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０６０４９ ３月１０日 曇 重 （２４阪神１）第５日 第１競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時００分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

５５ マーチャンテイマー 牝３鹿 ５４ 川田 将雅飯田 正剛氏 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 ４６２± ０１：５４．９ １．７�

８１１ フーラブライド 牝３鹿 ５４ 武 豊吉田 和子氏 木原 一良 登別 青藍牧場 ４５８± ０１：５５．５３� ３．８�
７１０ ブライトポジー 牝３鹿 ５４ 国分 恭介�ターフ・スポート野村 彰彦 浦河 梅田牧場 ４３０＋ ２１：５５．９２� １２．０�
３３ ケープホーン 牝３青鹿５４ N．ピンナ 吉田 勝己氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４８０－ ４ 〃 ハナ ５．３�

（伊）

５６ シゲルリンゴ 牝３栗 ５４ 幸 英明森中 蕃氏 田中 章博 新ひだか 前田 宗将 ４３０＋ ４１：５６．２２ ３１．６�
７９ クイーンキセキ 牝３黒鹿５４ 中村 将之林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 B４２４－ ２１：５６．６２� １７３．６�
１１ スターファンタジア 牝３黒鹿５４ 吉田 稔下井 道博氏 新川 恵 浦河 東栄牧場 ４５６± ０１：５６．７クビ １４０．５	

（愛知）

６７ ト シ ハ ー ト 牝３鹿 ５４
５１ ▲森 一馬上村 叶氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 ４６８＋ ２１：５６．９１� ４７．０


６８ サカジロキクチャン 牝３鹿 ５４ 浜中 俊ロイヤルパーク 崎山 博樹 平取 赤石牧場 ４２２－１２１：５７．２１� １８．９�
２２ チーティンハート 牝３鹿 ５４ 小牧 太廣崎 利洋氏 梅田 智之 日高 マリオステー

ブル ４１２－１０１：５７．６２� １１３．５�
８１２ イソノジャスト 牝３鹿 ５４ 小坂 忠士磯野 俊雄氏 野村 彰彦 えりも 能登 浩 ４０２ ―１：５９．１９ ３７８．０
４４ グロースアプローチ 牝３鹿 ５４ 大下 智小川 洋氏 田所 秀孝 日高 加藤牧場 ４１４－ ６２：０１．１大差 ３２５．２�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １２，９９７，１００円 複勝： ２１，３９０，５００円 枠連： ７，０７２，３００円

馬連： ２８，８６８，０００円 馬単： ２４，８４８，７００円 ワイド： １４，１８７，２００円

３連複： ４２，５３３，６００円 ３連単： ８９，２７０，１００円 計： ２４１，１６７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １２０円 � １８０円 枠 連（５－８） ３４０円

馬 連 �� ３６０円 馬 単 �� ５９０円

ワ イ ド �� １８０円 �� ３１０円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� ６６０円 ３ 連 単 ��� ２，０７０円

票 数

単勝票数 計 １２９９７１ 的中 � ６０４７５（１番人気）
複勝票数 計 ２１３９０５ 的中 � ７３７６９（１番人気）� ４８０１１（２番人気）� ２１１８８（４番人気）
枠連票数 計 ７０７２３ 的中 （５－８） １５４２６（１番人気）
馬連票数 計 ２８８６８０ 的中 �� ５９６４９（１番人気）
馬単票数 計 ２４８４８７ 的中 �� ３１２２４（１番人気）
ワイド票数 計 １４１８７２ 的中 �� ２３６２６（１番人気）�� １０５９０（４番人気）�� ９１０１（５番人気）
３連複票数 計 ４２５３３６ 的中 ��� ４７８３８（２番人気）
３連単票数 計 ８９２７０１ 的中 ��� ３１８７６（３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．２―２４．５―３８．３―５１．６―１：０４．９―１：１７．８―１：３０．６―１：４２．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マーチャンテイマー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．１１．２７ 京都３着

２００９．２．１０生 牝３鹿 母 マサコチャン 母母 チヨダマサコ ６戦１勝 賞金 １２，８５０，０００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〕 グロースアプローチ号は，平成２４年４月１０日まで平地競走に出走できない。
※イソノジャスト号は，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，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

０６０５０ ３月１０日 曇 重 （２４阪神１）第５日 第２競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時２５分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：０９．７
１：０８．７

重

重

６１１ スランジバール 牡３鹿 ５６ 福永 祐一�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 ４６６－ ８１：１２．７ １１．３�

４８ キクノラフィカ 牡３青鹿５６ 小牧 太菊池 五郎氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム ４６６－ ２１：１２．９１� ５．６�
７１４ ハリスキャスケード 牡３栗 ５６ 小林 徹弥伊藤 仁氏 南井 克巳 浦河 冨岡 博一 ４７０－ ８１：１３．２２ １６６．０�
３６ ハードコンティ 牡３鹿 ５６ 和田 竜二津田 一男氏 西橋 豊治 浦河 三嶋牧場 ４８８－１０１：１３．３クビ ５．１�
７１３ メイショウムロト 牡３鹿 ５６ 武 豊松本 和子氏 白井 寿昭 浦河 本巣 敦 ４６４－ ２ 〃 クビ ２８．７�
６１２ ウインドグラス 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎福原 正博氏 鈴木 孝志 平取 雅 牧場 ４７８－１０ 〃 ハナ ２４．４�
８１５ サチノタカチホ 牡３鹿 ５６ 石橋 守佐藤 幸彦氏 梅内 忍 熊本 山口 牧人 ４９８－ ８１：１３．５１ １３０．２	
４７ ウォータームージカ 牝３鹿 ５４ 浜中 俊山岡 良一氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 ４４０± ０１：１３．７１ ９．１

