ３３８９１９ 的中 �� ２７９５６（４番人気）
馬単票数 計 ４０５０８７ 的中 �� ２７８３０（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７０４６１ 的中 �� ９７８７（４番人気）�� ２７１３９（１番人気）�� ３２００（１６番人気）
３連複票数 計 ５２９５６２ 的中 ��� ２６９２８（４番人気）
３連単票数 計１１７４５７４ 的中 ��� １９３１３（９番人気）

ハロンタイム １３．３―１１．７―１４．０―１３．０―１３．０―１３．１―１３．４―１２．９―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．３―２５．０―３９．０―５２．０―１：０５．０―１：１８．１―１：３１．５―１：４４．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．８―３F３９．７
１
３

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

勝馬の
紹 介

ワンダースキー �
�
父 ストラヴィンスキー �

�
母父 キンググローリアス デビュー ２０１０．２．１４ 京都２着

２００７．３．２５生 牝３栗 母 ワンダーマッスル 母母 ワンダーヒロイン ３戦１勝 賞金 ９，８００，０００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〕 コスモマリースター号は，平成２２年４月２１日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 メイショウナゴン号（疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため）
※チーリープロット号・ハニカミスマイル号は，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。



０６０８６ ３月２１日 晴 稍重 （２２阪神１）第８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

１１ プリサイストップ 牡３鹿 ５６
５３ ▲高倉 稜冨沢 敦子氏 崎山 博樹 浦河 鮫川フアーム ４８０－ ４１：１２．７ ３．３�

５５ エーシンハダル 牡３鹿 ５６ 四位 洋文�栄進堂 野中 賢二 新ひだか タイヘイ牧場 ４９２＋ ２１：１３．３３� ２．３�
７９ スマートアーサイト 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠大川 徹氏 小崎 憲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７４＋ ４１：１３．５１� ３．７�
８１２ アスタータイクーン 牡３栗 ５６ 太宰 啓介加藤 久枝氏 木原 一良 新ひだか カタオカフアーム ４６０－ ２１：１４．０３ ６．６�
６８ ラブエーヤン 牝３鹿 ５４ 生野 賢一小林 祥晃氏 田所 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 ４７４ ―１：１４．３１� ９１．７�

（カナミ）

３３ オーナーズアイ 牝３黒鹿５４ 秋山真一郎佐々木実子氏 鈴木 孝志 浦河 オーナー牧場 ４１４＋ ２１：１４．５１ １４１．２�
４４ シゲルハンゾウ 牡３芦 ５６ 北野 真弘森中 蕃氏 西橋 豊治 新ひだか 沖田 繁 ４８４＋ ２１：１４．８２ ４１６．７	

（兵庫）

６７ シゲルイエヤス 牡３鹿 ５６
５４ △国分 恭介森中 蕃氏 五十嵐忠男 日高 古本 正則 ５１２＋１６１：１５．１１� ４０．２


７１０ ボーンストーン 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成後藤 繁樹氏 坂口 正則 新ひだか 有限会社 レキ
シントンファーム ４８２＋ ２１：１５．２� ２５．２�

２２ キョウワサムライ 牡３鹿 ５６ 石橋 守�協和牧場 佐山 優 新冠 協和牧場 ４６０＋ ２１：１５．６２� ２７０．０
８１１ カシノストライカー 牡３鹿 ５６ 高野 容輔柏木 務氏 須貝 彦三 鹿児島 柏木 務 ５０２＋ ２１：１６．２３� ３６１．３�
５６ サンレイファントム 牡３鹿 ５６ 岩崎 祐己永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 B４８８－ ４１：１６．４１� ２０６．２�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １５，１７３，５００円 複勝： ３４，２６９，４００円 枠連： ９，７４３，５００円

普通馬連： ３６，７４２，４００円 馬単： ３５，１０９，４００円 ワイド【拡大馬連】： １７，０９７，５００円

３連複： ５６，３６８，１００円 ３連単： １２０，６３８，０００円 計： ３２５，１４１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １２０円 � １１０円 � １２０円 枠 連（１－５） ２８０円

普通馬連 �� ２８０円 馬 単 �� ６７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １３０円 �� ２００円 �� １６０円

３ 連 複 ��� ２８０円 ３ 連 単 ��� １，４４０円

票 数

単勝票数 計 １５１７３５ 的中 � ３６６４０（２番人気）
複勝票数 計 ３４２６９４ 的中 � ４９１９６（２番人気）� １９０６８５（１番人気）� ４４２５２（３番人気）
枠連票数 計 ９７４３５ 的中 （１－５） ２５８０９（１番人気）
普通馬連票数 計 ３６７４２４ 的中 �� １００２５０（１番人気）
馬単票数 計 ３５１０９４ 的中 �� ３９０３７（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７０９７５ 的中 �� ４００９３（１番人気）�� １７０８７（４番人気）�� ２６８６７（２番人気）
３連複票数 計 ５６３６８１ 的中 ��� １５１５９５（１番人気）
３連単票数 計１２０６３８０ 的中 ��� ６１９２７（２番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．７―１１．７―１２．３―１２．２―１３．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．７―３４．４―４６．７―５８．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プリサイストップ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 ア ラ ジ デビュー ２０１０．３．６ 阪神２着

２００７．５．８生 牡３鹿 母 キャンティグルーム 母母 ダナグルーム ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００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。



０６０８７ ３月２１日 晴 稍重 （２２阪神１）第８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
１：４７．８

重

重

８１２ サクラブライアンス 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 谷岡牧場 ４８８＋ ２１：５５．０ ４．８�

４４ � レッドスティング 牡３鹿 ５６ 武 豊 �東京ホースレーシング 松田 国英 愛 H. Yamamoto ４５０－ ４１：５５．４２� ２．１�
７１１ ウインベルカント 牡３黒鹿５６ 吉田 稔�ウイン 佐々木晶三 新ひだか 原口牧場 ４７０－ ２１：５６．０３� １８．８�

（愛知）

５６ スペシャルロード 牡３黒鹿 ５６
５４ △国分 恭介�伊達牧場 西園 正都 新ひだか 静内酒井牧場 ４７８＋ ２１：５６．７４ ７．４�

１１ メイショウトシイエ 牡３黒鹿５６ 池添 謙一松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４４２± ０１：５７．１２� ４．２�
３３ トウケイウッドマン 牡３青 ５６ 秋山真一郎木村 信彦氏 北出 成人 新ひだか 坂本 智広 ４４６± ０１：５８．１６ １５．８�
４５ メイケイオーシャン 牡３鹿 ５６ 安藤 光彰名古屋競馬� 木原 一良 登別 青藍牧場 B４３８－ ４１：５８．３１ ３０６．８	
６９ ナムラアンカー 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 伊藤 和明 ４９２＋ ２１：５８．６２ ３９１．９

６８ シゲルウジヤス 牡３鹿 ５６ 川島 信二森中 蕃氏 小島 貞博 新ひだか 酒井 亨 ５００＋ ４１：５８．７クビ ２６３．４�
２２ シゲルヒデヨシ 牡３黒鹿５６ 石橋 守森中 蕃氏 鶴留 明雄 浦河 中村 雅明 ５２２＋ ４１：５９．２３ ４１０．７�
８１３ アースフォーリア 牡３鹿 ５６

