
０９００１ ３月２７日 晴 稍重 （２２阪神２）第１日 第１競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時３０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

４４ 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 ４５６＋ ２１：５５．５ ４．５�

３３ アドマイヤオンリー 牝３芦 ５４ 福永 祐一近藤 利一氏 須貝 尚介 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８０－ ２１：５６．２４ ５．３�

６８ 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 ４４８－ ２１：５６．３� ３３．５�
５７ ラガーチェイス 牝３鹿 ５４ 池添 謙一奥村 啓二氏 田所 清広 新ひだか 今 牧場 ４４４＋ ２１：５６．６１� ５．９�
７１１ タマモチャーム 牝３鹿 ５４ 熊沢 重文タマモ� 南井 克巳 新ひだか 岡田牧場 ４６４± ０ 〃 クビ ２４．１�
４５ デルマプロティナ 牝３黒鹿５４ 岩田 康誠浅沼 廣幸氏 友道 康夫 千歳 社台ファーム ４８４－ ２１：５７．６６ ４．１�
２２ ア ル テ ミ ス 牝３栗 ５４ 吉田 稔橋場 勇二氏 清水 出美 安平 追分ファーム ５０８＋ ４１：５８．２３� ６．８	

（愛知）

５６ トワオンワード 牝３青鹿５４ 小林 徹弥樫山 ハル氏 目野 哲也 浦河 オンワード牧場 ４５８－ ２１：５８．３クビ ４８０．１

６９ フラワーガイア 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介花垣 春男氏 藤岡 健一 浦河 太陽牧場 ５０６＋ ６１：５８．６２ ６．１�
７１０ アグレッシブローズ 牝３鹿 ５４ 和田 竜二松本 肇氏 佐藤 正雄 日高 福山牧場 ４６８－ ６１：５８．９２ ５３．９�
１１ スウィープイン 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦森本 悳男氏 矢作 芳人 厚真 ヒダカフアーム ４８４－１０１：５９．３２� ２０７．３
８１３ ミュルザンヌ 牝３青 ５４ 竹之下智昭國分 純氏 須貝 尚介 日高 ファニーフレンズファーム ４８６－１０１：５９．９３� ８９．０�
８１２ エムアイボニータ 牝３栗 ５４ 太宰 啓介馬場 �晃氏 大根田裕之 新冠 竹中牧場 ４５２－ ２２：０１．４９ ６９．６�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １１，９４１，４００円 複勝： ２１，６５８，１００円 枠連： １０，１７７，９００円

普通馬連： ３５，５９７，１００円 馬単： ２７，２１８，７００円 ワイド【拡大馬連】： １５，７４０，０００円

３連複： ５３，５２７，７００円 ３連単： ７９，１０５，６００円 計： ２５４，９６６，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １９０円 � ２２０円 � ６４０円 枠 連（３－４） ６００円

普通馬連 �� １，１３０円 馬 単 �� １，９４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４６０円 �� ９５０円 �� ２，０７０円

３ 連 複 ��� ８，２１０円 ３ 連 単 ��� ３７，３６０円

票 数

単勝票数 計 １１９４１４ 的中 � ２０９３５（２番人気）
複勝票数 計 ２１６５８１ 的中 � ３６５００（２番人気）� ２８４２１（４番人気）� ６９３５（８番人気）
枠連票数 計 １０１７７９ 的中 （３－４） １２６１５（３番人気）
普通馬連票数 計 ３５５９７１ 的中 �� ２３２６７（４番人気）
馬単票数 計 ２７２１８７ 的中 �� １０３６１（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５７４００ 的中 �� ９２５５（４番人気）�� ４０３８（１６番人気）�� １７５５（２３番人気）
３連複票数 計 ５３５２７７ 的中 ��� ４８１７（２９番人気）
３連単票数 計 ７９１０５６ 的中 ��� １５６３（１４４番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．５―１３．６―１３．１―１２．９―１２．８―１３．０―１２．８―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．０―３７．６―５０．７―１：０３．６―１：１６．４―１：２９．４―１：４２．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．９―３F３９．１
１
３
３，９（２，４，１１，１２）（５，１０）７（１，８）－（６，１３）
３（９，１１）（２，４，１０）７（５，８）（６，１２）１－１３

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

勝馬の
紹 介

マイネヴィント �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００９．９．２７ 阪神４着

２００７．４．１生 牝３栗 母 エオルスハルフェ 母母 ビクトリーダンス ９戦１勝 賞金 ９，８５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エムアイボニータ号は，平成２２年４月２７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。



０９００２ ３月２７日 晴 稍重 （２２阪神２）第１日 第２競走 ��１，２００�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

１：０９．７
１：０８．７

重

重

８１３ トーブプリンス 牡３栗 ５６ 武 豊武井 久夫氏 武田 博 青森 石田 英機 ４６０－ ４１：１３．７ ２．８�

８１４ コイスキャーレ 牡３黒鹿５６ 武 幸四郎浜RC組合 飯田 雄三 新ひだか 酒井 秀紀 ５２０＋ ４１：１４．２３ ９．０�
４５ トップオブカハラ 牡３芦 ５６ 池添 謙一横瀬 兼二氏 池添 兼雄 日高 坂田牧場 ４７８－１２１：１４．６２� ６７．８�
５７ 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 ５５０＋ ４１：１４．７� １６．６�
６９ テイエムミューズ 牝３鹿 ５４ 和田 竜二竹園 正繼氏 柴田 光陽 浦河 杵臼牧場 ４５６－ ２１：１４．９� １１．７�
１１ キクノベリータ 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介菊池 五郎氏 吉田 直弘 新ひだか フクダファーム ４５０－ ２１：１５．０� １８．１�
７１１ ロングエンプレス 牝３青 ５４ 渡辺 薫彦中井 敏雄氏 小野 幸治 浦河 小島牧場 ３９４－ ４１：１５．１� ３８４．７	
４６ フラスカーティ 牝３鹿 ５４ 石橋 守 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 ４６０± ０１：１５．２� ２９．１

３３ サクラヴィヴィアン 牝３栗 ５４ 吉田 稔�さくらコマース牧浦 充徳 新ひだか 山田牧場 ４６０－ ６１：１５．５２ ４．７�

（愛知）

５８ シエラデルタ 牡３黒鹿５６ 小林 徹弥山上 和良氏 野中 賢二 日高 白井牧場 ４５６± ０１：１５．６クビ ３．４�
２２ カシノストライカー 牡３鹿 ５６ 北村 浩平柏木 務氏 須貝 彦三 鹿児島 柏木 務 ４９８－ ４ 〃 ハナ ３６７．０
３４ ハローハクユウ 牡３青鹿５６ 川田 将雅伊藤 博文氏 須貝 彦三 浦河 冨岡 博一 ５０６－ ６１：１５．９２ ３２９．２�
７１２ ミキノバンジョー 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文谷口 久和氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 ４９８－ ４１：１６．１１� ５３．５�

（１３頭）
６１０ スズカスパイカー 牡３黒鹿５６ 四位 洋文永井 啓弍氏 南井 克巳 新ひだか 本桐牧場 ４９８－ ２ （競走除外）

売 得 金

単勝： １４，２０３，１００円 複勝： ２３，１５２，５００円 枠連： １０，７０７，５００円

普通馬連： ３３，４５２，２００円 馬単： ２６，５１１，４００円 ワイド【拡大馬連】： １４，９２０，９００円

３連複： ４７，１５１，４００円 ３連単： ７０，５８３，１００円 計： ２４０，６８２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １５０円 � ３１０円 � １，１００円 枠 連（８－８） １，３７０円

普通馬連 �� １，２１０円 馬 単 �� １，９９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４４０円 �� ２，０５０円 �� ３，１３０円

３ 連 複 ��� １２，８３０円 ３ 連 単 ��� ３４，７８０円

票 数

単勝票数 差引計 １４２０３１（返還計 １７６９） 的中 � ４１０５２（１番人気）
複勝票数 差引計 ２３１５２５（返還計 ３２７４） 的中 � ６００１８（１番人気）� １７３１５（５番人気）� ３９７８（９番人気）
枠連票数 差引計 １０７０７５（返還計 ２７８） 的中 （８－８） ５７７６（５番人気）
普通馬連票数 差引計 ３３４５２２（返還計 １０５５４） 的中 �� ２０５４８（５番人気）
馬単票数 差引計 ２６５１１４（返還計 ７５０５） 的中 �� ９８５８（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 １４９２０９（返還計 ６５６５） 的中 �� ９３９８（４番人気）�� １７１０（２５番人気）�� １１０６（３２番人気）
３連複票数 差引計 ４７１５１４（返還計 ２９１１０） 的中 ��� ２７１４（４７番人気）
３連単票数 差引計 ７０５８３１（返還計 ３８２８０） 的中 ��� １４９８（１１６番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．０―１１．８―１２．４―１２．５―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．７―２３．７―３５．５―４７．９―１：００．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーブプリンス �
�
父 マイネルセレクト �

�
母父 トウシヨウボーイ デビュー ２００９．８．８ 小倉５着

２００７．５．２７生 牡３栗 母 プリンセスホーラー 母母 ダイアンベンチヤ ９戦１勝 賞金 １１，３００，０００円
〔競走除外〕 スズカスパイカー号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。発走時刻３分遅延。
〔制裁〕 ロングエンプレス号の騎手渡辺薫彦は，４コーナーで内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（１番への進路影響）
※出走取消馬 シゲルナガマサ号（疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため）・ティアップエース号（疾病〔右前踏創〕のため）
※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。



０９００３ ３月２７日 晴 稍重 （２２阪神２）第１日 第３競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１１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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

７９ ミッキーバラード 牡３鹿 ５６ 内田 博幸野田みづき氏 池江 泰郎 新ひだか 下屋敷牧場 ５２６－ ２１：５４．３ ９．７�

５５ エイユーブラッサム 牡３鹿 ５６ 池添 謙一笹部 和子氏 池添 兼雄 新冠 太陽ジョイフ
ル牧場 ４５２－ ４１：５５．４７ １６．９�

７１０ ゼットチャンプ 牡３鹿 ５６ 吉田 稔�フォーレスト 山内 研二 浦河 笠松牧場 B４９０＋ ２１：５５．８２� ３２．９�
（愛知）

２２ スカイフォレスト 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介 �社台レースホース松田 博資 安平 追分ファーム ４７４＋ ４１：５６．１１� ７．９�
６７ カチサカズキ 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦村上 稔氏 佐藤 正雄 宮城 早坂牧場 ４７０－ ６ 〃 アタマ ３８．０�
６８ バックトゥジエース 牡３栗 ５６ 岩田 康誠吉岡 泰治氏 須貝 尚介 日高 庄野牧場 ５０２＋ ２１：５６．４１� １．３�
１１ ギャラクシー 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文 �サンデーレーシング 中竹 和也 新冠 オリエント牧場 ４４６± ０１：５６．９３ １５４．６	
３３ ツルマルトップワン �３鹿 ５６ 福永 祐一鶴田 任男氏 石坂 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５６± ０１：５７．４３ ８２．９

５６ 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± ０ 〃 クビ ２９．６�
８１２ ペプチドストーム 牡３黒鹿５６ 和田 竜二沼川 一彦氏 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 ４８４＋ ６１：５７．８２� ２０７．５�
４４ ショウナンバレーノ 牡３黒鹿５６ 石橋 守国本 哲秀氏 中村 均 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８６－ ２１：５８．５４ ３００．１
８１１ メイケイソフィア 牝３黒鹿５４ 太宰 啓介名古屋競馬� 田中 章博 安平 ノーザンファーム ４７８－ ２ （競走中止） １５．７�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２１，９３３，７００円 複勝： ５４，４３６，７００円 枠連： ９，８１６，５００円

普通馬連： ３１，６０１，９００円 馬単： ３６，２５６，６００円 ワイド【拡大馬連】： １６，３９４，７００円

３連複： ４６，６１３，２００円 ３連単： １０１，５１５，１００円 計： ３１８，５６８，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９７０円 複 勝 � ５２０円 � ８４０円 � ９１０円 枠 連（５－７） ２，７８０円

普通馬連 �� ６，３８０円 馬 単 �� １７，５００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８４０円 �� ２，０００円 �� ３，３４０円

３ 連 複 ��� ３７，８９０円 ３ 連 単 ��� ２０８，６９０円

票 数

単勝票数 計 ２１９３３７ 的中 � １７９９８（３番人気）
複勝票数 計 ５４４３６７ 的中 � ２８９２６（４番人気）� １６７２５（５番人気）� １５３５１（６番人気）
枠連票数 計 ９８１６５ 的中 （５－７） ２６１５（７番人気）
普通馬連票数 計 ３１６０１９ 的中 �� ３６６１（１４番人気）
馬単票数 計 ３６２５６６ 的中 �� １５２９（２９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６３９４７ 的中 �� ２２０９（１７番人気）�� ２０３２（２０番人気）�� １１９７（３０番人気）
３連複票数 計 ４６６１３２ 的中 ��� ９０８（６８番人気）
３連単票数 計１０１５１５１ 的中 ��� ３５９（３１２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．６―３８．４―５１．０―１：０３．６―１：１６．３―１：２９．０―１：４１．６

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミッキーバラード �
�
父 Fusaichi Pegasus �

�
母父 Saint Ballado デビュー ２０１０．３．７ 阪神１１着

２００７．２．１生 牡３鹿 母 セイントリースカウト 母母 Fit to Scout ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔競走中止〕 メイケイソフィア号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※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。



０９００４ ３月２７日 晴 稍重 （２２阪神２）第１日 第４競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１２時１５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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

６１１ サクラシリアス 牡３鹿 ５６ 武 豊�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 ４５４± ０１：２６．３ １．６�

５１０ シンコープリンス 牡３青鹿５６ 熊沢 重文豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 ４４４＋ ６１：２６．４� ５．６�
８１６ サマーソング 牝３鹿 ５４ 福永 祐一セゾンレースホース� 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム ４５４－ ４１：２６．７１� １１．６�
２４ スカイサーファー 牡３芦 ５６ 内田 博幸山本 英俊氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４８４－ ２ 〃 クビ ８．１�
８１５ ハナショウブ 牝３栗 ５４ 石橋 守ディアレスト 松永 昌博 日高 福満牧場 ４８６＋ ２１：２６．８クビ １０５．６�
６１２ ヘッドザポール 牡３鹿 ５６ 和田 竜二前田 晋二氏 沖 芳夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ５２０± ０１：２７．０１� １４．８�
７１３ ヒシアピール 牡３黒鹿５６ 武 幸四郎阿部雅一郎氏 佐山 優 新冠 カミイスタット ５１０－１６１：２７．７４ １０９．７	
２３ ブレードランナー 牡３栗 ５６ 川田 将雅松本 兼吉氏 松田 博資 浦河 桑田牧場 ４８２－１０１：２８．０１� ７８．２

３５ メイショウコゴロウ 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦松本 好雄氏 梅内 忍 日高 日西牧場 ４５４＋ ６１：２８．２１ １５２．１�
３６ エリモアーティスト 牡３栗 ５６ 小林 徹弥山本 敏晴氏 佐々木晶三 浦河 中島牧場 ５０４－１０１：２８．３� ３５０．０�
４８ ピ ュ ー タ ー 牡３芦 ５６ 四位 洋文細川祐季子氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム ４８４－ ６１：２８．４� ３５．２
４７ ケンブリッジシーザ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠中西 健造氏 大根田裕之 新冠 川上牧場 ５１０± ０１：２９．８９ １８９．５�
１２ ジェネラルバイオ 牡３鹿 ５６ 吉田 稔バイオ� 清水 出美 日高 中館牧場 ４４６－ ９ 〃 ハナ ２１９．４�

（愛知）

５９ ウインガルーダ 牡３鹿 ５６ 池添 謙一�ウイン 西浦 勝一 日高 長田ファーム ４９６ ―１：２９．９� ２１．７�
７１４ ブラウンナイスガイ 牡３黒鹿５６ 太宰 啓介キャピタルクラブ 田島 良保 浦河 カナイシスタッド ４８２－ ６１：３０．０� ３２７．３�
１１ プロスビート 牝３鹿 ５４ 浜中 俊門野 重雄氏 坪 憲章 日高 長谷川牧場 ４７８± ０１：３０．３１� ３１．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，９８３，７００円 複勝： ７２，１６５，４００円 枠連： １２，８８２，９００円

普通馬連： ４４，５４６，６００円 馬単： ４１，２２９，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，１２８，０００円

３連複： ６６，５４７，９００円 ３連単： １１９，９８４，１００円 計： ３９８，４６８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １３０円 � ２００円 枠 連（５－６） ２４０円

普通馬連 �� ２９０円 馬 単 �� ３９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １５０円 �� ２７０円 �� ５５０円

３ 連 複 ��� ８２０円 ３ 連 単 ��� １，８９０円

票 数

単勝票数 計 １７９８３７ 的中 � ９２３４０（１番人気）
複勝票数 計 ７２１６５４ 的中 � ４９２５６２（１番人気）� ７６７２５（２番人気）� ３２８７３（４番人気）
枠連票数 計 １２８８２９ 的中 （５－６） ４０４７３（１番人気）
普通馬連票数 計 ４４５４６６ 的中 �� １１６３１０（１番人気）
馬単票数 計 ４１２２９５ 的中 �� ７８６６６（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３１２８０ 的中 �� ５０９４２（１番人気）�� １９７１０（２番人気）�� ８０３７（６番人気）
３連複票数 計 ６６５４７９ 的中 ��� ６０１９６（２番人気）
３連単票数 計１１９９８４１ 的中 ��� ４６９６８（１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２４．０―３５．９―４８．３―１：００．９―１：１３．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サクラシリアス �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１０．２．７ 京都３着

２００７．３．１生 牡３鹿 母 サクラフォーエバー 母母 セダンフオーエバー ３戦１勝 賞金 ８，８００，０００円
〔制裁〕 ハナショウブ号の調教師松永昌博は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金１０，０００円。
※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。



０９００５ ３月２７日 晴 良 （２２阪神２）第１日 第５競走 ��２，２００�サラブレッド系３歳
発走１２時４５分 （芝・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

２：１０．９
２：１０．１

良

良

２３ ネオファンタジア 牡３鹿 ５６ 池添 謙一 �サンデーレーシング 大久保龍志 安平 ノーザンファーム ４９８ ―２：１７．７ ２．７�

７１３ ハードダダンダン 牡３黒鹿５６ 武 豊津田 一男氏 西橋 豊治 浦河 小池 博幸 ４５６－ ４ 〃 ハナ ５．８�
５９ アドマイヤタイシ 牡３黒鹿５６ 川田 将雅近藤 利一氏 橋田 満 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４６０－ ４２：１７．８� ３．７�
６１２ サクラエンブレム 牡３青 ５６ 内田 博幸�さくらコマース池江 泰郎 新ひだか 新和牧場 ５１４－ ４２：１８．０１� ３４．５�
８１７ アクアブルーフライ 牡３栗 ５６ 岩田 康誠佐野 清氏 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 ５０４＋１８２：１８．２１� ３６．１�
７１４ タマモグランプリ 牡３鹿 ５６ 和田 竜二タマモ� 川村 禎彦 新冠 村田牧場 ４２８＋ ４２：１８．３クビ １６．４	
８１５ ヴォイスメール 牡３黒鹿５６ 浜中 俊吉田 照哉氏 中村 均 千歳 社台ファーム ４６２－１０２：１８．６２ ４３．９

４７ パントクラトール 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４５０＋ ２ 〃 クビ ７．６�
３６ セレナデスタン 牡３黒鹿５６ 吉田 稔島川 利子氏 松田 国英 新ひだか キヨミネ牧場 ４３２＋ ２２：１８．７クビ ５８．６�

（愛知）

５１０ カネスドミナドール 牡３青鹿５６ 石橋 守杉澤 光雄氏 河内 洋 日高 大江牧場 ４４０＋ ２ 〃 クビ ２３０．２
１１ エターナルシチー 牡３鹿 ５６ 武 幸四郎 �友駿ホースクラブ 村山 明 新冠 森 牧場 ４８８－ ８２：１８．８� ９．１�
２４ エーシンアリデッド 牡３鹿 ５６ 高田 潤�栄進堂 小崎 憲 浦河 栄進牧場 ４５６± ０２：１９．１１� ５６３．７�
４８ ヒシカツヒトリタビ 牡３芦 ５６ 田嶋 翔阿部雅一郎氏 小島 貞博 新冠 カミイスタット ４９８＋ ６２：１９．２クビ １０２．９�
８１６ ミッキーボンボン 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥三木 久史氏 福島 信晴 宮崎 田上 勝雄 ４６８－ ２ 〃 クビ ３９８．３�
１２ アップカード 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介加藤 守氏 湯窪 幸雄 新ひだか 川端牧場 ４８８－ ４ 〃 アタマ １４０．４�
３５ フライングブイ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 橋口弘次郎 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４４２－ ６２：１９．８３� ７８．７�

６１１ トップヴィーナス 牝３栗 ５４ 熊沢 重文�宮内牧場 木原 一良 浦河 宮内牧場 ４４４± ０２：２０．５４ ２９４．４�

（１７頭）

売 得 金

単勝： １６，８８１，７００円 複勝： ２７，１５４，７００円 枠連： １１，８０９，６００円

普通馬連： ４０，６９４，０００円 馬単： ２９，１８７，７００円 ワイド【拡大馬連】： １８，３３１，３００円

３連複： ５９，０６２，０００円 ３連単： ８４，７０６，０００円 計： ２８７，８２７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １４０円 � １６０円 � １２０円 枠 連（２－７） ６９０円

普通馬連 �� １，１３０円 馬 単 �� １，６３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５００円 �� ２７０円 �� ２８０円

３ 連 複 ��� １，１６０円 ３ 連 単 ��� ５，６５０円

票 数

単勝票数 計 １６８８１７ 的中 � ５００６５（１番人気）
複勝票数 計 ２７１５４７ 的中 � ５３０２１（２番人気）� ４０５６７（３番人気）� ６８２９４（１番人気）
枠連票数 計 １１８０９６ 的中 （２－７） １２７６６（３番人気）
普通馬連票数 計 ４０６９４０ 的中 �� ２６６０３（４番人気）
馬単票数 計 ２９１８７７ 的中 �� １３２７５（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８３３１３ 的中 �� ８２０６（６番人気）�� １８４２４（１番人気）�� １６８３３（２番人気）
３連複票数 計 ５９０６２０ 的中 ��� ３７６４２（１番人気）
３連単票数 計 ８４７０６０ 的中 ��� １１０７３（４番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．７―１２．４―１３．６―１３．４―１２．８―１３．０―１２．９―１２．２―１１．０―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．８―２４．５―３６．９―５０．５―１：０３．９―１：１６．７―１：２９．７―１：４２．６―１：５４．８―２：０５．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．０―３F３５．１
１
３
１３，１０（９，１６）１２（３，１５）（４，１４）（６，１７）（８，１１）（２，７）５，１・（１３，１０）（９，１６）（１２，１５）（３，１４）１７，４，６（２，８）１１（１，７）５

２
４
１３，１０（９，１６）１２（３，１５）（４，１４）（６，１７）（８，１１）２，７－（１，５）・（１３，１０）１６（９，１２，１５）（３，１４，１７）６（４，８，７，１１）（２，１）５

勝馬の
紹 介

ネオファンタジア �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ジェイドロバリー 初出走

２００７．４．１０生 牡３鹿 母 ドゥーワップ 母母 ハウヤドウーン １戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０９００６ ３月２７日 晴 良 （２２阪神２）第１日 第６競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１３時１５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

８１４ パ ド ト ロ ワ 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己吉田 照哉氏 鮫島 一歩 千歳 社台ファーム ５２０± ０１：０９．９ ２．４�

６１１ タ バ ル ナ 牡３鹿 ５６ 和田 竜二前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６０＋ ２１：１０．０� ３．２�
２２ カネトシディオス 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介兼松 昌男氏 田中 章博 浦河 高昭牧場 ４２８± ０１：１０．１� ４．２�
５８ トーホウシンバル 牝３青鹿５４ 四位 洋文東豊物産� 川村 禎彦 日高 竹島 幸治 ４２２－１８１：１０．３１� ２４．６�
３５ ラブキーセキ 牝３栗 ５４ 内田 博幸増田 陽一氏 中村 均 新ひだか パラダイス・ファーム ４６８＋ ２ 〃 ハナ ２３．０�
７１２� ニューブラウン 牡３栗 ５６ 吉田 稔瀬戸口 勉氏 瀬戸口 悟 浦河 村下農場 B５００－ ６ 〃 クビ ２４１．６�

（愛知） （愛知）

２３ オリオンザポラリス 牡３黒鹿５６ 渡辺 薫彦平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 大塚牧場 ４３４－１２１：１０．５１	 ３３．５	
４７ ファイティングピサ 牡３芦 ５６ 岩田 康誠市川 義美氏 白井 寿昭 新ひだか 岡田スタツド ４７４－１０１：１０．７１	 ２２．２

８１５ バクシンポイント 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介��昭牧場 野村 彰彦 浦河 高昭牧場 ５２０＋ ６ 〃 クビ １４８．１�
３４ スプリングサンダー 牝３鹿 ５４ 川田 将雅�グランド牧場 昆 貢 新ひだか グランド牧場 ４２６＋ ２１：１０．８� ２２．３
１１ ムスタングリーダー 牡３芦 ５６ 福永 祐一杉岡 時治氏 笹田 和秀 平取 稲原牧場 ４０２－ ４ 〃 ハナ ２２．１�
６１０ ショウナンカガリビ 牝３栗 ５４ 浜中 俊国本 哲秀氏 岡田 稲男 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４２－ ６１：１１．０１� ４１７．２�
４６ メイショウナナボシ 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎松本 好雄氏 岡田 稲男 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４４－ ２１：１１．４２� １４３．１�
７１３ メイショウヘミング 牝３黒鹿５４ 池添 謙一松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか 岡田牧場 ４２４－ ２１：１１．６１	 ７８．３�

（１４頭）
５９ ドリームバレンチノ 牡３青 ５６ 武 豊セゾンレースホース� 加用 正 新冠 ビッグレッドファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２３，８１９，６００円 複勝： ３１，７７０，０００円 枠連： １３，００３，７００円

普通馬連： ５１，５２０，２００円 馬単： ３６，９６３，５００円 ワイド【拡大馬連】： １８，９５４，４００円

３連複： ６４，８６３，６００円 ３連単： １０７，３７９，７００円 計： ３４８，２７４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １１０円 � １３０円 � １３０円 枠 連（６－８） ４４０円

普通馬連 �� ４２０円 馬 単 �� ８４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １８０円 �� １８０円 �� ２３０円

３ 連 複 ��� ４１０円 ３ 連 単 ��� ２，１４０円

票 数

単勝票数 計 ２３８１９６ 的中 � ８０４８３（１番人気）
複勝票数 計 ３１７７００ 的中 � １１６８３０（１番人気）� ５４０２３（３番人気）� ５６６０３（２番人気）
枠連票数 計 １３００３７ 的中 （６－８） ２１９７９（２番人気）
普通馬連票数 計 ５１５２０２ 的中 �� ９１２５４（２番人気）
馬単票数 計 ３６９６３５ 的中 �� ３２８２９（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８９５４４ 的中 �� ２７４３１（２番人気）�� ２８５１１（１番人気）�� １８２６７（３番人気）
３連複票数 計 ６４８６３６ 的中 ��� １１７０７９（１番人気）
３連単票数 計１０７３７９７ 的中 ��� ３７１１１（２番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．８―１１．８―１１．５―１１．７―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．９―３４．７―４６．２―５７．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パ ド ト ロ ワ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２００９．１１．２９ 京都３着

２００７．４．２０生 牡３鹿 母 グランパドドゥ 母母 スターバレリーナ ４戦２勝 賞金 １６，６００，０００円
〔出走取消〕 ドリームバレンチノ号は，疾病〔右肩跛行〕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。



０９００７ ３月２７日 晴 良 （２２阪神２）第１日 第７競走 ��２，０００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時５０分（番組第１２競走を順序変更） （芝・右）