５１０ コウユーサクラサク 牡３黒鹿５６ 川田 将雅加治屋康雄氏 領家 政蔵 日高 浜本 幸雄 ４３８－ ２ 〃 クビ ６．４�
２３ ブレイムレスリー �３鹿 ５６ C．デムーロ�ノースヒルズ 岡田 稲男 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４２－ ２１：１３．９１� ５．０

（伊）

１１ シゲルキンカン 牡３鹿 ５６ 吉田 稔森中 蕃氏 川村 禎彦 新ひだか 下屋敷牧場 ４４２± ０ 〃 ハナ １０４．２�
（愛知）

８１６ ヴァルナビット 牡３栗 ５６ 池添 謙一田中 充氏 藤沢 則雄 新ひだか 伊藤 敏明 ４７０－１２１：１４．１１� １６．５�
３５ タマモワイルドラブ 牡３鹿 ５６

５３ ▲森 一馬タマモ� 小原伊佐美 新冠 対馬 正 ４５２－ ２１：１４．３１ １２９．７�
２４ キョウワエレガント 牡３鹿 ５６ 幸 英明�協和牧場 木原 一良 新冠 協和牧場 ４５４－ ２ 〃 クビ ７．２�
５９ パープルベスト 牡３栗 ５６ 国分 恭介中野 銀十氏 野村 彰彦 新ひだか 木田牧場 ４３２－１０１：１４．４� １１９．８�
１２ テイエムカイウン 牡３鹿 ５６ 芹沢 純一竹園 正繼氏 鹿戸 明 新冠 柏木 一則 ５０４－ ８１：１５．９９ ７２．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ８，３４０，７００円 複勝： １７，４３４，５００円 枠連： ８，９１５，１００円

馬連： ２７，０１９，６００円 馬単： １７，０８１，４００円 ワイド： １２，８７３，７００円

３連複： ３８，７５１，２００円 ３連単： ５９，８９４，５００円 計： １９０，３１０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１３０円 複 勝 � ３３０円 � ２５０円 � ２，９３０円 枠 連（４－６） １，３８０円

馬 連 �� ４，３９０円 馬 単 �� １１，１７０円

ワ イ ド �� １，６４０円 �� ２５，９９０円 �� １２，４６０円

３ 連 複 ��� ２５９，９９０円 ３ 連 単 ��� １，３００，０７０円

票 数

単勝票数 計 ８３４０７ 的中 � ５８４５（７番人気）
複勝票数 計 １７４３４５ 的中 � １４７６４（６番人気）� ２１４２３（３番人気）� １２８２（１５番人気）
枠連票数 計 ８９１５１ 的中 （４－６） ４７８３（８番人気）
馬連票数 計 ２７０１９６ 的中 �� ４５４５（２１番人気）
馬単票数 計 １７０８１４ 的中 �� １１２９（４９番人気）
ワイド票数 計 １２８７３７ 的中 �� １９８９（２０番人気）�� １２０（１０６番人気）�� ２５１（７５番人気）
３連複票数 計 ３８７５１２ 的中 ��� １１０（２９５番人気）
３連単票数 計 ５９８９４５ 的中 ��� ３４（１６７２番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．２―１１．８―１２．３―１２．０―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．５―３５．３―４７．６―５９．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スランジバール �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー ２０１２．１．２８ 小倉１４着

２００９．４．２３生 牡３鹿 母 キティーパラダイス 母母 ハローキティー ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 デンタルボーイ号
※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。

第１回 阪神競馬 第５日



０６０５１ ３月１０日 曇 重 （２４阪神１）第５日 第３競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時５５分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

８１２ エイコーンパス 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介吉田 和子氏 松田 博資 浦河（有）社台コーポレー
ション白老ファーム B４６０－１６１：５５．０ １．５�

６７ サントスシチー 牡３黒鹿５６ C．デムーロ �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 新ひだか 幌村牧場 ４８２－ ６１：５５．２１� ３．３�
（伊）

３３ スリーロブロイ 牡３鹿 ５６ 幸 英明永井商事� 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 B４３０± ０１：５５．５１� ２１．０�
７９ サ ナ シ オ ン 牡３鹿 ５６ N．ピンナ �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム ４６６－ ６１：５５．６� ６．６�

（伊）

６８ リーノレオン 牡３栗 ５６ 田中 健呂 朝子氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 ４８２－ ６１：５５．９１� １３８．８�
４４ タイガーシード 牡３黒鹿５６ 小牧 太伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 浦河 桑田 正己 ４８２－ ４１：５６．１１� ２６．８	
７１０ トゥルーフレンド 牡３鹿 ５６ 国分 恭介武田 茂男氏 野村 彰彦 むかわ ヤマイチ牧場 ４６８－１８１：５６．８４ ２５９．４

５６ マイソールネスト 牡３鹿 ５６ 中村 将之五影 慶則氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４７０－１２１：５７．５４ １３９．２�
８１１ イセノアラシ 牡３栗 ５６ 小林 徹弥大橋 堯格氏 大橋 勇樹 浦河 桑田 正己 ４７６－ ５１：５７．８２ ２６１．３�
５５ キーバージョン 牡３青鹿５６ 野元 昭嘉北前孔一郎氏 柴田 光陽 新冠 高瀬 敦 ４７４－ ２１：５８．８６ ３３７．０
１１ アラタマユニバース 牡３青鹿５６ 吉田 稔荒木 謙次氏 新川 恵 日高 槇本牧場 B４４６－ ６２：０１．２大差 ２４０．９�

（愛知）

（１１頭）
２２ シンボリベローチェ 牡３鹿 ５６ 和田 竜二シンボリ牧場 小崎 憲 日高 シンボリ牧場 ４８８－ ４ （競走除外）

売 得 金

単勝： １８，４３１，７００円 複勝： ５４，２２１，３００円 枠連： ８，６４２，５００円

馬連： ２９，７７８，４００円 馬単： ３１，３６４，０００円 ワイド： １４，８４６，０００円

３連複： ３８，６６０，３００円 ３連単： １１１，２５７，８００円 計： ３０７，２０２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � １１０円 � ２００円 枠 連（６－８） １６０円