５３ ▲高倉 稜松山 増男氏 坂口 正則 新ひだか 名古屋 一征 ４４８－ ６１：５９．３クビ １４２．２
７１０ ダンツペリオッド 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介山元 哲二氏 本田 優 日高 正和山本牧場 B５００± ０ 〃 ハナ ４６．０�
５７ メジロレーガン 牡３鹿 ５６ 四位 洋文�メジロ牧場 田島 良保 洞爺湖 メジロ牧場 ４８２± ０２：０１．０大差 ２６．３�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １６，３１１，４００円 複勝： ２４，８９８，３００円 枠連： １０，７８０，０００円

普通馬連： ４１，３８８，７００円 馬単： ３６，５１３，７００円 ワイド【拡大馬連】： １７，５５１，７００円

３連複： ６１，３８４，４００円 ３連単： １０７，４３５，１００円 計： ３１６，２６３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � １８０円 � １２０円 � ４４０円 枠 連（４－８） ５８０円

普通馬連 �� ６３０円 馬 単 �� １，４７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３５０円 �� １，３２０円 �� １，０２０円

３ 連 複 ��� ３，３７０円 ３ 連 単 ��� １９，６７０円

票 数

単勝票数 計 １６３１１４ 的中 � ２７０１９（３番人気）
複勝票数 計 ２４８９８３ 的中 � ３４８３８（３番人気）� ７７８３１（１番人気）� ９６９６（７番人気）
枠連票数 計 １０７８００ 的中 （４－８） １３７５２（３番人気）
普通馬連票数 計 ４１３８８７ 的中 �� ４８７７６（２番人気）
馬単票数 計 ３６５１３７ 的中 �� １８４２０（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７５５１７ 的中 �� １４１９５（４番人気）�� ３０６８（１８番人気）�� ４０３４（１４番人気）
３連複票数 計 ６１３８４４ 的中 ��� １３４７６（１４番人気）
３連単票数 計１０７４３５１ 的中 ��� ４０３２（７６番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．７―１３．７―１２．８―１２．６―１２．６―１２．９―１２．５―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．７―３８．４―５１．２―１：０３．８―１：１６．４―１：２９．３―１：４１．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．２―３F３８．６
１
３
１２，４（１，６，１０）９，５，１１，３，７－２－８，１３・（１２，４）（１，６）１０（５，１１）９，３－（２，７）－８－１３

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

勝馬の
紹 介

サクラブライアンス �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Gulch デビュー ２０１０．２．２１ 東京３着

２００７．６．６生 牡３黒鹿 母 シロガネーゼカフェ 母母 Wajna ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メジロレーガン号は，平成２２年４月２１日まで平地競走に出走できない。
※ウインベルカント号は，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，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０６０８８ ３月２１日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（２２阪神１）第８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７００万円毎１�増
本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円� コースレコード３：２５．０良・良

６１０� ハッピーヘイロー �８鹿 ６１ 高田 潤冨沢 敦子氏 増本 豊 新冠 石郷岡 松
太郎 ４９８－ ２３：３０．１ ４．７�

８１３ イコールパートナー 牝５栗 ５８ 金折 知則�ノースヒルズ 松元 茂樹 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７８－ ４３：３０．４１� ３．７�
５７ マルサンリターン 牡５鹿 ６０ 難波 剛健松井三千年氏 目野 哲也 静内 クドウファーム ４８６－ ２３：３１．３５ １６．２�
８１４� マックスチャンプ 牡９鹿 ６０ 西谷 誠田所 英子氏 梅田 智之 門別 白井牧場 ４８８± ０３：３２．３６ ７．６�
１１ テイエムダイアナ 牝４鹿 ５７ 高井 彰大竹園 正繼氏 新川 恵 浦河 川越ファーム ４６０＋ ４３：３２．４� １２．３�
６９ マッキーガリウム 牡４黒鹿５９ 高野 容輔薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 ４６２－ ４３：３２．９３ ４２．４�
４６ � ツインダイヤ 牝４栗 ５７ 柴田 未崎	坂東牧場 境 征勝 日高 ファーミングヤナキタ ４７４－１４３：３３．３２� ３４．４

３３ スリーアトラス 牡７栗 ６０ 林 満明永井商事� 武 宏平 静内 武 牧場 ４５８＋ ２ 〃 ハナ １０３．９�
３４ マーブルジーン 牡６黒鹿６１ 小坂 忠士下村 直氏 田所 清広 静内 マークリ牧場 ４７４－ ４３：３３．４� ８．２�
７１２� タガノマスタング 牡７栗 ６０ 北沢 伸也八木 良司氏 小原伊佐美 浦河 広瀬 正昭 ５０２＋ ４ 〃 クビ ６．４
２２ マッキーケインズ 牡５栗 ６０ 北村 浩平薪浦 亨氏 梅田 康雄 早来 吉田 三郎 ４１６－ ６３：３３．５クビ ９０．６�
５８ アンクルトップ 牡５栗 ６０ 佐久間寛志�有能 鹿戸 明 三石 猪野毛牧場 ４７０± ０ 〃 クビ １８．１�
７１１ コウヨウウェーブ 牡６芦 ６１ 五十嵐雄祐寺内 正光氏 菅原 泰夫 浦河 谷川牧場 ４９４－ ４３：３８．９大差 １２．１�
４５ � メイショウコンボイ 牡６鹿 ６０ 出津 孝一松本 好雄氏 武 宏平 三石 本桐牧場 ４７４± ０ （競走中止） ７６．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ９，８２７，５００円 複勝： １３，５４３，７００円 枠連： １３，６９２，４００円

普通馬連： ３３，１９３，６００円 馬単： ２４，１００，３００円 ワイド【拡大馬連】： １３，０６２，１００円

３連複： ５１，９８２，０００円 ３連単： ７１，６１０，７００円 計： ２３１，０１２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � １９０円 � １５０円 � ３３０円 枠 連（６－８） ５７０円

普通馬連 �� ８１０円 馬 単 �� １，９００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４００円 �� １，３６０円 �� ９８０円

３ 連 複 ��� ４，２２０円 ３ 連 単 ��� １８，２００円

票 数

単勝票数 計 ９８２７５ 的中 � １６５３２（２番人気）
複勝票数 計 １３５４３７ 的中 � ２００３５（２番人気）� ２８３９７（１番人気）� ８４７７（７番人気）
枠連票数 計 １３６９２４ 的中 （６－８） １７９０２（２番人気）
普通馬連票数 計 ３３１９３６ 的中 �� ３０４３１（１番人気）
馬単票数 計 ２４１００３ 的中 �� ９４０２（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３０６２１ 的中 �� ８８９０（１番人気）�� ２２２５（２０番人気）�� ３１７５（１２番人気）
３連複票数 計 ５１９８２０ 的中 ��� ９０９７（９番人気）
３連単票数 計 ７１６１０７ 的中 ��� ２９０４（３８番人気）

