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０６０４９ ３月１９日 晴 良 （２３阪神１）第７日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時１０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：０９．７
１：０８．７

重

重

２３ メイショウゴウヒメ 牝３黒鹿５４ 武 豊松本 好�氏 小島 太 浦河 太陽牧場 ４４４－ ６１：１４．５ １４．３�

３６ エ キ ナ シ ア 牝３鹿 ５４ 柴田 大知�ミルファーム 手塚 貴久 むかわ 西山牧場 ４８０＋ ４１：１４．７１� ３．７�
１２ トーアシシイ 牝３栗 ５４ 松岡 正海高山ランド� 村山 明 豊浦トーア牧場 ４９４－ ４１：１４．９１� ８．１�
７１３ メリーチャン 牝３芦 ５４ 内田 博幸ケンレーシング組合 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４７４－ ６ 〃 クビ ８．５�
８１５ ナムラエメラルド 牝３鹿 ５４ 横山 典弘奈村 信重氏 新開 幸一 新ひだか 伊藤 和明 ４４０－１２１：１５．１１� ２７．９	
６１１ ミラクルベリー 牝３黒鹿５４ 池添 謙一市川 義美氏 池添 兼雄 千歳 社台ファーム ４３０± ０１：１５．２� ２．１

２４ ビコーディアナ 牝３鹿 ５４ 古川 吉洋�レジェンド 安田 隆行 日高 高柳 隆男 ４２０＋ ４１：１５．４１� ４３．９�
５１０ ア ラ ン ロ ド 牝３栗 ５４ 和田 竜二村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 ４３４＋ ８１：１５．５� １１２．７�
８１６ ラブギムレー 牝３青鹿５４ 柴山 雄一増田 陽一氏 田島 俊明 新ひだか 武 牧場 ４２８－ ２ 〃 クビ ９３．１
７１４ エリモミネルバ 牝３栗 ５４ 吉田 隼人山本 慎一氏 池上 昌弘 えりも エクセルマネジメント ３９８ ―１：１６．２４ ２２３．４�
３５ ドゥミーモア 牝３栗 ５４ 津村 明秀吉澤 克己氏 相沢 郁 浦河 鵜木 唯義 ４８２－ ２１：１６．３� １５．２�
１１ マスターディライト 牝３芦 ５４

５１ ▲平野 優岡田 隆寛氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田牧場 ４１８± ０１：１６．４� ８２．６�
６１２ マスコットウイング 牝３鹿 ５４ 北村 宏司 �フジワラ・ファーム 小野 幸治 新ひだか フジワラフアーム ４１６＋ ８１：１７．０３� ４０１．０�
５９ ツ ヨ イ コ 牝３栗 ５４ 安部 幸夫小田切有一氏 谷 潔 新ひだか 木下牧場 ４６２ ― 〃 ハナ ８６．５�

（愛知）

４７ アグネスシャロット 牝３栗 ５４ 丸野 勝虎渡辺 孝男氏 清水 久詞 千歳 社台ファーム ４９８－ ６１：１７．５３ ４６．６�
（愛知）

４８ メジロハイデン 牝３鹿 ５４ 幸 英明�メジロ牧場 岡田 稲男 洞爺湖 メジロ牧場 ５００ ―１：１７．８２ １８８．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ９，６６７，１００円 複勝： ２１，８５０，５００円 枠連： ７，１５９，３００円

普通馬連： ２３，７９７，５００円 馬単： １６，３１４，７００円 ワイド【拡大馬連】： １１，９６２，７００円

３連複： ３５，６５５，５００円 ３連単： ５７，２６９，８００円 計： １８３，６７７，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４３０円 複 勝 � ４３０円 � １７０円 � ２８０円 枠 連（２－３） １，２００円

普通馬連 �� ２，６３０円 馬 単 �� ６，７１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９６０円 �� １，５３０円 �� ５８０円

３ 連 複 ��� ５，８３０円 ３ 連 単 ��� ４７，６００円

票 数

単勝票数 計 ９６６７１ 的中 � ５３５５（５番人気）
複勝票数 計 ２１８５０５ 的中 � １１３８７（５番人気）� ４１５６４（２番人気）� １９６２６（４番人気）
枠連票数 計 ７１５９３ 的中 （２－３） ４４２０（６番人気）
普通馬連票数 計 ２３７９７５ 的中 �� ６６９２（１０番人気）
馬単票数 計 １６３１４７ 的中 �� １７９７（２３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１９６２７ 的中 �� ３０５４（１０番人気）�� １８５４（１９番人気）�� ５３８８（４番人気）
３連複票数 計 ３５６５５５ 的中 ��� ４５１７（１９番人気）
３連単票数 計 ５７２６９８ 的中 ��� ８８８（１４６番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１２．４―１２．９―１２．４―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．７―３６．１―４９．０―１：０１．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウゴウヒメ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー ２０１１．２．１３ 東京５着

２００８．４．１４生 牝３黒鹿 母 メイショウフクヒメ 母母 キタノファンタジー ２戦１勝 賞金 ５，６５０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ４頭 サニーヘイロー号・タイホウルーナ号・ヒロガーデン号・ラベンダーカラー号
※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。

０６０５０ ３月１９日 晴 良 （２３阪神１）第７日 第２競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１０時４０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 ６２５，０００
６２５，０００

円
円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

１２ オメガスカイツリー 牡３黒鹿５６ 横山 典弘原 �子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４８６－１２１：５５．２ ２８．０�

６１２� エーシンイオマンテ 牡３鹿 ５６ 武 豊�栄進堂 岡田 稲男 愛 Peter and
Jackie Grimes ４７８± ０１：５５．６２� ２．６�

５９ ネオザスティング 牝３栗 ５４
５１ ▲藤懸 貴志小林 仁幸氏 平田 修 千歳 社台ファーム ４３２－ ８１：５６．２３� １５８．２�

２３ � キ ザ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一吉澤 克己氏 戸田 博文 米
Petaluma
Bloodstock &
Andre Lynch

４５０－ ４１：５６．８３� １４．２�
４７ ミッドナイトブルー 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲平野 優青木 照吉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 石川 栄一 ５０６＋２４ 〃 同着 ３３０．８�
７１３ ジャマイカラー 牝３青鹿５４ 内田 博幸齊藤四方司氏 小桧山 悟 新ひだか 飛野牧場 ４７２＋ ２１：５７．０１	 ２２．６�
１１ マイネルマルゴー 牡３栗 ５６ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 池田 新田牧場 ４７６－ ２ 〃 ハナ ２５．２	
８１５ メイショウスピード 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介松本 好
氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４５０－ ２ 〃 クビ ２２．７�
６１１ タ フ 牡３芦 ５６ 安部 幸夫�グランプリ 森 秀行 安平 ノーザンファーム ４８６－ ６１：５７．２１� ５１．３�

（愛知）

５１０ アンクルジュニア 牡３栗 ５６ 蛯名 正義�有能 田中 清隆 新ひだか 前田 宗将 ４７４－１０１：５７．４１ １４．０
４８ アルスマルカート 牡３栗 ５６ 柴山 雄一池田 正孝氏 河野 通文 新ひだか 矢野牧場 ４６０－ ６１：５７．５� １８０．０�
２４ ドリームガイド 牡３青鹿５６ 熊沢 重文セゾンレースホース� 木原 一良 新冠 平山牧場 ４６６－ ４１：５８．０３ １３６．６�
３６ � ロットトゥウィン 牡３鹿 ５６ 浜中 俊�ノースヒルズ 宮本 博 米

The Robert B.
and Beverly J.
Lewis Trust

４８６－ ６１：５８．９５ ６．１�
８１６ ラストチャレンジ 牡３栗 ５６ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 むかわ 上水牧場 ４８６－ ４１：５９．３２� ６７．０�
７１４ ヒカルジュピター 牡３鹿 ５６ 北村 宏司�橋 京子氏 勢司 和浩 登別 青藍牧場 ４８０＋１８２：００．６８ ３０８．１�
３５ インペリアルピサ 牡３鹿 ５６ 川田 将雅市川 義美氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム B５１２＋ ２ （競走中止） ３．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，４１６，６００円 複勝： ２３，２４６，９００円 枠連： ８，１２２，３００円