馬 連 �� １８０円 馬 単 �� ２７０円

ワ イ ド �� １２０円 �� ３００円 �� ３９０円

３ 連 複 ��� ５９０円 ３ 連 単 ��� １，４８０円

票 数

単勝票数 差引計 １８４３１７（返還計 ３８３３） 的中 � １００７２７（１番人気）
複勝票数 差引計 ５４２２１３（返還計 ８８６９） 的中 � ３６２１９１（１番人気）� ８６９４７（２番人気）� ２１２６０（４番人気）
枠連票数 差引計 ８６４２５（返還計 ５５６７） 的中 （６－８） ３９９１１（１番人気）
馬連票数 差引計 ２９７７８４（返還計 ２４２４９） 的中 �� １２２４９５（１番人気）
馬単票数 差引計 ３１３６４０（返還計 ２３１４０） 的中 �� ８６０６６（１番人気）
ワイド票数 差引計 １４８４６０（返還計 １７１５９） 的中 �� ４６１７５（１番人気）�� ９４４４（４番人気）�� ６８４９（６番人気）
３連複票数 差引計 ３８６６０３（返還計 ７８６８９） 的中 ��� ４８５９３（２番人気）
３連単票数 差引計１１１２５７８（返還計２００５５１） 的中 ��� ５５５４０（４番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．３―１３．９―１３．４―１３．５―１３．０―１２．４―１２．０―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．３―３８．２―５１．６―１：０５．１―１：１８．１―１：３０．５―１：４２．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．９―３F３６．９
１
３
６，９（１，７，１１）１２－８－１０，３－５，４・（６，９）１１（７，１２）（１，８）（１０，４）（５，３）

２
４

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

勝馬の
紹 介

エイコーンパス �
�
父 タイムパラドックス �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２０１２．２．１８ 京都２着

２００９．３．２６生 牡３栗 母 エイコーンリング 母母 サンデーエイコーン ２戦１勝 賞金 ７，４００，０００円
〔競走除外〕 シンボリベローチェ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。枠外に跳び出し放馬。転倒した際，疾病〔脳震盪〕を発症したため競

走除外。発走時刻７分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 シンボリベローチェ号は，平成２４年３月１１日から平成２４年４月９日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アラタマユニバース号は，平成２４年４月１０日まで平地競走に出走できない。
※マイソールネスト号は，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，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

０６０５２ ３月１０日 曇 稍重 （２４阪神１）第５日 第４競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１１時２５分 （芝・右・外）

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

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

７１２ ファントムライト 牡３黒鹿５６ 福永 祐一 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム ４７６－ ２１：４９．２ ２．２�

５９ エアロッシュ 牡３青 ５６ C．デムーロ �ラッキーフィールド堀 宣行 千歳 社台ファーム ４７４－１４１：４９．３� ５．５�
（伊）

６１０ リインカネーション 牡３栗 ５６ 川田 将雅 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム ４７６－ ４１：４９．４� １８．９�
８１４ モンテエクリプス 牡３鹿 ５６ 武 豊毛利 喜昭氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 ４４２－１０１：４９．８２� １２．５�
２３ ゼログラヴィティー 牡３黒鹿５６ 池添 謙一吉田 勝己氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４５４－ ４１：５０．３３ ９．０�
３４ エボニーナイト 牡３黒鹿５６ N．ピンナ �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム ５０６－ ２１：５０．６１� ６．３	

（伊）

５８ キタサンエピソード 牡３栗 ５６ 小牧 太�大野商事 橋口弘次郎 新冠 大栄牧場 ４７６－１２１：５０．９２ ８．０

２２ ビコーワンダフル 牝３栗 ５４ 芹沢 純一�レジェンド 鹿戸 明 新ひだか 山口 修二 ４１６＋ ４１：５１．０� ３０１．９�
４６ キタサンパイロット 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介�大野商事 清水 久詞 新ひだか 木田 祐博 ４５６－ ６１：５１．３１� ２６．９�
８１５ クリールハヤテ 牡３栗 ５６ 藤田 伸二横山 修二氏 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム ４５８－ ４１：５１．４� ７１．９
６１１� エーシンスピーダー 牡３栗 ５６ 浜中 俊�栄進堂 西園 正都 米 Colts Neck

Stables LLC ４６６－ ２１：５２．１４ ８１．６�
３５ トムエピソード 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲花田 大昂半田 勉氏 西橋 豊治 日高 千葉飯田牧場 ５２０＋１２１：５２．３１� ６４１．９�
４７ シゲルブルーベリー 牡３鹿 ５６ 幸 英明森中 蕃氏 梅内 忍 新ひだか 斉藤 正男 ４５６＋ ２１：５２．７２� １７７．９�
１１ ウィズインサンデイ 牡３栗 ５６ 田中 健内藤 耕造氏 福島 信晴 浦河 有限会社

松田牧場 ５１８＋ ２１：５４．１９ １３７．２�
７１３ カリスマサンキング 牡３黒鹿５６ 国分 恭介畔柳 年言氏 崎山 博樹 浦河 アイオイファーム ５２４－１６１：５６．０大差 ２５３．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２２，４８２，３００円 複勝： ４４，４２０，８００円 枠連： １２，３３３，４００円

馬連： ４４，５０３，３００円 馬単： ３１，５６７，５００円 ワイド： ２３，５２８，２００円

３連複： ６１，５７６，７００円 ３連単： １１１，２０２，５００円 計： ３５１，６１４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １２０円 � １９０円 � ３２０円 枠 連（５－７） ３６０円