上り １マイル １：４５．９ ４F ５２．４－３F ３９．９
コーナー
通過順位

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

�
�

・（１，１３，１０）＝７（１１，１４）９（３，８）１２－２（４，６）・（１０，１３）＝（１，７）－（１２，１４）９，６，８（３，４）－２＝１１
市場取引馬

勝馬の
紹 介

�ハッピーヘイロー �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 ヒツタイトグローリー

２００２．４．１３生 �８鹿 母 キンセングローリー 母母 キンセンハツピー 障害：７戦３勝 賞金 ３９，８０１，０００円
地方デビュー ２００６．２．２６ 名古屋

〔競走中止〕 メイショウコンボイ号は，１周目４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。
※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 セレスケイ号・マイネルアルセーヌ号
（非抽選馬） ２頭 ブルーベレッタ号・ワイズタイクーン号



０６０８９ ３月２１日 晴 良 （２２阪神１）第８日 第５競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１２時２０分 （芝・右・外）

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

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

６１１ シルクアーネスト 牡３栗 ５６ 池添 謙一有限会社シルク池添 兼雄 新冠 ハシモトフアーム ４６８＋ ２１：４９．２ ３．６�

８１６ スマートフォーカス 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠大川 徹氏 宮 徹 安平 ノーザンファーム ４９２－ ８１：４９．５１� ２．４�
８１５ マイネルガヴロシュ 牡３青鹿５６ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 メイタイ牧場 B４８６＋１４ 〃 ハナ １１３．７�
２３ メジロジェニファー 牝３黒鹿５４ 石橋 守�メジロ牧場 北出 成人 洞爺湖 メジロ牧場 ４９０＋ ６１：４９．９２� １２．２�
３５ バトルドンジョン 牡３栗 ５６ 太宰 啓介宮川 秋信氏 本田 優 浦河 高岸 順一 ４５６± ０１：５０．０� １６．０�
５１０ マルカゴクウ 牡３鹿 ５６ 四位 洋文河長産業� 鶴留 明雄 千歳 社台ファーム ４６４－ ６１：５０．３１� ３４．０	
６１２ ランドゴーカイ 牡３鹿 ５６

５４ △国分 恭介木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４４０－ ６１：５０．５１� ５４．６

１１ ユメノカケハシ 牝３青鹿５４ 藤岡 佑介諸江 幸祐氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム ４３８－ ４１：５０．７１� １１．０�
４７ ドリームセーリング 牡３栗 ５６ 藤田 伸二セゾンレースホース� 白井 寿昭 新ひだか 千代田牧場 B４６８＋ ６ 〃 ハナ １０．０�
７１３ グランデリファール 	３栗 ５６ 北野 真弘芹澤 精一氏 武 宏平 新ひだか 武 牧場 ４３６－１４ 〃 クビ ７７２．３

（兵庫）

５９ ジェンティール 牝３栗 ５４ 吉田 稔吉田 照哉氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム ４０８－ ４１：５０．８� ４６．７�
（愛知）

１２ ケイエスアイアイ 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎キヨシサービス� 高橋 成忠 新ひだか 藤沢牧場 ４３４－１２１：５１．２２� ４１８．７�
３６ バンコジーロ 牡３鹿 ５６ 武 豊金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 安平 ノーザンファーム ５０８－ ４１：５１．４１ ７．２�
７１４ マサノブルース 牡３鹿 ５６

５３ ▲高倉 稜猪野毛雅人氏 五十嵐忠男 新ひだか 猪野毛牧場 B４５４＋ ２１：５１．６１� ２８８．９�
２４ ジョーカーホーマン 牡３鹿 ５６ 酒井 学久保 博文氏 西園 正都 平取 びらとり牧場 ４３０－ ２１：５１．９１� ４６０．１�
４８ ローブブランシュ 牝３芦 ５４ 小林 徹弥エデンアソシエーション 梅田 智之 新冠 飛渡牧場 ４１６± ０１：５２．２２ ３１７．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，９１５，１００円 複勝： ３０，６４９，６００円 枠連： １３，６０５，４００円

普通馬連： ４９，３６９，７００円 馬単： ３７，５３７，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，１８０，５００円

３連複： ６９，０７５，９００円 ３連単： １１５，２８８，６００円 計： ３５６，６２２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １３０円 � １２０円 � １，２４０円 枠 連（６－８） ３７０円

普通馬連 �� ３８０円 馬 単 �� ９２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １９０円 �� ３，１６０円 �� ２，８９０円

３ 連 複 ��� ８，６３０円 ３ 連 単 ��� ３４，７３０円

票 数

単勝票数 計 １８９１５１ 的中 � ４２０７７（２番人気）
複勝票数 計 ３０６４９６ 的中 � ７４０３３（２番人気）� ８７５２０（１番人気）� ３４２９（１１番人気）
枠連票数 計 １３６０５４ 的中 （６－８） ２７４５１（１番人気）
普通馬連票数 計 ４９３６９７ 的中 �� ９６０２９（１番人気）
馬単票数 計 ３７５３７９ 的中 �� ３０３５９（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２１８０５ 的中 �� ４００９０（１番人気）�� １４２７（３４番人気）�� １５６６（３２番人気）
３連複票数 計 ６９０７５９ 的中 ��� ５９１３（３０番人気）
３連単票数 計１１５２８８６ 的中 ��� ２４５０（１０３番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１１．１―１２．０―１３．０―１２．９―１３．０―１１．４―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．１―３４．２―４６．２―５９．２―１：１２．１―１：２５．１―１：３６．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シルクアーネスト �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．６．２８ 阪神９着

２００７．３．４生 牡３栗 母 ティアドロップス 母母 パイナップルスター ９戦１勝 賞金 １２，６５０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ユウターエール号
（非抽選馬） ２頭 デンコウアルセウス号・ニホンピロフルール号
※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。



０６０９０ ３月２１日 晴 稍重 （２２阪神１）第８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）

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

５１０ アンヴァルト 牡３青鹿５６ 秋山真一郎 �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム ４６８ ―１：２６．８ １．６�

４７ ショウナンカラット 牝３黒鹿５４ 岩田 康誠国本 哲秀氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 ４５２ ―１：２７．４３� ９．９�
１２ ア ザ マ ル 牡３栗 ５６ 藤田 伸二吉田 和美氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム ４８４ ―１：２７．８２� ６．４�
７１３ エクセルフラッグ 牡３鹿 ５６ 的場 勇人橋場 勇二氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント ５０４ ― 〃 ハナ ２２５．７�
８１６ ブラーニーストーン 牡３芦 ５６ 石橋 守吉田 和子氏 宮 徹 新ひだか 片山牧場 ４７２ ―１：２７．９� １０３．９�
６１２� ミラノムーン 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介山口 義道氏 松永 幹夫 独 Frau U. Tim-

mermann ４６２ ―１：２８．３２� ７２．７�
７１４ ホッコーイェーガー 牡３青 ５６ 吉田 稔矢部 幸一氏 野村 彰彦 新冠 	渡 信義 ４６６ ―１：２８．４クビ ３０．６