普通馬連： ２６，９８１，７００円 馬単： １８，７０２，５００円 ワイド【拡大馬連】： １３，９４５，３００円

３連複： ４１，７５２，７００円 ３連単： ６６，１８４，８００円 計： ２１０，３５２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，８００円 複 勝 � ５８０円 � １６０円 � ４，０９０円 枠 連（１－６） １，５９０円

普通馬連 �� ３，８１０円 馬 単 �� ９，３５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９７０円 �� ３８，３００円 �� ７，５３０円

３ 連 複 ��� １４３，９９０円 ３ 連 単 ��� １，５７５，６３０円

票 数

単勝票数 計 １１４１６６ 的中 � ３２１７（９番人気）
複勝票数 計 ２３２４６９ 的中 � ９０４４（９番人気）� ５４４６７（２番人気）� １１２７（１５番人気）
枠連票数 計 ８１２２３ 的中 （１－６） ３７８７（６番人気）
普通馬連票数 計 ２６９８１７ 的中 �� ５２２９（１４番人気）
馬単票数 計 １８７０２５ 的中 �� １４７７（３２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３９４５３ 的中 �� ３７５２（１１番人気）�� ８７（９５番人気）�� ４４６（４６番人気）
３連複票数 計 ４１７５２７ 的中 ��� ２１４（１８４番人気）
３連単票数 計 ６６１８４８ 的中 ��� ３１（１４１８番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．１―１４．１―１２．８―１２．８―１２．４―１２．６―１３．１―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２３．９―３８．０―５０．８―１：０３．６―１：１６．０―１：２８．６―１：４１．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．６―３F３９．２
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

オメガスカイツリー �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー ２０１０．１１．２０ 東京８着

２００８．４．６生 牡３黒鹿 母 オメガアイランド 母母 アイリッシュダンス ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔競走中止〕 インペリアルピサ号は，発走直後につまずいた外側の馬に触れてつまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヒカルジュピター号は，平成２３年４月１９日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の９頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ９頭 アドマイヤジャコモ号・カシノエイト号・トラファルガー号・ネオファッショ号・フォンテーヌブロー号・

ベルモントエデン号・マコトロングボウ号・マサノエクスプレス号・リベラルアーツ号
※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。

第１回　阪神競馬　第７日



０６０５１ ３月１９日 晴 良 （２３阪神１）第７日 第３競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１１時１０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

１：２１．８
１：２１．８

稍重

稍重

４８ メ ロ ー ト 牡３黒鹿５６ 幸 英明小林 茂行氏 湯窪 幸雄 新ひだか 田中 裕之 ４５０± ０１：２６．３ ７．１�

３５ アースワンキセキ 牡３鹿 ５６ 浜中 俊松山 増男氏 沖 芳夫 浦河 山春牧場 ４７４＋ ２ 〃 クビ ２．６�
５１０ セイカフォルテ 牡３鹿 ５６ 津村 明秀久米 大氏 相沢 郁 新ひだか タイヘイ牧場 ４４８＋ ６１：２６．４� ３０．９�
２３ ヒ シ ョ ウ 牡３栗 ５６ 内田 博幸岡田 牧雄氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド ４４８－ ８１：２６．５� １１．３�
８１５ フリーアズアバード 牡３鹿 ５６

５３ ▲国分 優作 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 領家 政蔵 浦河 日進牧場 ４６６－ ８１：２６．６� １６．２�

４７ マコトローゼンボー 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介尾田左知子氏 矢作 芳人 様似 出口 繁夫 ４４２－ ６１：２７．４５ ６．３�
８１６ マチノアカリ 牡３青鹿５６ 横山 典弘 	社台レースホース奥平 雅士 千歳 社台ファーム ５１２－ ８１：２７．７１� ５．９

５９ シェルエメール 牝３黒鹿５４ 中舘 英二前田 葉子氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４２８± ０１：２７．８� １２．６�
６１１ オーバーザレインボ 牝３黒鹿５４ 柴田 善臣橋本 忠雄氏 柴田 政人 浦河 駿河牧場 ４６６－ ６ 〃 同着 ３９．２�
３６ クレセントシチー 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新冠 有限会社 大

作ステーブル ４５０ ―１：２８．２２� ３２４．７
７１４ カネトシスインガー 牡３芦 ５６ 丸野 勝虎兼松 利男氏 大橋 勇樹 新冠 細川農場 ５０８＋ ６１：２８．６２� １５５．２�

（愛知）

１１ コスモハンサム 牡３栗 ５６ 蛯名 正義 	ビッグレッドファーム 清水 美波 浦河 山田牧場 ４６８± ０ 〃 アタマ １８．０�
２４ キクノアジオ 牡３鹿 ５６ 和田 竜二菊池 五郎氏 牧田 和弥 新ひだか 城地 清満 ５０２＋１８１：２９．１３ ３８０．０�
６１２ ジャンヌシチー 牝３鹿 ５４ 小林 徹弥 �友駿ホースクラブ 清水 出美 新ひだか 出羽牧場 ４７０ ―１：２９．８４ ３９２．５�
１２ エーシンリボルバー 牡３栗 ５６ 熊沢 重文�栄進堂 松永 昌博 浦河 有限会社

吉田ファーム ５０４－１０１：３２．８大差 ２５．４�

（１５頭）
７１３ グリモワール 牡３鹿 ５６ U．リスポリ吉田 照哉氏 岡田 稲男 千歳 社台ファーム ― ― （出走取消）

（伊）

売 得 金

単勝： １２，１５２，０００円 複勝： ２４，５０３，４００円 枠連： ９，５０９，１００円

普通馬連： ２７，７７５，１００円 馬単： １８，２４６，３００円 ワイド【拡大馬連】： １４，６９８，１００円

３連複： ４２，９０４，７００円 ３連単： ６１，５２５，５００円 計： ２１１，３１４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７１０円 複 勝 � １９０円 � １３０円 � ５１０円 枠 連（３－４） ３４０円

普通馬連 �� ８７０円 馬 単 �� ２，４９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３２０円 �� １，９９０円 �� １，３３０円

３ 連 複 ��� ６，０６０円 ３ 連 単 ��� ３３，６４０円

票 数

単勝票数 計 １２１５２０ 的中 � １３５７３（４番人気）
複勝票数 計 ２４５０３４ 的中 � ３２２５８（２番人気）� ７３４０４（１番人気）� ８５１０（１０番人気）
枠連票数 計 ９５０９１ 的中 （３－４） ２１１８２（１番人気）
普通馬連票数 計 ２７７７５１ 的中 �� ２３６１８（２番人気）
馬単票数 計 １８２４６３ 的中 �� ５４２６（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４６９８１ 的中 �� １３２５５（１番人気）�� １６６８（３０番人気）�� ２５４７（１７番人気）
３連複票数 計 ４２９０４７ 的中 ��� ５２３０（２１番人気）
３連単票数 計 ６１５２５５ 的中 ��� １３５０（１０６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．６―３５．７―４８．４―１：０１．２―１：１３．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メ ロ ー ト �
�
父 オンファイア �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２０１０．１０．２４ 京都４着

２００８．４．３生 牡３黒鹿 母 ジョーシナリー 母母 サ イ ネ ラ ８戦１勝 賞金 １１，２００，０００円
〔出走取消〕 グリモワール号は，疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エーシンリボルバー号は，平成２３年４月１９日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ５頭 コスモノーハーム号・バウンサー号・フルフーテル号・マッテマシタ号・ロングコウテイ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

０６０５２ ３月１９日 晴 良 （２３阪神１）第７日 第４競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１１時４０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

５９ サフランディライト 牡３鹿 ５６ 川田 将雅海原 聖一氏 北出 成人 平取 高橋 啓 ４８０－ ４１：５４．８ ４．０�

７１４ クラッシーゲイト 牡３黒鹿５６ 安藤 勝己 �キャロットファーム 加藤 征弘 新ひだか 上村 清志 ４９８－ ２１：５５．３３ ５．２�
４８ エアギベオン 牡３青鹿５６ U．リスポリ �ラッキーフィールド池江 泰寿 安平 追分ファーム ４６８－ ６ 〃 クビ ２．６�

（伊）

２４ コスモソユーズ 牡３栗 ５６ 内田 博幸 �ビッグレッドファーム 清水 美波 新ひだか マークリ牧場 ４７８－ ２１：５５．７２� ２８．３�
７１３ ユ ウ チ ャ ン 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介大湯 幸栄氏 水野 貴広 日高 滝本 健二 ４９８ ―１：５５．８� １４５．０�
３５ レオジュピター 牡３鹿 ５６

５３ ▲国分 優作田中 博之氏 小島 茂之 平取 二風谷ファーム ４６６－１０１：５５．９� ２０．１	
２３ アイアンブロー 牡３芦 ５６ 岩田 康誠平口 信行氏 高柳 瑞樹 浦河 田中スタッド ４６２＋ ２１：５６．０� ５０．８

１２ ボストンリョウマ 牡３青鹿５６ 和田 竜二ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４８０＋ ２１：５６．１クビ １５．６�
１１ ベストオブケン 牡３黒鹿５６ 吉田 豊中西 宏彰氏 清水 英克 新冠 川上牧場 ４６４－１０１：５６．７３� ５７．９�
６１１ キングダリア 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義田中 由子氏 二ノ宮敬宇 新冠 佐藤 信広 ４７２＋ ４ 〃 クビ ７３．６
８１５ オルケゾグラフィ 牡３黒鹿５６ 松岡 正海 �サンデーレーシング 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム ４５６－１０１：５７．４４ １７．３�
３６ コパノハリケーン 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 乾 皆雄 ４８４－ ２ 〃 クビ ７９．１�
５１０ メイショウオオワシ 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４９８－ ８１：５７．５クビ ７．４�
６１２ ビッグアスリート 牡３鹿 ５６ 小林 淳一横瀬 兼二氏 佐藤 吉勝 様似 中村 勝則 ４８８＋４４１：５８．０３ ７０８．１�
４７ ヘイセイレジェンド 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一松岡 研司氏 中島 敏文 新ひだか マツケン農場 ４９２＋１８２：００．４大差 ３７５．６�
８１６ アグネスブレーン 牡３鹿 ５６ 的場 勇人渡辺 孝男氏 的場 均 新冠 中地 康弘 ４７８ ― 〃 クビ ３８２．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，９１５，２００円 複勝： ２５，９１８，９００円 枠連： ９，５０５，３００円

普通馬連： ３０，１０２，８００円 馬単： ２０，１２７，７００円 ワイド【拡大馬連】： １４，８３２，２００円

３連複： ４４，５５１，０００円 ３連単： ６９，８２２，７００円 計： ２２９，７７５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １３０円 � １９０円 � １２０円 枠 連（５－７） ９７０円

普通馬連 �� １，６１０円 馬 単 �� ３，０２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４９０円 �� １９０円 �� ３６０円

３ 連 複 ��� １，１９０円 ３ 連 単 ��� ８，５８０円

票 数

単勝票数 計 １４９１５２ 的中 � ２９８９２（２番人気）
複勝票数 計 ２５９１８９ 的中 � ５４５８６（２番人気）� ２６５７８（３番人気）� ７２１０９（１番人気）
枠連票数 計 ９５０５３ 的中 （５－７） ７２７５（３番人気）
普通馬連票数 計 ３０１０２８ 的中 �� １３８６０（６番人気）
馬単票数 計 ２０１２７７ 的中 �� ４９３４（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４８３２２ 的中 �� ６５１８（５番人気）�� ２４０４５（１番人気）�� ９５８８（２番人気）
３連複票数 計 ４４５５１０ 的中 ��� ２７７６２（２番人気）
３連単票数 計 ６９８２２７ 的中 ��� ６００８（２０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２３．８―３７．５―５０．４―１：０３．３―１：１６．４―１：２９．２―１：４１．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．５―３F３８．４
１
３
３，５，９（２，８，１５）（４，１０，１４）－６－（１１，１２）－（１，１３）７－１６
３，５，９（２，８，１５）（４，１０，１４）（６，１１）－（１，１２，１３）－（１６，７）

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

勝馬の
紹 介

サフランディライト �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ミスターシービー デビュー ２０１０．１０．１７ 京都６着

２００８．２．６生 牡３鹿 母 ヨドノサフラン 母母 イングリッシュホーマー ５戦１勝 賞金 ８，５００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヘイセイレジェンド号・アグネスブレーン号は，平成２３年４月１９日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ７頭 サンライズドバイ号・テイエムギンリュウ号・ピルニッツ号・ピースワンボーイ号・フジマサエンパイア号・

ベルモントスコッチ号・マイネルタイムレス号
※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。



０６０５３ ３月１９日 晴 良 （２３阪神１）第７日 第５競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳
発走１２時３０分 （芝・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ６，５００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 ９８０，０００円 ６５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５８．１
１：５６．４

良

良

６１２ サワノファンタス 牡３青 ５６ 福永 祐一西田 彰宏氏 松元 茂樹 浦河 杵臼牧場 ４７４ ―２：０４．８ １４．２�

３６ ロイヤルワラント 牡３栗 ５６ 石橋 守 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 浦河 宮内牧場 ５１０ ― 〃 クビ ５．７�

７１４ ポ レ モ ス 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎藤田 孟司氏 小島 茂之 新冠 ノースヒルズマネジメント ４３０ ―２：０４．９クビ ６．４�
８１６ サクラアドニス 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 ４５８ ―２：０５．０� ３．９�
５１０ メジロコウミョウ 牝３青鹿５４ 吉田 豊�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ４７６ ―２：０５．２１� ２５．９�
１１ ニシノフェイム 牝３鹿 ５４ 浜中 俊西山 茂行氏 宮本 博 むかわ 西山牧場 ４４０ ―２：０５．３� ３２．３	
７１３ クラシフィカドール 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣 �ロードホースクラブ 久保田貴士 新ひだか ケイアイファーム ４８２ ―２：０５．４� ３９．０

５９ サクセスパシュート 牡３鹿 ５６ 池添 謙一�嶋 祐子氏 藤原 英昭 浦河 高昭牧場 ４５６ ―２：０５．５� ４．１�
２３ クリサンセマム 牡３黒鹿５６ 北村 宏司広尾レース� 藤原 英昭 大樹 大樹ファーム ４６２ ―２：０５．７１� １０．４�
３５ トップパフォーマー 牡３栗 ５６ 三浦 皇成下河美智子氏 藤原 辰雄 日高 下河辺牧場 ４７０ ―２：０６．１２� ４３．３�
４８ クリールダイナー 牝３鹿 ５４ 津村 明秀横山 修二氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ４１０ ―２：０６．４２ １８５．７�
６１１ エメラルドコースト 牝３栗 ５４ 中舘 英二木村 信彦氏 岡田 稲男 日高 下河辺牧場 ４９６ ―２：０６．６１� ３７．０�
２４ メイショウトキワ 牝３鹿 ５４ 竹之下智昭松本 好雄氏 増本 豊 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４７８ ―２：０８．３大差 ２９２．９�
１２ トミケンロブスト 牝３鹿 ５４ 的場 勇人冨樫 賢二氏 和田正一郎 新ひだか タツヤファーム ４６２ ―２：０８．５１� １１３．５�
８１５ オーミレゴリス 牡３栗 ５６ 安部 幸夫岩� 僖澄氏 宮 徹 新ひだか 田中 裕之 ４７４ ―２：０９．４５ ２８０．６�

（愛知）

４７ オウケンハート 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二福井 明氏 小崎 憲 新冠 高瀬牧場 ４６４ ―２：１１．７大差 １１．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，０７３，１００円 複勝： １６，５７０，５００円 枠連： ８，０６８，５００円

普通馬連： ２５，７５４，８００円 馬単： １６，７５６，３００円 ワイド【拡大馬連】： １１，３９２，５００円

３連複： ３５，９７２，３００円 ３連単： ５３，４４９，３００円 計： １７９，０３７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４２０円 複 勝 � ３３０円 � ２００円 � ２４０円 枠 連（３－６） ３，２１０円

普通馬連 �� ５，８６０円 馬 単 �� １３，９８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６８０円 �� １，５１０円 �� ７８０円