馬 連 �� ６５０円 馬 単 �� １，０９０円

ワ イ ド �� ２９０円 �� ６００円 �� １，２６０円

３ 連 複 ��� ３，０２０円 ３ 連 単 ��� ８，８００円

票 数

単勝票数 計 ２２４８２３ 的中 � ８３２８２（１番人気）
複勝票数 計 ４４４２０８ 的中 � １４８２５２（１番人気）� ５６３４８（２番人気）� ２５０３５（７番人気）
枠連票数 計 １２３３３４ 的中 （５－７） ２５７１７（１番人気）
馬連票数 計 ４４５０３３ 的中 �� ５０５６３（１番人気）
馬単票数 計 ３１５６７５ 的中 �� ２１４１５（１番人気）
ワイド票数 計 ２３５２８２ 的中 �� ２３１７３（１番人気）�� ９３１０（７番人気）�� ４１３３（１８番人気）
３連複票数 計 ６１５７６７ 的中 ��� １５０６１（１２番人気）
３連単票数 計１１１２０２５ 的中 ��� ９３２９（２１番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１１．８―１２．４―１２．５―１２．８―１２．３―１１．０―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．８―３５．６―４８．０―１：００．５―１：１３．３―１：２５．６―１：３６．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファントムライト �
�
父 オペラハウス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．１２．４ 阪神３着

２００９．２．７生 牡３黒鹿 母 マリーシャンタル 母母 ダイナカール ４戦１勝 賞金 ９，５５０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １１時３０分に変更。
〔その他〕 カリスマサンキング号は，競走中に疾病〔左寛跛行〕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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウィズインサンデイ号は，平成２４年４月１０日まで平地競走に出走できない。
※エアロッシュ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０６０５３ ３月１０日 曇 重 （２４阪神１）第５日 第５競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１２時１５分 （ダート・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ６，０００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９００，０００円 ６００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２１．８
１：２１．８

稍重

稍重

７１３ ク ロ ー チ ェ 牡３栗 ５６ 福永 祐一 �キャロットファーム 橋田 満 安平 ノーザンファーム ５３８ ―１：２６．５ ３．０�

６１２ エアラーテル 牡３栗 ５６ C．デムーロ �ラッキーフィールド笹田 和秀 むかわ 上水牧場 ４６２ ―１：２６．８１� ３．８�
（伊）

５１０ ハルシュタット 牝３鹿 ５４ 幸 英明 �キャロットファーム 清水 出美 安平 ノーザンファーム ４６４ ―１：２７．５４ ８．７�
４８ ショウナンアルプ 牝３鹿 ５４ 川田 将雅国本 哲秀氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 ４６０ ―１：２７．７１� ２４．９�
２３ メイショウステージ 牡３青鹿５６ 小牧 太松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 畔高牧場 ４７２ ― 〃 ハナ ２６．０�
４７ � シゲルチェリモヤ 牡３鹿 ５６ 浜中 俊森中 蕃氏 坂口 正則 米 Thomas W.

Bachman ５２２ ―１：２８．０１� ２２．８	
３６ ミ チ シ ル ベ 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎小田切有一氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 ４４０ ― 〃 クビ １７．７

２４ プ レ ド ー ン 牡３芦 ５６ 池添 謙一幅田 昌伸氏 加用 正 浦河 岡本牧場 ５３０ ―１：２８．８５ １４．６�
１２ グローバルフラッグ 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介青山 洋一氏 千田 輝彦 新ひだか 千代田牧場 ５１０ ―１：２８．９クビ ９．０�
１１ ナナヨーメロディー 牝３鹿 ５４ 国分 恭介尾崎 和助氏 川村 禎彦 浦河 小島牧場 ４６６ ―１：２９．４３ １００．４
６１１ オーミアシュレイ 牝３青鹿５４ 芹沢 純一岩� 僖澄氏 谷 潔 浦河 宮村牧場 ４１６ ―１：３０．２５ ２１２．３�
５９ バトルブラーヴォウ 牡３鹿 ５６ N．ピンナ 宮川 秋信氏 武藤 善則 新ひだか 飛野牧場 ４９６ ― 〃 ハナ ６．６�

（伊）

８１５ セイクリッドハート 牡３鹿 ５６ 和田 竜二名古屋競馬� 田中 章博 千歳 社台ファーム B４８４ ―１：３１．２６ ６６．０�
７１４ エクエスバンダム 牡３黒鹿５６ 小林 徹弥山科 統氏 南井 克巳 浦河 バンダム牧場 B４９０ ―１：３１．８３	 １２５．９�

（１４頭）
３５ アグネスビスタ 牡３栗 ５６ 吉田 稔渡辺 孝男氏 鮫島 一歩 千歳 社台ファーム ５３４ ― （競走除外）

（愛知）

８１６ ロードヴェッケン 牡３黒鹿５６ 藤田 伸二 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム ― ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １４，７８７，１００円 複勝： ２４，５２４，４００円 枠連： １１，７０９，８００円

馬連： ３３，２２４，４００円 馬単： ２３，５７２，４００円 ワイド： １５，９６３，５００円

３連複： ４５，４２７，０００円 ３連単： ６８，６４７，７００円 計： ２３７，８５６，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １４０円 � １５０円 � ２３０円 枠 連（６－７） ６６０円