牝，１０００万円以下；負担重量は，５５�
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

１：５８．１
１：５６．４

良

良

７７ シングライクバード 牝５鹿 ５５ 福永 祐一 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム ４７６± ０２：０３．４ １．６�

４４ ピサノジュバン 牝５黒鹿５５ 岩田 康誠市川 義美氏 松田 博資 三石 中村 和夫 ４７４＋ ６２：０３．５� ９．６�
３３ レジェンドブルー 牝４鹿 ５５ 浜中 俊平川 浩之氏 宮 徹 静内 小倉 光博 ４４０－ ４ 〃 クビ ４．１�
６６ リーガルアミューズ 牝５栗 ５５ 川田 将雅有限会社シルク領家 政蔵 平取 坂東牧場 ４８４－ ２２：０３．８１� ５．７�
１１ ボーテセレスト 牝６鹿 ５５ 小林 徹弥�錦岡牧場 西橋 豊治 新冠 錦岡牧場 B４２２＋ ２２：０４．１１� ６３．５�
２２ キンショーオトヒメ 牝５栗 ５５ 内田 博幸礒野日出夫氏 中村 均 浦河 昭和牧場 ４５０± ０２：０４．６３ １８．２	
５５ パープルスター 牝４鹿 ５５ 和田 竜二松岡 隆雄氏 崎山 博樹 新ひだか 福岡 清 ４９０＋ ８２：０６．２１０ ３５．４


（７頭）

売 得 金

単勝： ２１，２４１，８００円 複勝： ３４，０９５，７００円 枠連： 発売なし

普通馬連： ４０，３４７，９００円 馬単： ４２，１８５，６００円 ワイド【拡大馬連】： １３，８２１，１００円

３連複： ４７，８２５，１００円 ３連単： １６７，８０６，１００円 計： ３６７，３２３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ３４０円 枠 連 発売なし

普通馬連 �� ６６０円 馬 単 �� ９５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２３０円 �� １５０円 �� ３４０円

３ 連 複 ��� ５３０円 ３ 連 単 ��� ２，１６０円

票 数

単勝票数 計 ２１２４１８ 的中 � １０７８９４（１番人気）
複勝票数 計 ３４０９５７ 的中 � １７４８９０（１番人気）� ２３３５５（４番人気）
普通馬連票数 計 ４０３４７９ 的中 �� ４５２９３（３番人気）
馬単票数 計 ４２１８５６ 的中 �� ３２７７７（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３８２１１ 的中 �� １３４８８（３番人気）�� ３１２３２（１番人気）�� ７９５３（６番人気）
３連複票数 計 ４７８２５１ 的中 ��� ６７７５８（２番人気）
３連単票数 計１６７８０６１ 的中 ��� ５７４１１（６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．９―２５．３―３８．５―５１．０―１：０３．４―１：１６．０―１：２８．２―１：３９．８―１：５１．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シングライクバード �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００７．１２．２３ 阪神２着

２００５．５．１１生 牝５鹿 母 シングライクトーク 母母 フリートーク １９戦４勝 賞金 ８８，０４３，０００円



０９００８ ３月２７日 晴 稍重 （２２阪神２）第１日 第８競走 ��
��１，８００�サラブレッド系４歳以上

発走１４時２５分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

４６ アイアムピカイチ 牡４黒鹿５７ 川田 将雅堀 紘一氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム ５０６± ０１：５４．３ １．８�

７１１ ロスパンチョス 牡４栗 ５７ 池添 謙一山本 慎一氏 大久保龍志 えりも エクセルマネジメント ４９８＋ ６１：５４．９３� １０．２�
７１２� フィールドウイナー 牡６鹿 ５７ 小坂 忠士地田 勝三氏 山内 研二 愛 Cheving-

ton Stud ５２０± ０１：５５．２１	 ２０．１�
８１３� マイハートマイラブ 牡５鹿 ５７ 渡辺 薫彦 �グリーンファーム 田島 俊明 米 Nobuo

Tsunoda ５４０－１２ 〃 ハナ ２３４．７�
２２ トランソニック 牡４栗 ５７ 岩田 康誠太田 美實氏 藤原 英昭 門別 天羽牧場 ４８６＋ ２１：５５．５２ ６．７�
５８ ワキノブライアン 牡４栗 ５７ 太宰 啓介脇山 良之氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 ４９２± ０１：５５．６クビ １３．５�
８１４ マイネルサラン 牡５芦 ５７ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 浦河 鎌田 正嗣 ４８０＋１２１：５５．７	 １６．２	
３４ 
 エアカサミラ 牝４鹿 ５５ 藤岡 佑介 �ラッキーフィールド笹田 和秀 千歳 社台ファーム ４６２＋ ４１：５６．２３ ３０．９

６１０ アルテマイスター 牡４栗 ５７ 福永 祐一水上 行雄氏 西浦 勝一 浦河 笠松牧場 ４３４－ ２１：５６．４１� １８．８�
４５ ツカサゲンキ 牡４鹿 ５７ 熊沢 重文中務 幸雄氏 田所 秀孝 浦河 日優牧場 ４８８＋ ４１：５７．０３� ９３．６�
３３ キングスデライト 牡６栗 ５７ 武 豊 社台レースホース河内 洋 千歳 社台ファーム ５３０－ ６１：５７．１クビ ６．９�
６９ ナリタシャトル 牡５黒鹿５７ 浜中 俊�オースミ 小野 幸治 浦河 太陽牧場 ５１２－ ２ 〃 ハナ ３９１．０�
１１ ウォーターリメイン 牝５栗 ５５ 佐久間寛志山岡 良一氏 鹿戸 明 浦河 本巣牧場 ４０２－１２１：５８．３７ １４８．１�
５７ 
 メイショウダイクン 牡４鹿 ５７ 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 成忠 新ひだか 三木田 明仁 ５１６＋ ９１：５９．４７ １８２．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １９，０００，８００円 複勝： ４１，５１６，３００円 枠連： １５，４１４，９００円

普通馬連： ５１，４５６，２００円 馬単： ４４，２１８，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，７５０，７００円

３連複： ７０，６４１，０００円 ３連単： １２９，９４６，９００円 計： ３９２，９４５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � ３００円 � ３４０円 枠 連（４－７） ５２０円

普通馬連 �� ９４０円 馬 単 �� １，３８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４３０円 �� ５２０円 �� ２，２９０円

３ 連 複 ��� ４，３６０円 ３ 連 単 ��� １２，３２０円

票 数

単勝票数 計 １９０００８ 的中 � ８５９８２（１番人気）
複勝票数 計 ４１５１６３ 的中 � ２２６７３５（１番人気）� ２００９２（５番人気）� １７０６４（６番人気）
枠連票数 計 １５４１４９ 的中 （４－７） ２２０９３（１番人気）
普通馬連票数 計 ５１４５６２ 的中 �� ４０４７６（４番人気）
馬単票数 計 ４４２１８７ 的中 �� ２３７６５（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０７５０７ 的中 �� １２７９８（５番人気）�� １００７１（７番人気）�� ２０３１（２８番人気）
３連複票数 計 ７０６４１０ 的中 ��� １１９７５（２１番人気）
３連単票数 計１２９９４６９ 的中 ��� ７７８８（４０番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．９―１４．１―１２．８―１２．８―１２．４―１２．５―１２．４―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．７―３８．８―５１．６―１：０４．４―１：１６．８―１：２９．３―１：４１．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．９―３F３７．５
１
３