３ 連 複 ��� １１，８７０円 ３ 連 単 ��� １１９，１８０円

票 数

単勝票数 計 １１０７３１ 的中 � ６１８３（７番人気）
複勝票数 計 １６５７０５ 的中 � １１７４３（６番人気）� ２５４９４（３番人気）� １８７２０（４番人気）
枠連票数 計 ８０６８５ 的中 （３－６） １８５６（１７番人気）
普通馬連票数 計 ２５７５４８ 的中 �� ３２４６（２１番人気）
馬単票数 計 １６７５６３ 的中 �� ８８５（４９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１３９２５ 的中 �� １６３８（２１番人気）�� １８２９（１８番人気）�� ３７５２（８番人気）
３連複票数 計 ３５９７２３ 的中 ��� ２２３７（３７番人気）
３連単票数 計 ５３４４９３ 的中 ��� ３３１（３５１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．９―２４．３―３７．９―５１．３―１：０３．９―１：１７．０―１：２９．２―１：４１．４―１：５３．０

コーナー
通過順位

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

２
４

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

サワノファンタス �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ト ニ ー ビ ン 初出走

２００８．５．２７生 牡３青 母 サワノビンティ 母母 ダッシングママ １戦１勝 賞金 ６，５００，０００円
〔その他〕 オウケンハート号は，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〕 オウケンハート号は，平成２３年４月１９日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１４頭 イッツリトゥン号・イノセントムーン号・サフランルーデンス号・スズカルーセント号・テンペル号・

パンプアップトート号・ブライダルシャワー号・ブライティアターフ号・マコトポセイドン号・マリアヴェロニカ号・
ミッキーピース号・リアルボイス号・ワイズトウショウ号・ワンダージュネス号

※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。

０６０５４ ３月１９日 晴 良 （２３阪神１）第７日 第６競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１３時００分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

５９ ドリームボルケーノ 牡３青鹿５６ 熊沢 重文セゾンレースホース� 木原 一良 新冠 対馬 正 ５２８± ０１：５５．２ １８．０�

７１３ ケイアイカイト 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠 �啓愛義肢材料販売所 斎藤 誠 新ひだか 片山牧場 ４６２± ０１：５５．６２� ５．３�
２３ バ シ リ ク ス 牡３鹿 ５６ 内田 博幸ディアレスト 高木 登 新ひだか 大典牧場 ４７４－ ６ 〃 アタマ ３５．７�
２４ カ ー マ イ ン 牡３鹿 ５６ U．リスポリ �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４６４－ ４１：５５．８１� １．７�

（伊）

３５ ホノカアボーイ 牡３黒鹿５６ 吉田 隼人 �ユートピア牧場 戸田 博文 登別 ユートピア牧場 ４４６－１６１：５６．０１� ９２．４�
１１ アイティテイオー 牡３栗 ５６

５３ ▲平野 優一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４３８－ ８１：５６．４２� １１７．７	
１２ シンクオブミー 牝３鹿 ５４ 吉田 豊島田 久氏 尾関 知人 日高 坂 牧場 ４４８－ ４１：５６．５� ２８．２

３６ シンワコクオウ 牡３青鹿５６ 三浦 皇成若尾 昭一氏 田村 康仁 むかわ 安田 幸子 ４４０± ０１：５６．７１� ２７．３�
５１０ ルーズベルト 牡３栗 ５６ 四位 洋文重松 國建氏 鹿戸 雄一 日高 横井 哲 ４７８－ ４１：５７．０１� ６．３�
８１５ レベルスピリット 牡３鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介小田 吉男氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４３８＋ ２１：５７．４２� ３０．１
４７ 	 オグリシュンコー 牡３芦 ５６ 丸野 勝虎小栗 孝一氏 山中 輝久 新冠 中村農場 ４７２± ０１：５７．７１� １３７．７�

（笠松） （愛知）

４８ フ ァ イ ヤ ー 牡３青鹿５６ 石橋 守深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 寺越 政幸 ５００－ ２１：５７．８� ７２．１�
７１４ オクシペタルム 牝３黒鹿５４ 北村 宏司広田 伸七氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム ４６０－ ６１：５８．０� ８１．８�
８１６
 ジ ド 牡３鹿 ５６ 江田 照男西森 鶴氏 和田 正道 新ひだか ニシケンフアーム ４４６＋ ２１：５８．３１� １８６．０�
６１１	 ム ー ダ 牡３栗 ５６ 安部 幸夫�ホースケア 山中 輝久 浦河 高松牧場 ４５６＋１０１：５８．７２� ４７５．６�

（笠松） （愛知）

６１２ マヤノクレド 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎田所 英子氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 ４６６－ ２１：５８．９１� １３．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，７２５，７００円 複勝： ３１，５８０，４００円 枠連： ９，６６２，６００円

普通馬連： ３３，０１５，０００円 馬単： ２５，９５９，２００円 ワイド【拡大馬連】： １６，８３０，２００円

３連複： ４８，５３９，９００円 ３連単： ８９，６１３，５００円 計： ２６９，９２６，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，８００円 複 勝 � ５２０円 � ２３０円 � ７００円 枠 連（５－７） １，１００円

普通馬連 �� ３，７５０円 馬 単 �� １１，４５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９７０円 �� ３，０００円 �� １，４３０円

３ 連 複 ��� １５，３１０円 ３ 連 単 ��� １０７，７２０円

票 数

単勝票数 計 １４７２５７ 的中 � ６４８０（５番人気）
複勝票数 計 ３１５８０４ 的中 � １５０６３（５番人気）� ４２８６４（２番人気）� １０７２１（６番人気）
枠連票数 計 ９６６２６ 的中 （５－７） ６５３９（４番人気）
普通馬連票数 計 ３３０１５０ 的中 �� ６５１１（１１番人気）
馬単票数 計 ２５９５９２ 的中 �� １６７４（３２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６８３０２ 的中 �� ４４２０（９番人気）�� １３４４（２８番人気）�� ２９０３（１５番人気）
３連複票数 計 ４８５３９９ 的中 ��� ２３４０（４６番人気）
３連単票数 計 ８９６１３５ 的中 ��� ６１４（２６９番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．５―１４．３―１３．０―１３．０―１２．４―１２．３―１２．５―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．５―３８．８―５１．８―１：０４．８―１：１７．２―１：２９．５―１：４２．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．４―３F３８．０
１
３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ドリームボルケーノ �
�
父 ブラックタキシード �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー ２０１１．２．５ 京都４着

２００８．４．１９生 牡３青鹿 母 カズサフラワー 母母 カズサグリッター ３戦２勝 賞金 １２，９８０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２４頭 オズフェスト号・キクノレジーナ号・キングオブフェイス号・コスモイーチタイム号・サウンドボルケーノ号・

サトノピースピース号・サーランスロット号・スクウェルチャー号・タマモブラウン号・テイエムドンマイ号・
ハギノダルタニアン号・ピエナオリオン号・ビービーアックス号・ベルモントメジャー号・マイネルソラーナ号・
マイネルティンラン号・メイショウナルト号・メイショウヘイハチ号・ラブミーニキータ号・ラブリイステラ号・
ルシャンベルタン号・レッフェルン号・ロージーライト号・ローレルジャブラニ号

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０６０５５ ３月１９日 晴 良 （２３阪神１）第７日 第７競走 ��
��２，４００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時３０分 （芝・右・外）

５００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

２：２４．２
２：２２．１

良

良

１１ シャイニータイガー 牡５黒鹿５７ 江田 照男小林 昌志氏 河野 通文 新冠 アラキフアーム ４４４－ ２２：２６．３ ５．７�

２４ キングウェールズ 牡５鹿 ５７ 和田 竜二杉山 美惠氏 浅見 秀一 新冠 パカパカ
ファーム ４５２－ ２２：２６．７２� １１．６�

５９ ハシルヨミテテ 牡４鹿 ５６ 蛯名 正義田中 幹雄氏 清水 美波 浦河 荻伏三好フ
アーム ５２４－ ６ 〃 ハナ ４．３�

２３ � ケージーカチボシ 牡５鹿 ５７ U．リスポリ栗本 博晴氏 高市 圭二 新冠 岩見牧場 B５３８－ ６２：２６．８	 ４．８�
（伊）

３５ ユングフラウヨシコ 牝５栗 ５５ 三浦 皇成下田穰一郎氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４７０－２２２：２６．９	 １７２．３�
３６ スーパーオービット 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 中竹 和也 静内 服部 牧場 ４６４＋１０２：２７．２１	 １１．７�
７１３ イースタリーガスト 牡４黒鹿５６ 吉田 豊臼田 浩義氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ５００－１０２：２７．４１
 １５．２	
８１５ ジェイケイラン 牝５黒鹿５５ 北村 宏司小谷野次郎氏 中川 公成 新ひだか 藤川フアーム ４８８± ０２：２７．７１	 ２１．８