馬 連 �� ６００円 馬 単 �� １，０６０円

ワ イ ド �� ２７０円 �� ４６０円 �� ７００円

３ 連 複 ��� １，７００円 ３ 連 単 ��� ５，７００円

票 数

単勝票数 差引計 １４７８７１（返還計 ２３２０） 的中 � ３９５３８（１番人気）
複勝票数 差引計 ２４５２４４（返還計 ４４９２） 的中 � ５７１９９（１番人気）� ４５７５８（２番人気）� ２２７４８（５番人気）
枠連票数 差引計 １１７０９８（返還計 ３３１） 的中 （６－７） １３１０２（２番人気）
馬連票数 差引計 ３３２２４４（返還計 １３４９８） 的中 �� ４０８９５（１番人気）
馬単票数 差引計 ２３５７２４（返還計 ８６２５） 的中 �� １６４１５（１番人気）
ワイド票数 差引計 １５９６３５（返還計 ８２０２） 的中 �� １６４０７（１番人気）�� ８４４３（３番人気）�� ５１０１（７番人気）
３連複票数 差引計 ４５４２７０（返還計 ３１３５３） 的中 ��� １９７９９（３番人気）
３連単票数 差引計 ６８６４７７（返還計 ４５２２０） 的中 ��� ８９００（４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．８―２３．９―３６．２―４９．２―１：０２．２―１：１４．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ク ロ ー チ ェ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Candy Stripes 初出走

２００９．４．２生 牡３栗 母 ク ル ソ ラ 母母 Calorica １戦１勝 賞金 ６，０００，０００円
〔出走取消〕 ロードヴェッケン号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
〔競走除外〕 アグネスビスタ号は，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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 イソノジャスト号・クリノビックリ号・スマートマーズ号・ワンダーコロアール号
※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。

０６０５４ ３月１０日 曇 良 （２４阪神１）第５日 第６競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１２時４５分 （芝・右）

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

中央レコード

１：０７．１
１：０６．５

良

良

８９ シゲルスダチ 牡３芦 ５６ 小牧 太森中 蕃氏 西園 正都 日高 豊洋牧場 ４０８＋ ６１：１１．１ ８．２�

５５ カルナヴァレ 牝３鹿 ５４ 幸 英明安原 浩司氏 本田 優 新ひだか 前田牧場 ４４４＋ ２１：１１．４１� ６．４�
４４ ボストンサクラ 牝３黒鹿５４ 和田 竜二�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４４２－ ６１：１１．５� ３．４�
３３ メイショウゲンブ 牡３鹿 ５６ 武 豊松本 好雄氏 増本 豊 新ひだか 友田牧場 ４６２± ０１：１１．６� ３．３�
７８ ドナメデューサ 牝３黒鹿５４ 国分 恭介山田 貢一氏 崎山 博樹 日高 日西牧場 ４７０± ０１：１１．９２ １５．０�
７７ � ラブミークリーム 牝３芦 ５４ 芹沢 純一小林 祥晃氏 沖 芳夫 新冠 山岡ファーム ４４２－ ８ 〃 ハナ １１７．３�
６６ シャイニータキオン 牡３栗 ５６ 福永 祐一小林 昌志氏 橋口弘次郎 平取 雅 牧場 ５０８－２０ 〃 クビ ４．５	
１１ オウケンハナミズキ 牝３青 ５４ 川田 将雅福井 明氏 牧浦 充徳 様似 富田 恭司 ３９６－１０１：１２．１１ ２６．１

８１０	 セントウイナー 牝３栗 ５４ 吉田 稔�ホースケア 南 輝幸 日高 今井牧場 ４３０± ０１：１２．２� １４８．２�

（笠松） （愛知）

２２ シルクティソナ 牡３黒鹿 ５６
５３ ▲森 一馬有限会社シルク山内 研二 新ひだか 今 牧場 ４９２± ０１：１３．２６ ２６．３�

（１０頭）

売 得 金

単勝： １７，１８６，９００円 複勝： ２６，４１１，８００円 枠連： ７，３８４，５００円

馬連： ３５，７４４，４００円 馬単： ２７，５１６，９００円 ワイド： １６，８４０，３００円

３連複： ４４，１８５，５００円 ３連単： １０１，２９６，１００円 計： ２７６，５６６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８２０円 複 勝 � １７０円 � １８０円 � １４０円 枠 連（５－８） ２，３４０円

馬 連 �� ２，２３０円 馬 単 �� ４，４６０円

ワ イ ド �� ５５０円 �� ４２０円 �� ３００円

３ 連 複 ��� ２，３１０円 ３ 連 単 ��� ２１，４７０円

票 数

単勝票数 計 １７１８６９ 的中 � １６５６３（５番人気）
複勝票数 計 ２６４１１８ 的中 � ３８５９７（３番人気）� ３５５００（４番人気）� ６２７７６（１番人気）
枠連票数 計 ７３８４５ 的中 （５－８） ２３３６（１３番人気）
馬連票数 計 ３５７４４４ 的中 �� １１８４２（１２番人気）
馬単票数 計 ２７５１６９ 的中 �� ４５６２（２１番人気）
ワイド票数 計 １６８４０３ 的中 �� ７０８４（１０番人気）�� ９８８４（６番人気）�� １４９９３（２番人気）
３連複票数 計 ４４１８５５ 的中 ��� １４１４７（９番人気）
３連単票数 計１０１２９６１ 的中 ��� ３４８３（７５番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．２―１１．８―１２．１―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．１―３４．３―４６．１―５８．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シゲルスダチ 
�
父 ク ロ フ ネ 

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１１．６．１８ 阪神５着

２００９．３．２３生 牡３芦 母 エ ト レ ー ヌ 母母 ライジングサンデー ８戦２勝 賞金 １９，１５８，０００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。



０６０５５ ３月１０日 曇 重 （２４阪神１）第５日 第７競走 ��１，４００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時１５分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２１．８
１：２１．８

稍重

稍重

５９ スマイルタイム 牡５黒鹿５７ 福永 祐一青山 洋一氏 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 ４９０＋ ２１：２４．６ ２．４�

４８ � ピンクデージー 牝５黒鹿５５ 国分 恭介野島 春男氏 田島 良保 日高 野島牧場 ４８６－ ６１：２４．８１� ４６．０�
７１３ クリノトルネード 牡４栗 ５７