（愛知）

３５ オリエンタルコール 牡３鹿 ５６ 酒井 学棚網 基己氏 田所 秀孝 浦河 有限会社
松田牧場 ４５４ ―１：２８．５� ２１．７�

５９ シ エ ス タ 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介�下河辺牧場 田中 章博 日高 下河辺牧場 ４７２ ―１：２９．２４ １６０．９�
８１５� エーシンアマテラス 牝３栗 ５４ 三浦 皇成栄進堂 西園 正都 米 Winches-

ter Farm ４８０ ―１：２９．７３ ５．９�
６１１ ライスヴェス 牝３黒鹿５４ 武 幸四郎�下河辺牧場 松田 国英 日高 下河辺牧場 ３９６ ―１：３０．１２� １１３．３�
３６ メイショウテクノ 牡３栗 ５６ 小林 徹弥松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４２４ ―１：３０．２クビ １８２．３�
２４ ハローハクユウ 牡３青鹿５６ 高野 容輔伊藤 博文氏 須貝 彦三 浦河 冨岡 博一 ５１２ ―１：３１．５８ ３７４．７�
４８ � インフォカルシー 牡３鹿 ５６ 武 豊前田 幸治氏 矢作 芳人 愛 Swettenham Stud

and Ben Sangster ５４０ ― 〃 ハナ ２１．５�
１１ シップーナカヤマ 牝３黒鹿 ５４

５２ △国分 恭介�中山牧場 服部 利之 浦河 中山牧場 ４２０ ―１：３２．２４ ７１．３�
２３ テイエムキマグレ 牡３鹿 ５６ 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 日高 テイエム牧場日高支場 ４４０ ―１：３２．３クビ ３３５．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，０６６，７００円 複勝： ２２，８９１，０００円 枠連： １２，２３１，７００円

普通馬連： ３７，７５４，７００円 馬単： ３４，９２２，２００円 ワイド【拡大馬連】： １４，８６８，７００円

３連複： ４９，５６７，４００円 ３連単： ８９，３７５，５００円 計： ２７９，６７７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １８０円 � １６０円 枠 連（４－５） ５１０円

普通馬連 �� ７４０円 馬 単 �� ９５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２８０円 �� ２６０円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� １，２４０円 ３ 連 単 ��� ４，０１０円

票 数

単勝票数 計 １８０６６７ 的中 � ９１９２１（１番人気）
複勝票数 計 ２２８９１０ 的中 � １０１８８１（１番人気）� ２１７３１（４番人気）� ２８２８１（２番人気）
枠連票数 計 １２２３１７ 的中 （４－５） １７８９０（２番人気）
普通馬連票数 計 ３７７５４７ 的中 �� ３７８０１（３番人気）
馬単票数 計 ３４９２２２ 的中 �� ２７２０６（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４８６８７ 的中 �� １３９１３（３番人気）�� １５４３３（２番人気）�� ５８０９（６番人気）
３連複票数 計 ４９５６７４ 的中 ��� ２９５８０（３番人気）
３連単票数 計 ８９３７５５ 的中 ��� １６４８６（６番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．８―１２．４―１２．８―１３．２―１３．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２２．９―３４．７―４７．１―５９．９―１：１３．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５２．１―３F３９．７
３ １，１４（７，１５）－１６，６，１０，２，１１－（１３，１２）９，５－（４，３，８） ４ ・（１，１４，１５）（７，１０，１６）－（６，１１）２－（１３，１２）５，９＝８－（４，３）

勝馬の
紹 介

アンヴァルト �
�
父 Vindication �

�
母父 Giant’s Causeway 初出走

２００７．２．１８生 牡３青鹿 母 アーティストチョイス 母母 Astorg 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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 アイノメモリーズ号・ウインガルーダ号・エーシンサンダー号・シゲルウジサト号・シゲルオイチ号・

テイクエイム号
※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。



０６０９１ ３月２１日 晴 良 （２２阪神１）第８日 第７競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１３時２０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

１：１９．９
１：１９．０

良

良

５９ ツルマルジュピター 牡３黒鹿５６ 武 豊鶴田 任男氏 坂口 正則 浦河 駿河牧場 ４７６－ ６１：２１．６ ４．８�

４７ � エーシンウェズン 牡３鹿 ５６ 四位 洋文�栄進堂 野中 賢二 米 Helen Y.
Painter ５０８－ ４１：２１．８１� ２．８�

５１０ プ リ ム ー ル 牝３黒鹿５４ 的場 勇人吉田 和美氏 荒川 義之 日高 日高大洋牧場 ４４６± ０１：２２．０１� １３．２�
３５ クロワラモー 牝３黒鹿５４ 太宰 啓介�ターフ・スポート本田 優 新冠 村田牧場 B４３８－ ６ 〃 ハナ １５５．６�
６１１ ディオメデス 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二 �サンデーレーシング 清水 出美 安平 追分ファーム ５０２－ ８ 〃 クビ １８．０�
１１ メイショウカンパク 牡３黒鹿５６ 川田 将雅松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４７８－ ４１：２２．１クビ ５．７	
８１６ グリューネワルト 牝３青鹿５４ 池添 謙一 �サンデーレーシング 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム ４６０－ ２ 〃 ハナ ２５．８

２３ クレバーサンデー 牡３鹿 ５６

５３ ▲高倉 稜田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 東栄牧場 ４５０± ０１：２２．２クビ ９．９�
４８ リバーハイランド 牡３鹿 ５６

５４ △国分 恭介後藤 繁樹氏 野村 彰彦 日高 藤本ファーム ４７４＋ ２ 〃 クビ ７．４
２４ トゥニーポート 牝３黒鹿５４ 川島 信二�ターフ・スポート加用 正 浦河 笹地牧場 ４３８± ０１：２２．４１� ５５．９�
６１２ ヴェリタスローズ 牝３青 ５４ 武 幸四郎松本 肇氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 ４４４－ ６ 〃 ハナ １２１．６�
８１５ アドマイヤロイヤル 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ５１２－ ４１：２２．５クビ ２０．３�
７１４ フェブスカイ 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎釘田 義広氏 湯窪 幸雄 浦河 高村牧場 ４３４± ０１：２２．８１	 ６５．１�
３６ 
 アートオブビーン 牝３鹿 ５４ 北野 真弘小山 豊氏 野田 学 日高 日高大洋牧場 ４５２－１２１：２３．２２� ２３０．０�

（兵庫） （兵庫）

７１３ ア ジ ェ ン ダ 牝３青鹿５４ 石橋 守畑佐 博氏 河内 洋 浦河 北光牧場 ４４２－ ４１：２３．６２� １３３．９�
１２ 
 ショートエアリー 牝３鹿 ５４ 吉田 稔�ホースケア 山中 輝久 新ひだか 川端牧場 ４０８－ ２１：２４．２３� ６９８．１�

（笠松） （愛知）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，３２３，５００円 複勝： ３４，８５７，３００円 枠連： １７，３４５，６００円

普通馬連： ６０，１４０，３００円 馬単： ３９，９０５，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，９４２，３００円

３連複： ７８，５０７，３００円 ３連単： １２１，７２３，５００円 計： ３９７，７４５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � ２１０円 � １４０円 � ３２０円 枠 連（４－５） ４００円

普通馬連 �� ８３０円 馬 単 �� １，６８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３７０円 �� １，１００円 �� ８００円