４８ シゲルタカカゲ 牡４鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介森中 蕃氏 藤岡 範士 新冠 坂元 芳春 ４６０＋ ４ 〃 アタマ ３０．１�
５１０ パリエノミチ 牡４栗 ５６ 藤田 伸二嶋田 賢氏 本郷 一彦 新冠 村上牧場 ５０２＋ ８ 〃 クビ ７．７�
４７ ダイワモースト 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲平野 優大城 敬三氏 田中 清隆 三石 追分ファーム ４９０＋ ４２：２８．０１	 ２０３．３
７１４ ステイマックス �５鹿 ５７ 吉田 隼人谷掛 龍夫氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム ４３０－ ４２：２８．５３ １７９．９�
１２ ファイブイーグル 牡４鹿 ５６ 浜中 俊�ファイブウィン 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 B５３０＋１２ 〃 クビ ４４．８�
８１６ サンリヴァル 牡４鹿 ５６ 内田 博幸 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４６８－ ６２：２８．９２� ６．６�
６１１ ニシノシャイナー 牡４栗 ５６ 柴田 善臣西山 茂行氏 上原 博之 むかわ 西山牧場 B４６８－ ６２：２９．１１
 ２２２．２�
６１２� キスオブファイアー 牝４鹿 ５４ 的場 勇人�富美男企画 伊藤 大士 新冠 タニグチ牧場 ４２８＋ ８２：３１．７大差 ３０８．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，９００，４００円 複勝： ２６，１５３，７００円 枠連： １２，５３０，６００円

普通馬連： ３９，１６６，３００円 馬単： ２３，６０８，９００円 ワイド【拡大馬連】： １８，００６，５００円

３連複： ５４，７４７，０００円 ３連単： ８３，１９５，５００円 計： ２７１，３０８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５７０円 複 勝 � ２２０円 � ２７０円 � １７０円 枠 連（１－２） １，１５０円

普通馬連 �� ３，５７０円 馬 単 �� ６，４１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２８０円 �� ４９０円 �� ８４０円

３ 連 複 ��� ５，８９０円 ３ 連 単 ��� ３９，４４０円

票 数

単勝票数 計 １３９００４ 的中 � １９３８８（３番人気）
複勝票数 計 ２６１５３７ 的中 � ３０９５７（３番人気）� ２３１４６（６番人気）� ４９１３７（１番人気）
枠連票数 計 １２５３０６ 的中 （１－２） ８０５１（５番人気）
普通馬連票数 計 ３９１６６３ 的中 �� ８１００（１６番人気）
馬単票数 計 ２３６０８９ 的中 �� ２７２２（２８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８００６５ 的中 �� ３３１６（１８番人気）�� ９６１０（３番人気）�� ５２３３（１０番人気）
３連複票数 計 ５４７４７０ 的中 ��� ６８６２（２０番人気）
３連単票数 計 ８３１９５５ 的中 ��� １５５７（１３１番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．６―１２．８―１２．５―１１．９―１２．２―１２．５―１２．１―１２．０―１２．０―１１．５―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．９―２４．５―３７．３―４９．８―１：０１．７―１：１３．９―１：２６．４―１：３８．５―１：５０．５―２：０２．５―２：１４．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．８―３F３５．８
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

シャイニータイガー �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２００８．１０．２５ 東京８着

２００６．４．１３生 牡５黒鹿 母 スピーディローザー 母母 タイガーローザ １３戦３勝 賞金 ３０，８１０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キスオブファイアー号は，平成２３年４月１９日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１１頭 アルティスト号・オペラオーカン号・オールターゲット号・シャルルヴォア号・スペースアーク号・

トーアボンジョルノ号・バトルキクヒメ号・ホワイトヒロイン号・マチカネユウビ号・マツリダジャパン号・
ラガーアンバー号

※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。

０６０５６ ３月１９日 晴 良 （２３阪神１）第７日 第８競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１４時００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

８１６ ナムラナイト 牡４芦 ５７
５４ ▲国分 優作奈村 信重氏 野村 彰彦 新ひだか 漆原 哲雄 ５１２± ０１：１２．３ ５．８�

１１ キクノフェーデ 牡４鹿 ５７ 幸 英明菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム ５１２＋ ２ 〃 クビ ４．０�
６１２� ピースオブキング 牡４黒鹿５７ 江田 照男前原 敏行氏 牧 光二 日高 出口牧場 ４９４± ０ 〃 アタマ １８．４�
３６ エルチョコレート 牡５黒鹿５７ 小坂 忠士三宅 勝俊氏 境 直行 日高 いとう牧場 ４６２± ０１：１２．６２ １７．６�
７１４ シャインエフォート 牝５鹿 ５５ 三浦 皇成皆川 博文氏 根本 康広 日高 大江牧場 ４７８－１２ 〃 ハナ ６．６�
４８ アルセーヌシチー 牡５鹿 ５７ 武士沢友治 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 浦河 アイオイファーム ４９２－ ８１：１２．７クビ １０．９�
２４ ランドタカラ 牡４黒鹿５７ 藤岡 佑介木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４８４－ ２１：１２．９１ １８．４	
７１３ トーホウブエナス 牝４栗 ５５ 蛯名 正義東豊物産� 田中 清隆 新冠 競優牧場 ４５６－１２ 〃 同着 ７．４

６１１� タケショウカヅチ 牡４鹿 ５７ 松岡 正海�ナイト商事 相沢 郁 様似 山口 幸雄 ５１２＋ １１：１３．０� ５１．１�
５９ ケイアイアシュラ 牡４栗 ５７ 的場 勇人 �啓愛義肢材料販売所 尾形 充弘 新ひだか 松田 三千雄 ４８４－ ６１：１３．３１� ２７．１
４７ ノボジュピター 牡５栗 ５７

５４ ▲平野 優�LS.M 尾関 知人 浦河 高昭牧場 ４７４－ ６１：１３．７２� １０．２�
３５ コスモイルダーナ 牡４青鹿５７ 津村 明秀岡田 繁幸氏 伊藤 伸一 新冠 堤 牧場 B４８０－ ６１：１３．８� ３６．３�
２３ ムスタングリーダー 牡４芦 ５７ 四位 洋文杉岡 時治氏 笹田 和秀 平取 稲原牧場 ４３４＋ ４１：１３．９� ２３．７�
８１５� クリノテンペスタ 牡４栗 ５７ 秋山真一郎栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 シンボリ牧場 ４７０＋ ８１：１４．０クビ １０４．４�
１２ � フミノイダテン 牡４鹿 ５７ 小林 徹弥谷 二氏 目野 哲也 新ひだか へいはた牧場 ５４２－１０１：１４．７４ ２８１．７�
５１０ ハートフルボディ 牝４鹿 ５５ 岩田 康誠西浦 和男氏 音無 秀孝 新冠 隆栄牧場 ４７４－ ４１：１８．０大差 １６．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，５１１，０００円 複勝： ２９，６００，１００円 枠連： １５，４３９，７００円

普通馬連： ４４，３２５，７００円 馬単： ２４，７９２，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，４３３，７００円

３連複： ６９，０６３，１００円 ３連単： ９７，０６９，３００円 計： ３１６，２３４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５８０円 複 勝 � ２２０円 � １８０円 � ４３０円 枠 連（１－８） １，６３０円

普通馬連 �� １，５９０円 馬 単 �� ３，４２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６８０円 �� １，７４０円 �� １，８９０円

３ 連 複 ��� １０，１９０円 ３ 連 単 ��� ４５，６３０円

票 数

単勝票数 計 １４５１１０ 的中 � １９７５０（２番人気）
複勝票数 計 ２９６００１ 的中 � ３７８５６（３番人気）� ５１９７６（１番人気）� １４６５６（８番人気）
枠連票数 計 １５４３９７ 的中 （１－８） ７０２５（６番人気）
普通馬連票数 計 ４４３２５７ 的中 �� ２０６４６（１番人気）
馬単票数 計 ２４７９２１ 的中 �� ５３５２（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１４３３７ 的中 �� ８２２２（２番人気）�� ２９７２（１９番人気）�� ２７２５（２２番人気）
３連複票数 計 ６９０６３１ 的中 ��� ５００５（２８番人気）
３連単票数 計 ９７０６９３ 的中 ��� １５７０（８４番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．２―１１．９―１２．３―１１．８―１２．９