５４ ▲花田 大昂栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 庫宝牧場 B４７２± ０１：２４．９� ４２．４�
７１４ ネオエピック 牡５青鹿５７ 小牧 太小林 仁幸氏 田所 秀孝 新ひだか 元道牧場 B４３０－１０ 〃 ハナ １４１．８�
６１２ マコトローゼンボー 牡４黒鹿５７ 吉田 稔尾田左知子氏 矢作 芳人 様似 出口 繁夫 ４６４± ０１：２５．０� ３．８�

（愛知）

８１５ レ ー ガ ン 牡４青鹿５７ 石橋 守重松 國建氏 鹿戸 明 日高 横井 哲 ４９４± ０１：２５．１� ７１．５�
３６ トーブプリンス 牡５栗 ５７ 野元 昭嘉武井 久夫氏 武田 博 青森 石田 英機 ４８８± ０１：２５．２クビ １２．６�
４７ � エルウェーオージャ 牡４青 ５７ 川田 将雅雑古 隆夫氏 小野 幸治 新ひだか 加野牧場 ４８６－ ２１：２５．４１ ２４．９	
１１ トーホウジャパン 牡４栗 ５７ 藤田 伸二東豊物産
 本田 優 日高 竹島 幸治 ４９４－１０１：２５．５� １４．８�
２４ メイショウナナボシ 牝５鹿 ５５ C．デムーロ 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 ４５４－ ４１：２５．６� １５．４�
（伊）

５１０� コパノハリケーン 牡４鹿 ５７ 浜中 俊小林 祥晃氏 崎山 博樹 新ひだか 乾 皆雄 ４９０± ０１：２５．９２ ６．５
８１６ ワイルドビート 牡４鹿 ５７ 武 豊 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４９２＋ ２１：２６．１１� ４８．１�
３５ チャームドライフ 牡５黒鹿５７ 和田 竜二 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 日高 槇本牧場 ４７６± ０１：２６．４１� ５４．２�
６１１ キクノアルバ 牝５鹿 ５５ 池添 謙一菊池 五郎氏 羽月 友彦 浦河 惣田 英幸 ４６０－ ６１：２７．２５ ６２．３�
２３ ペプチドサファイア 牝４黒鹿５５ N．ピンナ 沼川 一彦氏 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 ４７６＋ ４ 〃 ハナ １０９．４�

（伊）

１２ � キングリホリホ 牡４栗 ５７ 秋山真一郎平井 裕氏 田所 秀孝 新ひだか 上村 清志 ４６６－１２１：２８．１５ ２７．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，８８６，９００円 複勝： ３４，５８２，４００円 枠連： １７，０８５，７００円

馬連： ５１，１０９，３００円 馬単： ３５，４０３，２００円 ワイド： ２５，３１１，３００円

３連複： ７７，０９０，０００円 ３連単： １１７，５３０，６００円 計： ３７９，９９９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １６０円 � ５３０円 � ７６０円 枠 連（４－５） １，６６０円

馬 連 �� ８，６００円 馬 単 �� ９，０４０円

ワ イ ド �� １，５６０円 �� １，７８０円 �� １２，２３０円

３ 連 複 ��� ７１，３００円 ３ 連 単 ��� ２３０，６９０円

票 数

単勝票数 計 ２１８８６９ 的中 � ７３４９５（１番人気）
複勝票数 計 ３４５８２４ 的中 � ７８５８７（１番人気）� １４４８３（８番人気）� ９６０７（１０番人気）
枠連票数 計 １７０８５７ 的中 （４－５） ７６０３（７番人気）
馬連票数 計 ５１１０９３ 的中 �� ４３８８（２９番人気）
馬単票数 計 ３５４０３２ 的中 �� ２８９３（３６番人気）
ワイド票数 計 ２５３１１３ 的中 �� ４０７３（１６番人気）�� ３５３８（１９番人気）�� ４９６（８５番人気）
３連複票数 計 ７７０９００ 的中 ��� ７９８（１５７番人気）
３連単票数 計１１７５３０６ 的中 ��� ３７６（５７７番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．９―１１．６―１２．０―１２．１―１２．２―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．５―３５．１―４７．１―５９．２―１：１１．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマイルタイム �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 ホワイトマズル デビュー ２０１０．１．３１ 京都２着

２００７．２．２２生 牡５黒鹿 母 スマイルトゥモロー 母母 コクトビューティー ９戦３勝 賞金 ３２，２９４，０００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 メイショウゴモン号
（非抽選馬） ２頭 カンファーネオ号・リュウシンヒーロー号
※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。

０６０５６ ３月１０日 曇 良 （２４阪神１）第５日 第８競走 ��３，９００�第１４回阪神スプリングジャンプ（Ｊ・ＧⅡ）
発走１３時５０分 （ 芝 ）

４歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，４歳５９�５歳以上６０�，牝馬２�
減，J・GⅠ競走１着馬２�増，J・GⅡ競走１着馬１�増

賞 品
本 賞 ４０，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，０００，０００円 ４，０００，０００円
付 加 賞 ３９９，０００円 １１４，０００円 ５７，０００円 � コースレコード４：１９．８良

７８ バアゼルリバー 牡６鹿 ６０ 小坂 忠士市川 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 ４７４－ ４４：２４．４ ３．８�

６６ アグネスラナップ 牡７青 ６０ 北沢 伸也渡辺 孝男氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 ５０４－ ２４：２４．７１� ６．９�
８１１ ヒカリアライブ 牡６鹿 ６０ 西谷 誠�ヒカリクラブ 牧田 和弥 日高 中川牧場 ４４０－ ８ 〃 クビ １１．４�
３３ テイエムブユウデン 牡５鹿 ６０ 林 満明竹園 正繼氏 岩元 市三 新冠 競優牧場 ４６０－ ８４：２８．６大差 １１３．８�
６７ リアルヴィクトリー 牡７鹿 ６０ 中村 将之杉山 美惠氏 浅見 秀一 三石 明治牧場 ４８６－ ４４：２８．７� ３０．６�
７９ バ シ ケ ー ン 牡７栗 ６２ 蓑島 靖典石橋 英郎氏 高橋 義博 新冠 上井農場 ４４０－１２４：２９．３３� ２１．２�
１１ モルフェサイレンス 牡７栗 ６０ 大江原 圭並河賢一郎氏 大江原 哲 平取 高橋 幸男 ４９０－ ２４：２９．４クビ ９７．１	
４４ ナムラチェンジ 牡７鹿 ６０ 難波 剛健奈村 信重氏 目野 哲也 新冠 つつみ牧場 ４８２± ０４：３０．１４ ６７．４

２２ � ヤマイチコマンド 牡６黒鹿６０ 黒岩 悠坂本 肇氏 鹿戸 明 宮城 佐々木 隆基 ４７６＋ ４４：３０．５２� ６７．８�
５５ トップシノワーズ 牡５栗 ６０ 五十嵐雄祐�宮内牧場 浅野洋一郎 浦河 尾野 一義 ４６０－２０４：３３．５大差 ４２．９
８１０ ディアマジェスティ 牡６黒鹿６０ 高田 潤寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 橋本牧場 ４６４＋ ４ （競走中止） １．７�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２７，２２３，５００円 複勝： ５５，１５８，８００円 枠連： １５，７２２，７００円

馬連： ５１，４９３，２００円 馬単： ４６，５８６，３００円 ワイド： ２４，６６６，９００円

３連複： ７８，９８７，６００円 ３連単： ２１３，５２２，８００円 計： ５１３，３６１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � ２５０円 � ３３０円 � ４４０円 枠 連（６－７） ９８０円

馬 連 �� １，６６０円 馬 単 �� ２，９３０円

ワ イ ド �� ４００円 �� ５１０円 �� ６６０円

３ 連 複 ��� ３，２７０円 ３ 連 単 ��� １５，０９０円

票 数

単勝票数 計 ２７２２３５ 的中 � ５６４６１（２番人気）
複勝票数 計 ５５１５８８ 的中 � ６５０７６（２番人気）� ４４７７０（３番人気）� ３０２１０（４番人気）
枠連票数 計 １５７２２７ 的中 （６－７） １１８６４（４番人気）
馬連票数 計 ５１４９３２ 的中 �� ２２９５９（６番人気）
馬単票数 計 ４６５８６３ 的中 �� １１７４７（９番人気）
ワイド票数 計 ２４６６６９ 的中 �� １５９３１（４番人気）�� １１８４６（５番人気）�� ８８４９（８番人気）
３連複票数 計 ７８９８７６ 的中 ��� １７８７０（１１番人気）
３連単票数 計２１３５２２８ 的中 ��� １０４４５（３７番人気）

上り １マイル １：４６．９ ４F ５１．９－３F ３８．１
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

バアゼルリバー �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 デ イ ン ヒ ル デビュー ２００９．３．１ 阪神８着

２００６．５．１２生 牡６鹿 母 フレンドレイ 母母 マーチンミユキ 障害：４戦３勝 賞金 ６２，５８８，０００円
〔競走中止〕 ディアマジェスティ号は，競走中に疾病〔左第１指関節脱臼〕を発症したため３周目３コーナーで競走中止。



０６０５７ ３月１０日 曇 良 （２４阪神１）第５日 第９競走 ��
��２，４００�ゆ き や な ぎ 賞

発走１４時２５分 （芝・右・外）

３歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 ９，５００，０００円 ３，８００，０００円 ２，４００，０００円 １，４００，０００円 ９５０，０００円
付 加 賞 ２９４，０００円 ８４，０００円 ４２，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２４．２
２：２２．１

良

良

７９ ヤマニンファラオ 牡３栗 ５６ 藤田 伸二土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 ４７２－ ６２：３４．２ ７．７�

７１０ ジャングルクルーズ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５０６－ ４２：３４．５２ ６．６�
８１２ マイネルテンクウ 牡３鹿 ５６ N．ピンナ �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム ４９０－１０ 〃 ハナ ２９．６�
（伊）

６８ エーシングングン 牡３栗 ５６ 和田 竜二�栄進堂 田所 秀孝 新ひだか 築紫 洋 ４５８－ ４２：３４．７１ ４２．６�
２２ トーセンホマレボシ 牡３鹿 ５６ 川田 将雅島川 �哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ５００－１０ 〃 クビ ２．８�
３３ サカジロオー 牡３栗 ５６ 幸 英明ロイヤルパーク 大根田裕之 日高 千葉飯田牧場 ４４２－ ６２：３４．８クビ ２３．５	
５６ � コパノモーニング �３栗 ５６ 国分 恭介小林 祥晃氏 田所 秀孝 新冠 ムラカミファーム ４９４－ ６２：３５．２２� ４２１．４

１１ マ カ ハ 牡３鹿 ５６ 浜中 俊広尾レース� 小崎 憲 大樹 大樹ファーム ４５２＋ ２２：３５．５１	 ３．９�
４４ シルクキングリー 牡３鹿 ５６ C．デムーロ 有限会社シルク岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 ４６６－ ４２：３５．６� ６．１�

（伊）

６７ 
 シゲルスターキング 牡３鹿 ５６ 小牧 太 �ブルアンドベア 藤岡 範士 米 La Pasion
America B４９８－ ８２：３５．７� １６９．７