３ 連 複 ��� ３，５７０円 ３ 連 単 ��� １６，０６０円

票 数

単勝票数 計 ２２３２３５ 的中 � ３７２６４（２番人気）
複勝票数 計 ３４８５７３ 的中 � ４１０６３（３番人気）� ９３８６５（１番人気）� ２２２４５（６番人気）
枠連票数 計 １７３４５６ 的中 （４－５） ３２３７６（１番人気）
普通馬連票数 計 ６０１４０３ 的中 �� ５３７１１（２番人気）
馬単票数 計 ３９９０５５ 的中 �� １７５３３（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２９４２３ 的中 �� １６８５９（２番人気）�� ４８３６（１５番人気）�� ６８１８（１０番人気）
３連複票数 計 ７８５０７３ 的中 ��� １６２６５（８番人気）
３連単票数 計１２１７２３５ 的中 ��� ５５９４（３２番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．６―１１．１―１１．６―１１．６―１１．８―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．０―２２．６―３３．７―４５．３―５６．９―１：０８．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ツルマルジュピター �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Miswaki デビュー ２００９．６．２７ 阪神１着

２００７．５．１生 牡３黒鹿 母 オ マ イ タ 母母 Willowy Mood ６戦２勝 賞金 ３０，０４１，０００円
〔発走状況〕 クレバーサンデー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 クレバーサンデー号の騎手高倉稜は，３コーナー通過後に外側に斜行したことについて戒告。（８番への進路影響）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 クレバーサンデー号は，平成２２年３月２２日から平成２２年４月１１日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
※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 カネトシディオス号・フラムドール号
※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。



０６０９２ ３月２１日 晴 稍重 （２２阪神１）第８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

８１５ キクノフレヴァン 牡４鹿 ５７ 藤岡 佑介菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム ４６２－ ２１：１２．１ ４．２�

４７ サウンドアクシス 牡４栗 ５７ 武 豊 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４７４－ ６１：１２．２クビ ３．５�
２２ � グリッターアイス 牝４鹿 ５５ 池添 謙一グリーンフィールズ� 鶴留 明雄 米 Emilio

Viscomi ４６６＋ ２１：１２．５２ ４．３�
５８ � スイートマカロン 牝４黒鹿５５ 吉田 稔広尾レース� 森 秀行 米 Kohsuke

Nakao ４６８± ０１：１２．８２ １６．１�
（愛知）

４６ ニチドウダイヤ 牝４鹿 ５５ 太宰 啓介山田 伸氏 小島 貞博 三石 大平牧場 ４４２－ ４１：１２．９クビ ３１．０�
１１ ディアアゲイン 牡５栗 ５７ 北野 真弘村上 稔氏 佐藤 正雄 三石 米田 和子 ４５８± ０１：１３．１１� １２．２	

（兵庫）

５９ ウインパトリオット 牡５芦 ５７ 岩田 康誠�ウイン 坂口 正大 三石 下屋敷牧場 ４８４－ ２ 〃 クビ ６．９

６１１	 トーホウボガード 牡５鹿 ５７ 的場 勇人東豊物産� 柴田 光陽 新冠 カミイスタット ４６８＋ ４１：１３．３１ １１．６�
８１４ サンゴシック 牡４栗 ５７ 石橋 守幅田 昌伸氏 池添 兼雄 三石 猪野毛牧場 ５０４± ０１：１３．４
 ５９．０�
７１２ キンシニューストン 牡５栗 ５７ 三浦 皇成若草クラブ 浅見 秀一 浦河 冨岡牧場 B４８０＋１２１：１３．８２
 ９８．３
６１０	 ランウェイスナップ 牝５栗 ５５

５３ △国分 恭介下河辺隆行氏 松田 国英 門別 下河辺牧場 ４４０－１２１：１４．０１ ３１０．８�
２３ 	 マンテンテイオー 牡５栗 ５７ 佐久間寛志小島 將之氏 鹿戸 明 門別 山田 政宏 ４８８－ ２１：１４．２１
 ２２３．３�
７１３�	 グローリータンゴ 牡４栗 ５６ 高田 潤榮 義則氏 森 秀行 亜 De la Pomme ４７６＋ ６１：１４．６２
 ５５２．３�
３４ ドンマルゴー 牡５鹿 ５７

５４ ▲高倉 稜山田 貢一氏 崎山 博樹 様似 小田 誠一 ４５８＋ ２１：１４．７
 １７．３�

（１４頭）
３５ 	 キャナレット 牝５鹿 ５５ 秋山真一郎香川 憲次氏 木原 一良 門別 白井牧場 ４５４－ ４ （競走除外）

売 得 金

単勝： １９，８３３，４００円 複勝： ２７，１３９，２００円 枠連： １４，１９９，６００円

普通馬連： ５８，７３０，７００円 馬単： ３９，３２２，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，１１４，９００円

３連複： ７５，６５９，７００円 ３連単： １１６，３６５，８００円 計： ３７１，３６６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １３０円 � １５０円 � １６０円 枠 連（４－８） ６５０円

普通馬連 �� ８５０円 馬 単 �� １，７８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３００円 �� ３１０円 �� ３７０円

３ 連 複 ��� １，０９０円 ３ 連 単 ��� ５，７５０円

票 数

単勝票数 差引計 １９８３３４（返還計 ７８９） 的中 � ３７９２２（２番人気）
複勝票数 差引計 ２７１３９２（返還計 １９９５） 的中 � ６００１４（１番人気）� ４９１０５（２番人気）� ４３８２４（３番人気）
枠連票数 差引計 １４１９９６（返還計 ３２０） 的中 （４－８） １６１２６（１番人気）
普通馬連票数 差引計 ５８７３０７（返還計 １０２２０） 的中 �� ５１５７４（２番人気）
馬単票数 差引計 ３９３２２９（返還計 ６０４５） 的中 �� １６３５０（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ２０１１４９（返還計 ５８２３） 的中 �� １７１０４（１番人気）�� １６７４９（２番人気）�� １３１２３（３番人気）
３連複票数 差引計 ７５６５９７（返還計 ２７５２６） 的中 ��� ５１２９５（１番人気）
３連単票数 差引計１１６３６５８（返還計 ４２３８６） 的中 ��� １４９４６（５番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．６―１１．９―１２．６―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．１―３４．７―４６．６―５９．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キクノフレヴァン �
�
父 ス キ ャ ン �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２００９．１．１７ 京都３着

２００６．４．７生 牡４鹿 母 キクノロマニー 母母 キクノサンシャイン １０戦２勝 賞金 ２２，９９０，０００円
〔競走除外〕 キャナレット号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 スイートマカロン号の騎手吉田稔は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。（６番への進路影響）
※ドンマルゴー号は，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。



０６０９３ ３月２１日 晴 良 （２２阪神１）第８日 第９競走 ��
��２，０００�

た じ ま

但馬ステークス
発走１４時２５分 （芝・右）
４歳以上，１，６００万円以下，２１．３．２１以降２２．３．１４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 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００円
付 加 賞 ３５０，０００円 １００，０００円 ５０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５８．１
１：５６．４