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

勝馬の
紹 介

アイアムピカイチ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Zafonic デビュー ２００８．１１．２ 東京１２着（３位）

２００６．３．２５生 牡４黒鹿 母 シ ェ ン ク 母母 Buckwig １１戦２勝 賞金 １９，４００，０００円
〔発走状況〕 アルテマイスター号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 アルテマイスター号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウダイクン号は，平成２２年４月２７日まで平地競走に出走できない。



０９００９ ３月２７日 晴 稍重 （２２阪神２）第１日 第９競走 ��
��１，２００�

な る と

鳴門ステークス
発走１５時００分 （ダート・右）
４歳以上，１，６００万円以下，２１．３．２８以降２２．３．２１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 ３５７，０００円 １０２，０００円 ５１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０９．７
１：０８．７

重

重

７１３� ド ス ラ イ ス 牡４栗 ５５ 武 豊小田 吉男氏 森 秀行 米 WinStar
Farm, LLC ５３８＋ ６１：１１．４ ６．２�

６１１ フィールドジュエル 牡８鹿 ５４ 岩田 康誠地田 勝三氏 西園 正都 早来 ノーザンファーム B４９４＋ ６１：１１．７２ ５．１�
２４ ブラックシャドウ 牡７青 ５４ 熊沢 重文田畑 法賢氏 崎山 博樹 新冠 川上 悦夫 ５４２± ０１：１１．９１� ２２．２�
５９ フキラウソング 牝４栗 ５２ 小坂 忠士金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４７８－ ２ 〃 ハナ ９３．８�
６１２ ハードウォン 牡４鹿 ５４ 浜中 俊津田 一男氏 西橋 豊治 浦河 赤田牧場 ４６８± ０１：１２．１１� ３２．２�
２３ スピードアタック 牡５青鹿５５ 福永 祐一齋藤 文男氏 小崎 憲 平取 清水牧場 ５２４＋ ４ 〃 ハナ ６．４�
８１６ スーサンライダー 牡６栗 ５６ 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４７２－１０ 〃 ハナ ９．５	
７１４ メ ガ リ ス 牡６黒鹿５４ 石橋 守 
社台レースホース宮 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１２± ０１：１２．２クビ １３．７�
４８ スマートブレード 牡９黒鹿５５ 武 幸四郎大川 徹氏 宮 徹 浦河 松田 次郎 ５３４＋ ４ 〃 クビ １０３．４�
３５ ドリームクラウン 牡５栗 ５６ 吉田 稔セゾンレースホース� 中村 均 静内 へいはた牧場 ５１６＋ ６１：１２．４１� ８．２

（愛知）

１２ メイショウセンゴク 牡５栗 ５５ 川田 将雅松本 好雄氏 武田 博 様似 猿倉牧場 ４７４＋ ４１：１２．５クビ ５．９�
３６ リリーハーバー 牡６黒鹿５６ 池添 謙一土井 孝夫氏 池添 兼雄 三石 下屋敷牧場 ５０４＋１４１：１２．６� ２２．９�
５１０� ウォーターバロン 牡９黒鹿５３ 生野 賢一山岡 良一氏 須貝 尚介 米 Kotaro

Tanaka ５００± ０１：１２．７� ３１０．７�
４７ アキノパンチ 牡６鹿 ５４ 渡辺 薫彦穐吉 正孝氏 須貝 彦三 静内 松田 三千雄 ５０６± ０１：１３．６５ １５５．３�
１１ イセノスバル 牡４青 ５５ 小林 徹弥大橋 堯格氏 大橋 勇樹 静内 野坂牧場 ５２０－ ２１：１３．７クビ １４．１�
８１５ モアザンスマート 牡４鹿 ５４ 太宰 啓介
グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか 元茂 義一 B４６８－ ２１：１４．０２ １７．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，７９６，７００円 複勝： ４７，７９４，７００円 枠連： ３１，５９２，０００円

普通馬連： １２１，４３８，９００円 馬単： ６８，１７５，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３８，１０６，９００円

３連複： １６０，２４８，４００円 ３連単： ２６７，９２３，１００円 計： ７６３，０７６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６２０円 複 勝 � ２６０円 � １８０円 � ５６０円 枠 連（６－７） ９２０円

普通馬連 �� １，９３０円 馬 単 �� ３，７００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６５０円 �� ３，６３０円 �� ２，１００円

３ 連 複 ��� ２０，９３０円 ３ 連 単 ��� １１６，７３０円

票 数

単勝票数 計 ２７７９６７ 的中 � ３５４８７（３番人気）
複勝票数 計 ４７７９４７ 的中 � ４８５４５（３番人気）� ８６７１６（１番人気）� １８２１８（１０番人気）
枠連票数 計 ３１５９２０ 的中 （６－７） ２５５１５（１番人気）
普通馬連票数 計１２１４３８９ 的中 �� ４６６２６（２番人気）
馬単票数 計 ６８１７５５ 的中 �� １３６２６（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３８１０６９ 的中 �� １５４４１（２番人気）�� ２４８４（５４番人気）�� ４３６２（３０番人気）
３連複票数 計１６０２４８４ 的中 ��� ５６５１（９２番人気）
３連単票数 計２６７９２３１ 的中 ��� １６９４（４８９番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．６―１２．１―１２．２―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．９―３４．５―４６．６―５８．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ド ス ラ イ ス �
�
父 Speightstown �

�
母父 Saint Ballado デビュー ２００９．４．２６ 東京８着

２００６．４．１６生 牡４栗 母 Daisies and Nites 母母 Slew’s Ann ９戦３勝 賞金 ４５，８２０，０００円
［他本会外：１戦１勝］

〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０９０１０ ３月２７日 晴 良 （２２阪神２）第１日 第１０競走 ��
��１，８００�第５７回毎 日 杯（ＧⅢ）

発走１５時３５分 （芝・右・外）
３歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金２，０００万
円以上の馬１�増，�：馬齢重量，重賞競走１着馬１�増

毎日新聞社賞（１着）
賞 品

本 賞 ３９，０００，０００円 １６，０００，０００円 ９，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，９００，０００円
付 加 賞 ４０６，０００円 １１６，０００円 ５８，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

４４ ダノンシャンティ 牡３黒鹿５６ 安藤 勝己�ダノックス 松田 国英 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４６６－ ６１：４９．３ ３．７�

６７ ミッキードリーム 牡３栗 ５６ 和田 竜二野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４７６－ ２１：４９．５１� ２１．０�
７９ リルダヴァル 牡３栗 ５６ 内田 博幸 �サンデーレーシング 池江 泰郎 安平 ノーザンファーム ４９８± ０１：４９．６	 ３．４�
８１０ シャイニーナイト 牡３栗 ５６ 川田 将雅小林 昌志氏 橋口弘次郎 平取 雅 牧場 ４５６－ ４ 〃 ハナ １７３．５�
２２ ルーラーシップ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４８８－ ２１：４９．８１� ２．２�
３３ コスモヘレノス 牡３鹿 ５６ 福永 祐一 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 日高 ナカノファーム ５０４＋ ２１：４９．９	 ５６．７	
６６ 
 ミッションモード 牡３栗 ５６ 池添 謙一山本 英俊氏 藤沢 和雄 愛 T. Yoshida ４５４－２４１：５０．１１� ４４．２