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．９―３F３７．０
３ １２，１６（５，１３）１０（１，１４）６（７，８）（２，１５）（４，９）－（３，１１） ４ １２（１６，１３）－（５，１，１０）１４（４，６，８）（７，９，１５）２（３，１１）

勝馬の
紹 介

ナムラナイト �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２００９．１０．３１ 京都７着

２００７．４．２４生 牡４芦 母 ナムラウタヒメ 母母 サンピエトラ ４戦２勝 賞金 １３，５００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
〔その他〕 ハートフルボディ号は，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１４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１４頭 アイファーマーチス号・アフィリエイト号・カシノストライカー号・シークロノス号・チェリーブランデー号・

ツリーズオブホープ号・ビバエルフ号・フィールドドリーム号・フジマサボーイ号・ミッキーシュタルク号・
モアザンストーム号・モルフェキング号・ヤマイチテキーラ号・リバーサルブロー号



０６０５７ ３月１９日 晴 良 （２３阪神１）第７日 第９競走 ��
��１，８００�

す ま

須 磨 特 別
発走１４時３５分 （芝・右・外）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００円
付 加 賞 ４６２，０００円 １３２，０００円 ６６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

１２ モルガナイト 牝５黒鹿５５ 福永 祐一 �サンデーレーシング 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４６４＋ ４１：４６．０ ４．９�

５９ ドリームバスケット 牡４栗 ５７ 柴田 善臣セゾンレースホース� 阿部 新生 日高 荒井ファーム ４５６－ ２１：４６．１� ２５．７�
２４ � ランリョウオー 牡４黒鹿５６ 安藤 勝己吉田 和美氏 橋田 満 豪

Arrowfield Group
Pty Ltd, Jungle
Pocket Pty Ltd

４６６－ ８１：４６．２� ３．１�
４７ ハングリージャック 牡４黒鹿５７ 蛯名 正義吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４８４－ ６ 〃 クビ １４．８�
１１ ヒシカツジェームス 牡４栗 ５７ 川田 将雅阿部 雅英氏 久保田貴士 新ひだか 岡田スタツド ４６６－１２１：４６．４１	 ２１．８�
３５ ナリタダイコク 牡６黒鹿５７ 幸 英明�オースミ 加藤 敬二 静内 カントリー牧場 ５０６＋１６ 〃 ハナ ４３．８	
７１４ バアゼルリバー 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠市川 義美氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８４＋ ８ 〃 ハナ １６８．９

７１３ サイレントメロディ 牡４青 ５７ 内田 博幸 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム ４８６－ ８１：４６．５クビ ６．５�
５１０ タケショウオージ 
６鹿 ５７ 木幡 初広�ナイト商事 国枝 栄 浦河 富菜牧場 ４４６－１８１：４６．６� ９６．７�
６１２ マコトヴォイジャー 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝尾田左知子氏 鮫島 一歩 様似 出口 繁夫 ５１８＋１０１：４６．７クビ １２．１
３６ � エーシンマイトップ 牡５栗 ５７ 吉田 豊�栄進堂 中竹 和也 米 Winches-

ter Farm ４９６＋ ４１：４７．０１� ５１．８�
２３ オリエンタルジェイ 牡４黒鹿５７ 三浦 皇成棚網るみ子氏 大江原 哲 新ひだか グランド牧場 ４７２－１０ 〃 ハナ １３．５�
８１６ ラインジェシカ 牝４栗 ５５ 松岡 正海大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 オリエント牧場 ４８４－１０ 〃 クビ １４９．０�
８１５ プロヴィデンス 牡５鹿 ５７ 藤田 伸二臼田 浩義氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ４９４－ ４ 〃 アタマ ５１．５�
６１１ ヒカルアカツキ 牡４青鹿５７ 武 豊高橋 光氏 栗田 博憲 登別 青藍牧場 ４５４－ ４１：４７．４２� ３４．６�
４８ レアーレスパーダ 
４鹿 ５７ 北村 宏司 �社台レースホース上原 博之 安平 追分ファーム ５００± ０ 〃 クビ ６．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，９４４，１００円 複勝： ３９，００８，５００円 枠連： １８，０３２，８００円

普通馬連： ６９，０４２，９００円 馬単： ３６，８８３，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，８６７，６００円

３連複： ９４，８６４，８００円 ３連単： １５１，４９４，２００円 計： ４５９，１３８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � ２００円 � ５３０円 � １５０円 枠 連（１－５） ４，２４０円

普通馬連 �� ５，７１０円 馬 単 �� ９，８４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，１５０円 �� ４１０円 �� １，２１０円

３ 連 複 ��� ５，７７０円 ３ 連 単 ��� ４５，２７０円

票 数

単勝票数 計 ２１９４４１ 的中 � ３５６５９（２番人気）
複勝票数 計 ３９００８５ 的中 � ５３８１２（２番人気）� １４３２７（９番人気）� ８６５０５（１番人気）
枠連票数 計 １８０３２８ 的中 （１－５） ３１４２（１７番人気）
普通馬連票数 計 ６９０４２９ 的中 �� ８９３７（２２番人気）
馬単票数 計 ３６８８３８ 的中 �� ２７６７（３８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７８６７６ 的中 �� ２９９１（２７番人気）�� １８７９５（１番人気）�� ５４５０（１３番人気）
３連複票数 計 ９４８６４８ 的中 ��� １２１３８（１５番人気）
３連単票数 計１５１４９４２ 的中 ��� ２４７０（１２５番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．０―１１．３―１２．１―１２．２―１２．１―１１．６―１１．２―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２３．８―３５．１―４７．２―５９．４―１：１１．５―１：２３．１―１：３４．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．６―３F３４．５
３ ・（５，６）（２，１２）（７，１３）（１１，１６）（９，１０）（１４，８）１，３，１５－４ ４ ・（５，６）（２，１２）（７，１３）（９，１１，１６）（１０，１４）（１，８）（３，１５）－４

勝馬の
紹 介

モルガナイト �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．２．１ 京都１着

２００６．３．２０生 牝５黒鹿 母 タンザナイト 母母 キャサリーンパー ８戦４勝 賞金 ４４，６１４，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）３１頭 アスカトップレディ号・アドバンスヘイロー号・エリモクイーン号・エーブチェアマン号・オルレアンノオトメ号・

キクカラヴリイ号・クラックシード号・シャイニンアーサー号・ショウナンアクロス号・シングンレジェンド号・
スプラッシュエンド号・スマートグリッド号・ゼンノモナルカ号・テーオーティアラ号・トウショウデザート号・
トップキングダム号・ドリームカトラス号・ハイタッチクイーン号・ハッピーパレード号・ハートビートソング号・
ファビラスボーイ号・プティプランセス号・プラージュ号・ブルームーンピサ号・マイネプリンセス号・
マイネルガヴロシュ号・マイネルマルシェ号・マッキーバッハ号・メジロマリアン号・ヤマニンガーゴイル号・
ローレルエルヴェル号

０６０５８ ３月１９日 晴 良 （２３阪神１）第７日 第１０競走 ��
��２，０００�

た じ ま

但馬ステークス
発走１５時１０分 （芝・右）
４歳以上，１，６００万円以下，２２．３．２０以降２３．３．１５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 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，７００，０００円 １，７７０，０００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

１：５８．１
１：５６．４

良

良

２３ ミッキーパンプキン 牡５鹿 ５７ 四位 洋文野田みづき氏 清水 出美 追分 追分ファーム ４５６＋ ２２：０２．２ １７．０�

７１３ スマートシルエット 牝４鹿 ５４ 松岡 正海大川 徹氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４６８－ ６ 〃 アタマ １２．６�
６１２ デンコウオクトパス 牡４鹿 ５５ 福永 祐一田中 康弘氏 坂口 正則 新ひだか 見上牧場 ４４８＋ ８２：０２．４１ １４．４�
３５ ソウルフルヴォイス 牝４鹿 ５４ 蛯名 正義吉田 照哉氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム ４３４－１０ 〃 ハナ ９．０�
２４ ロイヤルネックレス 牝５青 ５４ 浜中 俊吉田 照哉氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム ４８６＋ ２ 〃 クビ ７．２�
４８ フミノイマージン 牝５鹿 ５３ 藤田 伸二谷 二氏 本田 優 日高 シンコーファーム ４７４＋ ４２：０２．５クビ １５．８�
４７ � ウォークラウン 牡５鹿 ５６ U．リスポリ加藤 守氏 中竹 和也 米 Carl Rosen