良

良

２２ ミッキーペトラ 牡４鹿 ５５ 武 豊野田みづき氏 森 秀行 静内 矢野牧場 ４９８＋ ４２：０２．４ ６．５�

８１３� カワキタフウジン 牡５栗 ５５ 武 幸四郎川島 吉男氏 増本 豊 門別 沖田牧場 ５０４－ ２２：０２．６１� ３．５�
７１１ ミクロコスモス 牝４鹿 ５５ 川田 将雅 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４８８－ ２２：０２．８１� ９．７�
８１４ マイネルアトレ 牡５栗 ５５ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 門別 佐々木 直孝 ４６４＋ ２２：０３．０１� １０．７�
５７ ケンブリッジレーザ 牡７青 ５６ 秋山真一郎中西 健造氏 大根田裕之 浦河 ヒダカフアーム ５０２－ ２ 〃 ハナ １４．１�
４６ タガノファントム 牡６栗 ５６ 岩田 康誠八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４８２＋ ２ 〃 アタマ ５．４	
３３ ベルベットロード 牡４栗 ５６ 藤岡 佑介�ターフ・スポート堀 宣行 浦河 酒井牧場 ４８０－１６２：０３．１クビ ４．７

３４ メトロシュタイン 牡６青鹿５６ 国分 恭介太田 廣子氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ５１４± ０ 〃 アタマ ２４．１�
７１２ ヤマニンイグナイト 牡７栗 ５１ 酒井 学土井 肇氏 梅田 智之 新冠 錦岡牧場 ４４０＋ ６ 〃 クビ １７４．１�
５８ アヴェンティーノ 牡６鹿 ５５ 藤田 伸二吉田 和子氏 須貝 尚介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１８＋２２２：０３．２クビ ４９．７
１１ タニノディキディキ 牡７鹿 ５５ 四位 洋文谷水 雄三氏 長浜 博之 静内 カントリー牧場 ４７２－ ２２：０４．３７ １０７．６�
６１０	 ブルーレパード 牡７栗 ５３ 石橋 守青木 基秀氏 小崎 憲 米 Green Hill Stud

International ５０４＋ ２２：０４．５１� ３６４．０�
４５ ナリタキングパワー 牡５栗 ５６ 池添 謙一�オースミ 小野 幸治 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５２４－ ４２：０４．９２� ５３．１�
６９ キタサンチーフ 牡４黒鹿５５ 吉田 稔�大野商事 梅田 智之 日高 古川 優 ４８６＋ ２２：０５．４３ １７．１�

（愛知）

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２９，６９９，７００円 複勝： ４４，４９３，５００円 枠連： ２３，８６６，３００円

普通馬連： １０６，６３１，８００円 馬単： ６８，１６３，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，５９９，７００円

３連複： １２８，２４９，２００円 ３連単： ２３２，７００，８００円 計： ６６６，４０４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６５０円 複 勝 � ２５０円 � １７０円 � ２７０円 枠 連（２－８） ９１０円

普通馬連 �� １，４００円 馬 単 �� ３，０００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７３０円 �� １，３００円 �� １，１００円

３ 連 複 ��� ６，１４０円 ３ 連 単 ��� ３３，４００円

票 数

単勝票数 計 ２９６９９７ 的中 � ３６４８４（４番人気）
複勝票数 計 ４４４９３５ 的中 � ４４５７３（４番人気）� ８１４１３（１番人気）� ３９６６７（５番人気）
枠連票数 計 ２３８６６３ 的中 （２－８） １９４８９（３番人気）
普通馬連票数 計１０６６３１８ 的中 �� ５６５９８（４番人気）
馬単票数 計 ６８１６３４ 的中 �� １６８０１（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２５９９７ 的中 �� １１４４８（７番人気）�� ６０７０（１７番人気）�� ７２５３（１５番人気）
３連複票数 計１２８２４９２ 的中 ��� １５４２２（２２番人気）
３連単票数 計２３２７００８ 的中 ��� ５１４３（１１２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２４．６―３７．７―５０．２―１：０２．３―１：１４．７―１：２６．６―１：３８．１―１：５０．０

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミッキーペトラ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２００８．７．２７ 新潟２着

２００６．２．７生 牡４鹿 母 ペ ト ラ 母母 ド レ ス デ ン １２戦２勝 賞金 ５７，７７０，０００円
〔発走状況〕 キタサンチーフ号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
※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。



０６０９４ ３月２１日 晴 良 （２２阪神１）第８日 第１０競走 ��
��１，６００�

ろっこう

六甲ステークス
発走１５時００分 （芝・右・外）
４歳以上；負担重量は，５５�，牝馬２�減，収得賞金１，０００万円超過馬は超過額１，１５０
万円毎１�増

賞 品
本 賞 ２２，０００，０００円 ８，８００，０００円 ５，５００，０００円 ３，３００，０００円 ２，２００，０００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

１：３２．０
１：３１．５

良

良

８１５ スマイルジャック 牡５黒鹿５８ 三浦 皇成齊藤四方司氏 小桧山 悟 鵡川 上水牧場 ４９０＋ ２１：３４．２ ４．５�

５１０ タマモナイスプレイ 牡５黒鹿５６ 四位 洋文タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 ４７８－ ４１：３４．５１� ５０．９�
６１２ プロヴィナージュ 牝５鹿 ５４ 藤岡 佑介林 邦良氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ５１８－ ６１：３４．７１� ５．４�
１２ 	 ファリダット 牡５青鹿５６ 安藤 勝己前田 幸治氏 松元 茂樹 米 North Hills

Management ４７４＋ ４１：３４．８クビ ３．０�
３６ アドマイヤコマンド 牡５鹿 ５５ 川田 将雅近藤 利一氏 橋田 満 早来 ノーザンファーム ４７６－ ６１：３４．９� ２１．９�
８１６ アーバンストリート 牡６芦 ５７ 太宰 啓介後藤 繁樹氏 野村 彰彦 静内 曾田農園 ４４８－ ８ 〃 クビ ３５９．１�
３５ テイエムアタック 牡６栗 ５６ 池添 謙一竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 テイエム牧場新冠分場 ５０６± ０１：３５．０� １１．８	
７１３ ブロードストリート 牝４鹿 ５７ 藤田 伸二下河
行雄氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 ４５４＋ ４１：３５．２１
 ４．８�
５９ アップドラフト �８鹿 ５６ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 安田 隆行 追分 追分ファーム ４９４＋ ６ 〃 ハナ ３８．４
４７ ニルヴァーナ 牡７鹿 ５７ 石橋 守 �社台レースホース池江 泰郎 追分 追分ファーム ４８８± ０１：３５．３� １２２．９�
４８ ラインブラッド 牡４栗 ５５ 武 豊大澤 繁昌氏 領家 政蔵 静内 シンボリ牧場 ５００－ ２ 〃 クビ ３２．３�
２４ トウショウヴォイス 牡８黒鹿５６ 的場 勇人トウショウ産業� 小桧山 悟 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４８４－ ６１：３５．４クビ ４１５．９�
１１ ナスノストローク 牡９栗 ５７ 吉田 稔�須野牧場 加用 正 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 ５３０＋１２１：３５．８２� １０９．９�
（愛知）

７１４ マイネルクラリティ 牡４栗 ５６ 武 幸四郎 �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 ４７４± ０ 〃 アタマ １９．６�

２３ イ ー ス タ ー 牡７青鹿５６ 秋山真一郎吉田 勝己氏 鈴木 孝志 早来 ノーザンファーム ４５４＋１０１：３５．９� １７５．３�
６１１ アンノルーチェ 牡５鹿 ５６ 川島 信二�ターフ・スポート田島 良保 三石 三石ビクト