８１１ ドレスアフェアー 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介臼田 浩義氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４３４－ ２１：５０．２	 １４５．１�
５５ ペガサスキングビー 牡３栃栗５６ 武 幸四郎松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 ヤナガワ牧場 ４５８－ ２１：５１．４７ ４３８．９�
７８ � カットイッタウト 牡３栗 ５６ 吉田 稔平井 裕氏 森 秀行 日高 下河辺牧場 ４１４－ ６１：５２．９９ ５６６．５

（愛知）

１１ ザ タ イ キ 牡３栗 ５６ 武 豊�大樹ファーム 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 ４７０± ０ （競走中止） ７．５�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １１９，４６６，９００円 複勝： ２１８，２５１，５００円 枠連： ４５，３５１，７００円

普通馬連： ３３５，６４５，３００円 馬単： ２５６，８３５，８００円 ワイド【拡大馬連】： ９７，０１３，７００円

３連複： ３９６，４１７，２００円 ３連単： １，１４７，４８１，７００円 計： ２，６１６，４６３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １５０円 � ５３０円 � ２２０円 枠 連（４－６） １，６６０円

普通馬連 �� ２，２７０円 馬 単 �� ３，７１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５８０円 �� ２８０円 �� ９４０円

３ 連 複 ��� ２，８５０円 ３ 連 単 ��� １６，４４０円

票 数

単勝票数 計１１９４６６９ 的中 � ２５８１９９（３番人気）
複勝票数 計２１８２５１５ 的中 � ４８７６２１（２番人気）� ８１７５０（５番人気）� ２６３２９７（３番人気）
枠連票数 計 ４５３５１７ 的中 （４－６） ２０２３２（７番人気）
普通馬連票数 計３３５６４５３ 的中 �� １０９４１５（８番人気）
馬単票数 計２５６８３５８ 的中 �� ５１１４８（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９７０１３７ 的中 �� ３９６４９（７番人気）�� ９９８５２（３番人気）�� ２３１６２（９番人気）
３連複票数 計３９６４１７２ 的中 ��� １０２８２３（９番人気）
３連単票数 計１１４７４８１７ 的中 ��� ５１５３７（４７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２４．５―３６．６―４９．６―１：０２．３―１：１５．２―１：２６．７―１：３７．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３４．１
３ １０－７，９，１（３，４）（２，６）（８，５）－１１ ４ １０，７，９，１（３，４）（２，６）（８，５）１１
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダノンシャンティ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Mark of Esteem デビュー ２００９．１１．２２ 京都１着

２００７．４．２８生 牡３黒鹿 母 シャンソネット 母母 Glorious Song ４戦２勝 賞金 ７０，６２８，０００円
〔競走中止〕 ザタイキ号は，競走中に疾病〔左中手骨開放骨折〕を発症し，最後の直線コースで転倒したため競走中止。
※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。



０９０１１ ３月２７日 晴 良 （２２阪神２）第１日 第１１競走 ��
��１，６００�

ちゅうしゅん

ラジオ関西賞仲春特別
発走１６時１０分 （芝・右・外）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
ラジオ関西賞（１着）

賞 品
本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ３１５，０００円 ９０，０００円 ４５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．５

良

良

３４ � エックスダンス 牡５鹿 ５７ 武 幸四郎吉田 和美氏 武藤 善則 早来 ノーザンファーム ５１０－ ４１：３５．４ ３．０�

３３ ブレイブファイト 牡５鹿 ５７ 内田 博幸�RRA 藤原 英昭 門別 下河辺牧場 ５２６＋ ４ 〃 ハナ ２８．５�
６９ � ロードエキスパート 	７黒鹿５７ 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 英 Dunchurch

Lodge Stud Co ４７２＋ ２１：３５．６１
 １１．０�
５７ ジョーメテオ 牡４鹿 ５７ 池添 謙一上田けい子氏 柴田 光陽 静内 田中 裕之 ５０４± ０ 〃 ハナ ６．３�
４６ メイショウジェイ 牝５鹿 ５５ 渡辺 薫彦松本 好雄氏 飯田 明弘 門別 浦新 徳司 ４４４－ ２１：３５．７クビ ８９．６�
２２ � ナミダガキラリ 牝５栗 ５５ 川田 将雅小林けい子氏 荒川 義之 米 Shadai Farm ４５４＋ ２１：３５．８� ２８．５�
１１ カイシュウボナンザ 牡４黒鹿５７ 安藤 勝己飯村 孝男氏 領家 政蔵 日高 合資会社カ

ネツ牧場 ４８２－ ２ 〃 アタマ ７．７	
７１１ タガノバッチグー 牡４鹿 ５７ 吉田 稔八木 良司氏 浅見 秀一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５２－ ６１：３６．０１� ８５．１

（愛知）

５８ アルーリングムーン 牡４鹿 ５７ 太宰 啓介 �サンデーレーシング 野村 彰彦 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４４８± ０１：３６．１
 ２．９�

７１２ アドマイヤダーリン 牡７栃栗５７ 藤岡 佑介近藤 利一氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４９０－ ６１：３６．２
 ２５６．６
８１４ ショウリュウアクト 牡６栗 ５７ 和田 竜二上田 亙氏 佐々木晶三 三石 原口牧場 ４８４－ ４１：３６．３
 １９．７�
４５ � メイショウシオギリ 牝６鹿 ５５ 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 成忠 門別 高柳 隆男 B５２２＋ ６１：３６．４クビ ３２．２�
８１３ マヤノベンケイ 牡５鹿 ５７ 浜中 俊田所 英子氏 梅内 忍 三石 前川 隆則 ４５８－ ４１：３６．９３ １９４．０�
６１０� ラピッドガール 牝５鹿 ５５ 福永 祐一柳井 正氏 小崎 憲 米 River

Bend Farm ４６８－ ３１：４０．２大差 １３１．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３９，４９５，３００円 複勝： ６０，４０５，１００円 枠連： ３７，０９５，５００円

普通馬連： １６４，３８４，６００円 馬単： １０１，３５４，７００円 ワイド【拡大馬連】： ４６，６２２，４００円

３連複： １７７，６９３，４００円 ３連単： ３７３，９６０，５００円 計： １，００１，０１１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １６０円 � ６５０円 � ３００円 枠 連（３－３） ３，９６０円

普通馬連 �� ４，２７０円 馬 単 �� ６，０８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４６０円 �� ７５０円 �� ３，４５０円