Associates ５１６－ ２ 〃 ハナ ７．８�
（伊）

８１６ マイネルアトレ 牡６栗 ５５ 和田 竜二 	サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中村 均 門別 佐々木 直孝 ４６８± ０ 〃 ハナ ７９．１


５９ ダノンスパシーバ 牡４鹿 ５７ 安藤 勝己	ダノックス 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント ５００＋ ２２：０２．６� ２．１�
３６ ド ッ ト コ ム 牡６鹿 ５４ 武 豊青山 洋一氏 戸田 博文 静内 千代田牧場 ４７４－ ８２：０２．７� １２８．９�
８１５ トレイルブレイザー 牡４鹿 ５５ 後藤 浩輝前田 幸治氏 池江 泰寿 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８０－ ４ 〃 クビ ３５．６
１２ セタガヤフラッグ 牡８鹿 ５６ 的場 勇人千田 幸信氏 阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４５４－ ６２：０２．８� ４１２．５�
１１ ピエナグッドラック 牡７鹿 ５２ 吉田 豊本谷 兼三氏 谷 潔 浦河 岡本牧場 ４７６± ０２：０２．９� １２３．４�
６１１ シェーンヴァルト 牡５黒鹿５８ 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム ４８２＋ ４２：０３．０� １６．５�
５１０ グ ル ー オ ン 	６鹿 ５５ 柴山 雄一池谷 誠一氏 大竹 正博 静内 畠山牧場 ４６０－１０２：０３．５３ ２０５．９�
７１４
 アグネスエナジー 牡６黒鹿５５ 秋山真一郎渡辺 孝男氏 河野 通文 千歳 社台ファーム ５０６＋ ６２：０３．７１� ３６３．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３０，６２２，４００円 複勝： ４９，７５７，３００円 枠連： １７，６９２，２００円

普通馬連： ８８，９３５，１００円 馬単： ５０，３６５，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，５９５，７００円

３連複： １２１，７８９，０００円 ３連単： ２３１，７３５，１００円 計： ６２４，４９２，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７００円 複 勝 � ４５０円 � ５８０円 � ６６０円 枠 連（２－７） ４，０９０円

普通馬連 �� １１，２９０円 馬 単 �� ２０，９７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，０４０円 �� ３，９８０円 �� ３，６７０円

３ 連 複 ��� ５３，２８０円 ３ 連 単 ��� ３５０，４６０円

票 数

単勝票数 計 ３０６２２４ 的中 � １４２２２（９番人気）
複勝票数 計 ４９７５７３ 的中 � ３０５７３（５番人気）� ２２７０１（８番人気）� １９３８３（９番人気）
枠連票数 計 １７６９２２ 的中 （２－７） ３１９８（１４番人気）
普通馬連票数 計 ８８９３５１ 的中 �� ５８１５（３３番人気）
馬単票数 計 ５０３６５８ 的中 �� １７７３（６０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３５９５７ 的中 �� ２７３３（３２番人気）�� ２０７５（４１番人気）�� ２２５３（３８番人気）
３連複票数 計１２１７８９０ 的中 ��� １６８７（１１８番人気）
３連単票数 計２３１７３５１ 的中 ��� ４８８（７３３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．９―２４．４―３７．６―５１．０―１：０３．７―１：１６．１―１：２８．０―１：３９．３―１：５０．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．１―３F３４．２
１
３
３，１３（４，１４）１６（２，５）８，６（１，１２）７，１５－９，１０－１１
３，１３（４，１４）（１６，８）（２，５）（６，１２）（１，７）１５－（１０，９）１１

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミッキーパンプキン �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Alzao デビュー ２００８．１０．１１ 京都１着

２００６．３．２生 牡５鹿 母 エスユーエフシー 母母 Familiar ２４戦４勝 賞金 １１５，６３７，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１７頭 エフティイカロス号・カミダノミ号・ゴールディーロック号・サイモントルナーレ号・シグナリオ号・

シャーペンエッジ号・シルクアーネスト号・スイートマトルーフ号・ダイバーシティ号・ダイレクトキャッチ号・
トウカイオーロラ号・ネコパンチ号・バイタルスタイル号・ブルースターキング号・マッシヴエンペラー号・
モーニングフェイス号・ワルキューレ号

※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。



０６０５９ ３月１９日 晴 良 （２３阪神１）第７日 第１１競走 ��
��１，２００�第２５回中日スポーツ賞ファルコンステークス（ＧⅢ）

発走１５時４５分 （芝・右）
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

中日スポーツ総局賞（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 ６１６，０００円 １７６，０００円 ８８，０００円
生産者賞 � コースレコード

中央レコード

１：０７．１
１：０６．５

良

良

８１５� ヘニーハウンド 牡３栗 ５６ 岩田 康誠林 正道氏 矢作 芳人 米 Gulf Coast
Farms, LLC ４９６－ ４１：０８．７ ２５．１�

３６ スギノエンデバー 牡３鹿 ５６ 四位 洋文杉山 美惠氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 ４３８＋ ４１：０８．８	 ９．１�
６１１ テイエムオオタカ 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか 片岡 博 ４７０＋ ２ 〃 クビ ４．９�
２３ ロビンフット 牡３青鹿５７ 吉田 隼人桐谷 茂氏 堀井 雅広 新冠 赤石 久夫 B４８６－ ８１：０８．９
 １９．１�
２４ マジカルポケット 牡３鹿 ５７ 松岡 正海�原源一郎氏 領家 政蔵 日高 森永牧場 ４８０＋ ４１：０９．０クビ ８．９�
３５ � エーシンジェイワン 牡３栗 ５６ 国分 恭介�栄進堂 西園 正都 米 Nekia Farm ５２６± ０１：０９．１
 ３５．７	
１１ ジョーアカリン 牝３黒鹿５４ 古川 吉洋上田けい子氏 村山 明 新ひだか 平野牧場 ４２６－ ６１：０９．２クビ ５６．７

７１３ オ ヤ シ オ 牡３鹿 ５６ 平野 優平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ４７０－ ６１：０９．４１� ４２０．３�
４７ � ヴォトレメイヤー 牡３鹿 ５６ 和田 竜二加藤 誠氏 中竹 和也 米 Mr. & Mrs. Jimmie

W. Lockhart Jr. ４８６＋ ６ 〃 ハナ ８６．０�
８１６ ア フ ォ ー ド 牡３鹿 ５６ 中舘 英二前田 幸治氏 北出 成人 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６４－ ２１：０９．５	 ２．０
７１４ ウッドシップ 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介小林 英一氏 石栗 龍彦 日高 出口牧場 ４７０－１０ 〃 ハナ ７３．０�
５１０ ピュアオパール 牝３青鹿５４ 福永 祐一 �ユートピア牧場 戸田 博文 登別 ユートピア牧場 ４０４－ ６１：０９．７１� ２２．６�
５９ � シゲルソウサイ 牡３鹿 ５６ 幸 英明森中 蕃氏 湯窪 幸雄 米 F & F In-

vestments ５００± ０１：０９．９１� １１．９�
６１２ ファーマクリーム 牝３鹿 ５４ 小牧 太中西 功氏 加藤 敬二 日高 増尾牧場 ４４０＋ ２１：１０．２２ ２２．７�

（１４頭）
１２ アフリカンハンター 牡３栗 ５６ 武 豊 H.H．シェイク・ハムダン 荒川 義之 新ひだか グランド牧場 ４９２＋ ４ （競走除外）

４８ エーシンヒットマン 牡３栗 ５６ U．リスポリ�栄進堂 藤岡 健一 浦河 栄進牧場 ― （出走取消）
（伊）

売 得 金

単勝： ５２，４７６，９００円 複勝： ７８，５１４，０００円 枠連： ４１，１３２，１００円

普通馬連： １７０，７３６，９００円 馬単： ９１，９８９，３００円 ワイド【拡大馬連】： ６０，９６４，９００円

３連複： ２３１，１０８，５００円 ３連単： ４２９，４６０，６００円 計： １，１５６，３８３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，５１０円 複 勝 � ５１０円 � ２２０円 � １７０円 枠 連（３－８） ７５０円