リーファーム ４５０＋ ６１：３６．１１
 ４７．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４９，９７７，９００円 複勝： ７２，３９１，４００円 枠連： ３３，８４６，０００円

普通馬連： １８８，４９７，９００円 馬単： １０５，１７９，２００円 ワイド【拡大馬連】： ５６，７４８，７００円

３連複： ２２１，２４７，６００円 ３連単： ４１６，９１６，７００円 計： １，１４４，８０５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １９０円 � ９１０円 � ２１０円 枠 連（５－８） ３，６４０円

普通馬連 �� １２，３８０円 馬 単 �� １８，０８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，９２０円 �� ６００円 �� ２，３００円

３ 連 複 ��� １７，９２０円 ３ 連 単 ��� １３０，２７０円

票 数

単勝票数 計 ４９９７７９ 的中 � ８７６３３（２番人気）
複勝票数 計 ７２３９１４ 的中 � １２３３７８（２番人気）� １５７７１（１０番人気）� １００１５６（３番人気）
枠連票数 計 ３３８４６０ 的中 （５－８） ６８８０（１５番人気）
普通馬連票数 計１８８４９７９ 的中 �� １１２４２（３８番人気）
馬単票数 計１０５１７９２ 的中 �� ４２９４（５８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５６７４８７ 的中 �� ４６１０（３５番人気）�� ２５２８０（５番人気）�� ５８８９（２８番人気）
３連複票数 計２２１２４７６ 的中 ��� ９１１３（６０番人気）
３連単票数 計４１６９１６７ 的中 ��� ２３６２（３８０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．４―３５．１―４７．０―５８．６―１：０９．９―１：２１．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマイルジャック �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．９．１ 新潟１着

２００５．３．８生 牡５黒鹿 母 シ ー セ モ ア 母母 カイウンテンシ ２２戦４勝 賞金 ２６２，５５９，０００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９頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ９頭 アグネストレジャー号・シェーンヴァルト号・スピードタッチ号・ゼットフラッシュ号・セラフィックロンプ号・

タイガーストーン号・タイキエニグマ号・ダイシングロウ号・ダブルウェッジ号
※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。



０６０９５ ３月２１日 晴 良 （２２阪神１）第８日 第１１競走 ��
��３，０００�第５８回阪 神 大 賞 典（ＧⅡ）

発走１５時３５分 （芝・右）
４歳以上；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減，２１．３．２１以降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，２１．３．２０以前のGⅠ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）

兵庫県知事賞・京阪神不動産株式会社賞（１着）
賞 品

本 賞 ６５，０００，０００円 ２６，０００，０００円 １６，０００，０００円 ９，８００，０００円 ６，５００，０００円
付 加 賞 １，０５０，０００円 ３００，０００円 １５０，０００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

中央レコード

３：０２．５
３：０２．５

良

良

８１３ トウカイトリック 牡８鹿 ５７ 藤田 伸二内村 正則氏 野中 賢二 三石 土田 扶美子 ４５２± ０３：０７．３ ７．０�

４６ ジ ャ ミ ー ル 牡４鹿 ５６ 安藤 勝己吉田 照哉氏 松元 茂樹 浦河 福田牧場 ４５２± ０ 〃 クビ ５．８�
７１１ メイショウベルーガ 牝５芦 ５６ 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 ４９６± ０ 〃 ハナ ４．３�
８１４ アサクサキングス 牡６鹿 ５８ 岩田 康誠田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ５２６＋２８３：０７．５１� ７．３�
６１０ ホクトスルタン 牡６芦 ５７ 武 豊布施壽賀子氏 庄野 靖志 三石 ダイイチ牧場 ５１２－ ８３：０７．７１ ５．４�
６９ ドリームフライト 牡６栗 ５７ 国分 恭介吉田 勝己氏 鈴木 孝志 早来 ノーザンファーム ５０８＋ ４３：０７．８� ９４．１�
７１２ ゴールデンメイン 	１０栗 ５７ 太宰 啓介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 新川 恵 浦河 辻 牧場 ４６８－ ２３：０７．９
 ４４．１	
５８ コパノジングー 牡５黒鹿５７ 藤岡 佑介小林 祥晃氏 宮 徹 門別 ヤナガワ牧場 ５０６＋ ４ 〃 アタマ １３２．７

１１ イ コ ピ コ 牡４鹿 ５７ 川田 将雅�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 ４７０＋１４３：０８．０クビ ４．５�
５７ ベルウッドローツェ 牡４栗 ５６ 的場 勇人加藤 貴子氏 小島 茂之 浦河 浦河土肥牧場 B４７８－ ６３：０８．１
 １５．９�
３４ テンシノゴールド 牡７鹿 ５７ 吉田 稔杉谷 桝夫氏 橋口弘次郎 門別 北海牧場 ４７０－ ６３：０８．３１� ７７．５

（愛知）

２２ ウィルビーキング 	６栗 ５７ 四位 洋文前田 晋二氏 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９６－ ６３：０８．５１� ５１．６�
４５ ニホンピロレガーロ 牡７鹿 ５７ 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 静内 福岡 清 ５１０± ０３：０８．８１
 ８５．１�
３３ シ グ ナ リ オ 牡６栗 ５７ 三浦 皇成齊藤四方司氏 手塚 貴久 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７４± ０ 〃 ハナ ４７．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １２３，０７６，５００円 複勝： １６８，４８７，２００円 枠連： １１２，０８６，５００円

普通馬連： ６９５，９００，２００円 馬単： ３５０，４９３，２００円 ワイド【拡大馬連】： １７３，２０２，５００円

３連複： ８８０，１０５，１００円 ３連単： １，７７０，２１５，６００円 計： ４，２７３，５６６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７００円 複 勝 � １９０円 � １８０円 � １７０円 枠 連（４－８） １，２６０円

普通馬連 �� １，８２０円 馬 単 �� ４，５４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５５０円 �� ５８０円 �� ５４０円

３ 連 複 ��� ２，９１０円 ３ 連 単 ��� ２１，０７０円

票 数

単勝票数 計１２３０７６５ 的中 � １３９５２６（５番人気）
複勝票数 計１６８４８７２ 的中 � ２２８７９１（４番人気）� ２６２１９６（２番人気）� ２７８５５１（１番人気）
枠連票数 計１１２０８６５ 的中 （４－８） ６５６６７（６番人気）
普通馬連票数 計６９５９００２ 的中 �� ２８３２６４（１１番人気）
馬単票数 計３５０４９３２ 的中 �� ５７０７６（２８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１７３２０２５ 的中 �� ７９０５５（３番人気）�� ７２９０３（７番人気）�� ７９９８２（２番人気）
３連複票数 計８８０１０５１ 的中 ��� ２２３７７６（５番人気）
３連単票数 計１７７０２１５６ 的中 ��� ６２０１０（７８番人気）

ハロンタイム １３．３―１１．９―１２．０―１２．２―１２．４―１２．４―１２．７―１３．５―１３．０―１２．４―１２．３―１１．８―１２．１―１２．２―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００� ２，４００�
１３．３―２５．２―３７．２―４９．４―１：０１．８―１：１４．２―１：２６．９―１：４０．４―１：５３．４―２：０５．８―２：１８．１―２：２９．９