３ 連 複 ��� １１，１７０円 ３ 連 単 ��� ６２，１１０円

票 数

単勝票数 計 ３９４９５３ 的中 � １０７２６７（２番人気）
複勝票数 計 ６０４０５１ 的中 � １３２６６０（２番人気）� １８９６３（９番人気）� ４９７１８（５番人気）
枠連票数 計 ３７０９５５ 的中 （３－３） ６９１６（１３番人気）
普通馬連票数 計１６４３８４６ 的中 �� ２８４７２（１５番人気）
馬単票数 計１０１３５４７ 的中 �� １２３０５（２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４６６２２４ 的中 �� ７８１４（１８番人気）�� １６０１４（７番人気）�� ３２０２（３２番人気）
３連複票数 計１７７６９３４ 的中 ��� １１７４５（３８番人気）
３連単票数 計３７３９６０５ 的中 ��� ４４４４（１８１番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．８―１２．０―１２．５―１２．６―１１．７―１１．２―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．４―３５．４―４７．９―１：００．５―１：１２．２―１：２３．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．５―３F３４．９
３ ７－３－１０，２（５，８）１４（６，９）－（１１，４）－（１，１３）１２ ４ ７，３（２，１０，５）８，１４（６，９）４，１（１１，１３）１２

勝馬の
紹 介

�エックスダンス �
�
父 アドマイヤベガ �

�
母父 ヘクタープロテクター

２００５．１．２９生 牡５鹿 母 ル カ ダ ン ス 母母 ダンスダンスダンス １２戦３勝 賞金 ６２，６１４，０００円
地方デビュー ２００７．６．２１ 旭川

〔発走時刻の変更〕 １６時１５分に変更。
〔騎手変更〕 エックスダンス号の騎手武豊は，第１０競走での落馬負傷のため武幸四郎に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラピッドガール号は，平成２２年４月２７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。



０９０１２ ３月２７日 晴 稍重 （２２阪神２）第１日 第１２競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１６時４０分（番組第７競走を順序変更） （ダート・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，５５�
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

５１０ コパノマユチャン 牝４栗 ５５ 川田 将雅小林 祥晃氏 作田 誠二 浦河 高岸 順一 ４３６－ ４１：１２．８ ７．４�

１２ トウカイセレブ 牝４鹿 ５５ 福永 祐一内村 正則氏 松元 茂樹 新冠 長浜牧場 ４６２－ ６１：１３．０１� ３．５�
７１４ アートオブダンサー 牝４鹿 ５５ 佐久間寛志岡田 隆寛氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ４４６－ ８１：１３．３２ ６．５�
４７ アンローランサン 牝４鹿 ５５ 吉田 稔谷掛 龍夫氏 増本 豊 新ひだか 岡田スタツド ４４４± ０１：１３．４クビ ３０．２�

（愛知）

３５ � メイショウフェーヴ 牝５栗 ５５ 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 成忠 浦河 三嶋牧場 ４５２－ ２１：１３．６１ １９．２�
４８ ショウナンタイリン 牝４栗 ５５ 岩田 康誠国本 哲秀氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 ４４０－ ６ 〃 ハナ ６．１�
２４ トーホウリッチ 牝４青 ５５ 渡辺 薫彦東豊物産� 田島 良保 日高 竹島 幸治 ４６４－１０ 〃 クビ ７．３	
３６ シンメイゲイルス 牝４黒鹿５５ 内田 博幸織田 芳一氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 ４７４＋ ４１：１３．７クビ １１．１

６１１ グランプリチェリー 牝４鹿 ５５ 熊沢 重文北側 雅司氏 中尾 秀正 浦河 谷川牧場 ４６８－１２１：１３．８� ４８．４�
７１３ シルクナデシコ 牝４栗 ５５ 浜中 俊有限会社シルク宮 徹 浦河 笹地牧場 ４１０－ ２ 〃 ハナ １０．３�
６１２ トーセンウーノ 牝４鹿 ５５ 太宰 啓介島川 哉氏 高橋 成忠 新ひだか 岡田スタツド ４８２－ ６ 〃 ハナ １５５．５�
２３ � オールブランニュー 牝４黒鹿５５ 藤岡 佑介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム ４５６＋１４１：１４．１１� ３６．４�
５９ リ ー テ ィ ラ 牝４鹿 ５５ 和田 竜二吉田 修氏 梅内 忍 新冠 武田 修一 ４９２± ０ 〃 クビ ２３５．４�
８１５ カツヨグラッチェ 牝４栗 ５５ 小林 徹弥丹羽 茂文氏 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 ４３８－ ４１：１４．６３ ３２６．１�
８１６ フライングビーン 牝４栗 ５５ 池添 謙一小山 豊氏 阿部 新生 静内 岡田牧場 ４６４－ ６１：１５．６６ ３１．６�
１１ クイーンアリュール 牝４鹿 ５５ 武 幸四郎松本 兼吉氏 鶴留 明雄 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７０＋ ４１：１５．９２ ６５．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４２，０８３，３００円 複勝： ６２，３２４，９００円 枠連： ４２，０１５，８００円

普通馬連： １３９，８０３，１００円 馬単： ８７，４８２，６００円 ワイド【拡大馬連】： ５０，２９８，２００円

３連複： １８７，５１６，８００円 ３連単： ３３９，０１１，０００円 計： ９５０，５３５，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７４０円 複 勝 � ２１０円 � １６０円 � ２１０円 枠 連（１－５） １，３４０円

普通馬連 �� １，２５０円 馬 単 �� ３，１９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５７０円 �� ６９０円 �� ４９０円

３ 連 複 ��� ２，７７０円 ３ 連 単 ��� １６，４８０円

票 数

単勝票数 計 ４２０８３３ 的中 � ４４８８９（５番人気）
複勝票数 計 ６２３２４９ 的中 � ７２４５８（４番人気）� １２４５０３（１番人気）� ７５８０８（３番人気）
枠連票数 計 ４２０１５８ 的中 （１－５） ２３２１２（６番人気）
普通馬連票数 計１３９８０３１ 的中 �� ８２５８４（２番人気）
馬単票数 計 ８７４８２６ 的中 �� ２０２５５（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５０２９８２ 的中 �� ２１９９９（３番人気）�� １７４９４（６番人気）�� ２６２３４（２番人気）
３連複票数 計１８７５１６８ 的中 ��� ４９９６３（３番人気）
３連単票数 計３３９０１１０ 的中 ��� １５１９０（１９番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．１―１１．９―１２．１―１２．６―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２３．２―３５．１―４７．２―５９．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コパノマユチャン �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００８．６．２２ 函館１着

２００６．３．２４生 牝４栗 母 グラヴィール 母母 クライングフォーモア １５戦２勝 賞金 ２２，０００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時４５分に変更。
〔騎手変更〕 コパノマユチャン号の騎手武豊は，第１０競走での落馬負傷のため川田将雅に変更。
※アンローランサン号は，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，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



（２２阪神２）第１日 ３月２７日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １６３頭 本 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

２４５，９４０，０００円
１７，４１０，０００円
１，５４０，０００円
２３，８６０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５７，５５０，０００円
４，４２５，０００円
１，６１３，７００円

勝馬投票券売得金
３７５，８４８，０００円
６９４，７２５，６００円
２３９，８６８，０００円
１，０９０，４８８，０００円
７９７，６２０，３００円
３７４，０８２，３００円
１，３７８，１０７，７００円
２，９８９，４０２，９００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 ７，９４０，１４２，８００円

総入場人員 １７，１４７名 （有料入場人員 １６，２７６名）