普通馬連 �� ９，９１０円 馬 単 �� １９，２５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，３３０円 �� １，７９０円 �� ６３０円

３ 連 複 ��� １１，６００円 ３ 連 単 ��� １１０，２５０円

票 数

単勝票数 差引計 ５２４７６９（返還計 ２８５２３） 的中 � １６５３３（９番人気）
複勝票数 差引計 ７８５１４０（返還計 ５０４２４） 的中 � ３１４９１（９番人気）� ９９３５１（３番人気）� １５１４７４（２番人気）
枠連票数 差引計 ４１１３２１（返還計 １１４４） 的中 （３－８） ４０５５６（３番人気）
普通馬連票数 差引計１７０７３６９（返還計２４８２０３） 的中 �� １２７１７（３１番人気）
馬単票数 差引計 ９１９８９３（返還計１２６１５５） 的中 �� ３５２８（６０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ６０９６４９（返還計 ８９１１３） 的中 �� ４３２１（３４番人気）�� ８２３０（２３番人気）�� ２５３００（５番人気）
３連複票数 差引計２３１１０８５（返還計５７６９８４） 的中 ��� １４７０８（４１番人気）
３連単票数 差引計４２９４６０６（返還計１０４３３０２） 的中 ��� ２８７５（３３７番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．６―１１．２―１１．６―１１．２―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．８―３４．０―４５．６―５６．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．９―３F３４．７
３ １０（１１，１６）（５，１４）（９，６）（１，４，１５）１３－（７，１２）３ ４ １０（１１，１６）１４（５，９，６）１５（１，４）１３（３，１２）７

勝馬の
紹 介

�ヘニーハウンド �
�
父 Henny Hughes �

�
母父 Crusader Sword デビュー ２０１０．１１．２７ 東京１着

２００８．５．１３生 牡３栗 母 Beautiful Moment 母母 Proud Minstrel ２戦２勝 賞金 ４６，６１６，０００円
〔出走取消〕 エーシンヒットマン号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
〔競走除外〕 アフリカンハンター号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。
※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 アルトゥバン号・サルココッカ号・サーストンサブリナ号・トツゼンノハピネス号・ライヴドリームス号
※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。

０６０６０ ３月１９日 晴 良 （２３阪神１）第７日 第１２競走 ��
��１，８００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時２０分 （ダート・右）

１０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 １０，４００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

４７ ロジスプリング 牡４栗 ５７ 三浦 皇成久米田正明氏 萩原 清 千歳 社台ファーム ４７０± ０１：５３．２ ４．７�

２３ ユジェニックブルー 牡４黒鹿５７ 松岡 正海 �ブルーマネジメント山内 研二 新冠 川上牧場 ５２６＋ ４１：５３．６２� ３．４�
１２ コウユーヒーロー 牡４青 ５７

５６ ☆国分 恭介加治屋康雄氏 大根田裕之 熊本 村山 光弘 B５１０＋ ６ 〃 クビ １３．２�
８１５ スペシャルロード 牡４黒鹿５７ 和田 竜二�伊達牧場 西園 正都 新ひだか 静内酒井牧場 ４８４－ ２１：５３．７クビ ２１．７�
７１４ ベルスリーブ 牝６鹿 ５５ 横山 典弘 �サンデーレーシング 尾関 知人 早来 ノーザンファーム ４９２－ ８１：５３．８� １６．１�
７１３ スイングエンジン 牡５栗 ５７ 武士沢友治平井 裕氏 本郷 一彦 浦河 岡部牧場 ４５６－１４１：５４．０１	 ２０９．０	
３６ ボンバルディエーレ 牡５芦 ５７ 柴田 善臣吉田 勝己氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム ４７６－１４１：５４．１� １４．７

６１２ ジーワンボーイ 牡４鹿 ５７ 浜中 俊芹澤 精一氏 宮 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６８－ ６１：５４．６３ ６２．９�
１１ タマモビート 牡５鹿 ５７ 幸 英明タマモ� 藤沢 則雄 新ひだか フジワラフアーム ４７０－１４ 〃 アタマ ７３．１�
３５ プロスペラスマム 牝４鹿 ５５ 的場 勇人本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 ４９６－１０１：５４．７� ８５．５
６１１ ランブリングローズ 牝４鹿 ５５ 藤岡 佑介草野 仁氏 藤岡 健一 新ひだか 千代田牧場 ４７６＋１０１：５４．８クビ ８．６�
８１６ オメガフレグランス 牝４鹿 ５５ U．リスポリ原 
子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４６２＋ ２１：５５．０１� ４．８�

（伊）

２４ カンマビード 牝４栗 ５５ 後藤 浩輝石瀬 浩三氏 牧 光二 新冠 ムラカミファーム ４７０－ ６１：５５．３１� １０２．２�
５１０ ナイスシャトル 牡６栗 ５７

５４ ▲国分 優作菅藤 宗一氏 目野 哲也 浦河 林 孝輝 ４９４－ ８１：５５．５１	 ７２．１�
４８ シルクスターシップ 牡８芦 ５７ 柴山 雄一有限会社シルク星野 忍 静内 千代田牧場 ５１０＋１６ 〃 クビ ９８．１�
５９ マチカネヒヨドリ 牡５栗 ５７ 内田 博幸吉田 千津氏 小島 茂之 日高 待兼牧場 ４５４－ ４１：５７．５大差 １０．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，０３７，７００円 複勝： ４０，５２４，９００円 枠連： １９，７７１，２００円

普通馬連： ７７，３８９，０００円 馬単： ４３，１３８，９００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，２６１，０００円

３連複： １０８，７９５，８００円 ３連単： １９８，６６２，０００円 計： ５４４，５８０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � １９０円 � １５０円 � ２３０円 枠 連（２－４） ７００円

普通馬連 �� ７００円 馬 単 �� １，６４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３４０円 �� ９２０円 �� ５９０円

３ 連 複 ��� ２，６２０円 ３ 連 単 ��� １２，３２０円

票 数

単勝票数 計 ２６０３７７ 的中 � ４３９８２（２番人気）
複勝票数 計 ４０５２４９ 的中 � ５４０２７（２番人気）� ８５５８１（１番人気）� ４１９２２（４番人気）
枠連票数 計 １９７７１２ 的中 （２－４） ２１０３０（２番人気）
普通馬連票数 計 ７７３８９０ 的中 �� ８１８６１（１番人気）
馬単票数 計 ４３１３８９ 的中 �� １９４５９（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０２６１０ 的中 �� ２４１２５（１番人気）�� ７５７６（１２番人気）�� １２５１１（４番人気）
３連複票数 計１０８７９５８ 的中 ��� ３０６５７（３番人気）
３連単票数 計１９８６６２０ 的中 ��� １１９０３（１４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２３．９―３７．４―４９．９―１：０２．４―１：１４．９―１：２７．４―１：３９．７

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ロジスプリング �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１０．１．１０ 中山１着

２００７．５．９生 牡４栗 母 スプリングソネット 母母 エイプリルソネット ８戦３勝 賞金 ３７，７８８，０００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。
（非抽選馬）１０頭 アグネスヨジゲン号・オリエンタルコール号・クリストフォルス号・ゴッドエンブレム号・ドリームハッチ号・

ニシノスローン号・ヒカリアスティル号・メジロティモン号・ロードイノセント号・ローンウルフ号
※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。



（２３阪神１）第７日 ３月１９日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８９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

２４８，２９０，０００円
５，３５０，０００円
１２，２５０，０００円
２，０８０，０００円
２３，４３０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６６，１３５，５００円
５，１５２，０００円
１，８７１，１００円

勝馬投票券売得金
２３３，４４２，２００円
４０７，２２９，１００円
１７６，６２５，７００円
６５７，０２２，８００円
３８６，８８５，５００円
２７５，７９０，４００円
９２９，７４４，３００円
１，５８９，４８２，３００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 ４，６５６，２２２，３００円

総入場人員 １６，７７８名 （有料入場人員 ）