２，６００� ２，８００�
―２：４２．０―２：５４．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トウカイトリック �
�
父 エルコンドルパサー �

�
母父 Silver Hawk デビュー ２００４．８．２２ 小倉１着

２００２．２．２６生 牡８鹿 母 ズ ー ナ ク ア 母母 Made in America ４２戦８勝 賞金 ４３５，４０６，０００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。



０６０９６ ３月２１日 晴 良 （２２阪神１）第８日 第１２競走 ��
��１，４００�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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

３６ ルティラーレ 牡５栗 ５７ 武 豊岡田 牧雄氏 佐山 優 門別 国中 一男 ４７８＋ ２１：２４．７ ３．６�

２３ � ミゼリコルデ 牝５鹿 ５５ 三浦 皇成吉田 和子氏 音無 秀孝 英 Meon Val-
ley Stud ４９８－１０１：２５．１２� １０．３�

６１２ テイエムフルパワー 牡６栗 ５７ 池添 謙一竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 競優牧場 ４３０－ ４ 〃 クビ ２８．８�
３５ シャドウデイル 牡５鹿 ５７ 安藤 勝己飯塚 知一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム ５３４－ ８１：２５．２� １６．８�
１１ ゴールドエンデバー 牡４鹿 ５７ 吉田 稔�テンジン 矢野 照正 浦河 赤田牧場 ４８８－１２１：２５．３クビ ２０．８�

（愛知）

７１４� アースリヴィング 牝４鹿 ５５ 藤岡 佑介 �グリーンファーム 小笠 倫弘 米 Marablue
Farm, LLC ４６６－１０１：２５．４� ６．８�

６１１	 ネオフリーダム 牡５鹿 ５７
５５ △国分 恭介伊達 大雄氏 五十嵐忠男 新冠 競優牧場 B５２０－ ６１：２５．５
 ７．５	

４８ マイグローリアス 牡８芦 ５７ 武 幸四郎五影 慶則氏 西浦 勝一 三石 坂本牧場 ５２０－ ２１：２５．８２ ２６６．２

５９ ベルモントゴラッソ 牡５鹿 ５７ 川田 将雅 �ベルモントファーム 河内 洋 新冠 ベルモント

ファーム ５２６＋ ２ 〃 ハナ ６．４�
８１６ マルブツサクラオー 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠大澤 毅氏 大根田裕之 門別 正和山本牧場 ４６４＋ ８１：２５．９
 ４．４
１２ ア ロ ド 牡６栗 ５７

５４ ▲高倉 稜�アカデミー 加用 正 浦河 日優牧場 B５０８＋ ４１：２６．２１
 ５９．７�
８１５ ラインオブナイト 牡４鹿 ５７ 秋山真一郎 �社台レースホース庄野 靖志 千歳 社台ファーム ５１２－ ６ 〃 ハナ ２４．４�
２４ マーベラスアロー 牡６栗 ５７ 四位 洋文笹原 貞生氏 岡田 稲男 新冠 川島牧場 ４８６＋１０１：２６．６２� １９７．６�
５１０ ヴ ン ダ ー 牡９黒鹿５７ 太宰 啓介幅田 昌伸氏 庄野 靖志 門別トヨサトアライファーム ５０２－ ２１：２６．８１� ３０６．４�
７１３ ツウカイヤスナム 牝５鹿 ５５ 石橋 守木村 直樹氏 天間 昭一 三石 萩澤 泰博 B４８０－１２１：２７．５４ １３８．１�

（１５頭）
４７ ジョウテンロマン 牡７栗 ５７ 川島 信二田邉 久男氏 二ノ宮敬宇 静内 千代田牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ５１，７１４，７００円 複勝： ７０，８３４，３００円 枠連： ４２，３９９，１００円

普通馬連： １７７，６９７，３００円 馬単： ９７，３７４，５００円 ワイド【拡大馬連】： ５３，０６０，６００円

３連複： ２１５，８９８，２００円 ３連単： ４２６，４４２，４００円 計： １，１３５，４２１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １８０円 � ３４０円 � ５００円 枠 連（２－３） １，７００円

普通馬連 �� ２，０６０円 馬 単 �� ３，８７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８７０円 �� １，２６０円 �� ４，３２０円

３ 連 複 ��� １７，８６０円 ３ 連 単 ��� ６６，４１０円

票 数

単勝票数 差引計 ５１７１４７（返還計 ４４） 的中 � １１４８１８（１番人気）
複勝票数 差引計 ７０８３４３（返還計 ７９） 的中 � １３５９３５（１番人気）� ５０９９９（６番人気）� ３１２４６（９番人気）
枠連票数 差引計 ４２３９９１（返還計 ０ ） 的中 （２－３） １８４６８（８番人気）
普通馬連票数 差引計１７７６９７３（返還計 ３８９） 的中 �� ６３６６７（６番人気）
馬単票数 差引計 ９７３７４５（返還計 １７０） 的中 �� １８６０１（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ５３０６０６（返還計 １０７） 的中 �� １５６７１（７番人気）�� １０４０５（１６番人気）�� ２９１１（４７番人気）
３連複票数 差引計２１５８９８２（返還計 ９３４） 的中 ��� ８９２２（６９番人気）
３連単票数 差引計４２６４４２４（返還計 ２２５１） 的中 ��� ４７３９（２５１番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．６―１１．４―１２．０―１２．０―１３．０―１３．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１１．９―２２．５―３３．９―４５．９―５７．９―１：１０．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ルティラーレ �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２００７．１１．１１ 京都７着

２００５．５．８生 牡５栗 母 マンジュデンレッド 母母 マンジユデンレデイ １６戦４勝 賞金 ５１，９５０，０００円
〔出走取消〕 ジョウテンロマン号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
※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８日 ３月２１日 （祝日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重後良

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

３２４，６７０，０００円
４，２６０，０００円
２１，０００，０００円
２，５１０，０００円
３２，６９０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６１，６９３，０００円
５，４１０，８００円
１，７１２，７００円

勝馬投票券売得金
３９７，４００，２００円
５９６，５１５，７００円
３１３，５８２，０００円
１，５１９，９３９，２００円
９０９，１３０，９００円
４６０，４７５，３００円
１，９４１，００１，１００円
３，７０６，１７０，１００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 ９，８４４，２１４，５００円

総入場人員 ２９，９６１名 （有料入場人員 ）



平成２２年度 第１回阪神競馬 総計

競走回数 ９６回 出走延頭数 １，３９６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

２，１０１，８８０，０００円
４４，４８０，０００円
１０７，６２０，０００円
１５，３３０，０００円
２０７，０９０，０００円
８７０，０００円
８７０，０００円

４９３，８３５，５００円
４２，８５３，６００円
１３，８２０，４００円

勝馬投票券売得金
２，９６６，５７０，９００円
４，８７４，０８６，１００円
２，４１３，２６０，７００円
１０，２５５，４７７，２００円
６，７４６，０３５，９００円
３，３７４，７０６，１００円
１３，１７３，１４６，１００円
２５，５５５，７４７，１００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 ６９，３５９，０３０，１００円

総入場延人員 １５１，８１９名 （有料入場延人員 １１５，８７１名）