８１１ レインフォール 牡３芦 ５６ 武 豊深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 下屋敷牧場 ４２４－１２ 〃 クビ １２．８�
５５ アルディエス 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎�G１レーシング 松永 幹夫 安平 追分ファーム ４４８＋ ４２：３６．２３ １０６．８�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３９，５１７，５００円 複勝： ６４，９４９，０００円 枠連： ２１，１８８，０００円

馬連： ９５，６９４，７００円 馬単： ５８，３１９，１００円 ワイド： ３５，４４７，７００円

３連複： １１７，９６７，２００円 ３連単： ２３４，８０３，０００円 計： ６６７，８８６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７７０円 複 勝 � ２４０円 � ２１０円 � ６５０円 枠 連（７－７） ２，１００円

馬 連 �� ２，２００円 馬 単 �� ４，９２０円

ワ イ ド �� ７８０円 �� ２，４９０円 �� ２，０００円

３ 連 複 ��� １５，２４０円 ３ 連 単 ��� ６７，５６０円

票 数

単勝票数 計 ３９５１７５ 的中 � ４０５２１（５番人気）
複勝票数 計 ６４９４９０ 的中 � ７７４３６（５番人気）� ９２５７６（３番人気）� ２１５８１（８番人気）
枠連票数 計 ２１１８８０ 的中 （７－７） ７４６７（１０番人気）
馬連票数 計 ９５６９４７ 的中 �� ３２１２４（１０番人気）
馬単票数 計 ５８３１９１ 的中 �� ８７６５（２２番人気）
ワイド票数 計 ３５４４７７ 的中 �� １１６９８（９番人気）�� ３４１４（２９番人気）�� ４２９０（２４番人気）
３連複票数 計１１７９６７２ 的中 ��� ５７１３（４９番人気）
３連単票数 計２３４８０３０ 的中 ��� ２５６５（２１０番人気）

ハロンタイム １３．２―１２．１―１４．３―１３．１―１３．１―１３．３―１４．３―１３．１―１２．５―１１．８―１０．８―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１３．２―２５．３―３９．６―５２．７―１：０５．８―１：１９．１―１：３３．４―１：４６．５―１：５９．０―２：１０．８―２：２１．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンファラオ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２０１１．１２．２４ 阪神１着

２００９．２．１２生 牡３栗 母 マ ダ ニ ナ 母母 Minya ４戦２勝 賞金 ２４，０６０，０００円
〔制裁〕 マカハ号の騎手浜中俊は，２コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（９番・１１番への進路影響）

エーシングングン号の騎手和田竜二は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（２番への進
路影響）

※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。

０６０５８ ３月１０日 曇 良 （２４阪神１）第５日 第１０競走 ��
��１，４００�うずしおステークス

発走１５時００分 （芝・右）

牝，４歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，５５�
賞 品

本 賞 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００円
付 加 賞 ２５２，０００円 ７２，０００円 ３６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．９
１：１９．０

良

良

７８ カトルズリップス 牝４黒鹿５５ 福永 祐一山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム B４７６－１６１：２２．２ １４．８�

７９ � ノーブルジュエリー 牝４黒鹿５５ C．デムーロ �社台レースホース池江 泰寿 米 Shadai Farm ４９２－ ４１：２２．５１� ２．６�
（伊）

６７ クィーンズバーン 牝４黒鹿５５ 藤岡 佑介林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム ４４８－ ４ 〃 クビ ５．４�
５５ サウンドバリアー 牝５芦 ５５ 武 豊増田 雄一氏 安達 昭夫 浦河 笹地牧場 ４８６－１０１：２３．４５ ３．２�
８１１ トーホウシンバル 牝５青鹿５５ 川田 将雅東豊物産� 川村 禎彦 日高 竹島 幸治 ４４６－ ２１：２３．５	 ７．９�
１１ ビ ス カ ヤ 牝６黒鹿５５ 藤田 伸二山内 邦一氏 木原 一良 新冠 森永 正志 ４２４－ ４１：２３．９２	 ４２．７	
３３ タガノラヴキセキ 牝４黒鹿５５ 池添 謙一八木 良司氏 河内 洋 新冠 八木牧場 ４５４－ ４１：２４．１� １５．４

４４ マイネショコラーデ 牝４青鹿５５ N．ピンナ �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム ４７８－ ４１：２４．３１	 ４５．９�
（伊）

８１０ ラ テ ア ー ト 牝４鹿 ５５ 和田 竜二 �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム ４７４＋１０ 〃 ハナ ５２．３�
２２ オーラレガーレ 牝４青鹿５５ 秋山真一郎吉田 照哉氏 野中 賢二 千歳 社台ファーム ４６０＋ ４１：２４．９３	 ６５．１
６６ リ コ リ ス 牝６鹿 ５５ 浜中 俊諸江 幸祐氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム ４９８－２０１：２５．３２	 ３２．４�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３８，５９６，０００円 複勝： ５６，１００，１００円 枠連： ２０，７２３，３００円

馬連： １１１，３９７，３００円 馬単： ６８，８３９，３００円 ワイド： ４０，００４，３００円

３連複： １２１，０１０，４００円 ３連単： ２７２，０４９，３００円 計： ７２８，７２０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４８０円 複 勝 � ２８０円 � １４０円 � １９０円 枠 連（７－７） １，２７０円

馬 連 �� １，５４０円 馬 単 �� ４，２３０円

ワ イ ド �� ５６０円 �� ８１０円 �� ３６０円

３ 連 複 ��� ２，０７０円 ３ 連 単 ��� １７，９１０円

票 数

単勝票数 計 ３８５９６０ 的中 � ２０６４３（５番人気）
複勝票数 計 ５６１００１ 的中 � ４０９９５（５番人気）� １４０１８８（１番人気）� ７７９１０（３番人気）
枠連票数 計 ２０７２３３ 的中 （７－７） １２１３４（６番人気）
馬連票数 計１１１３９７３ 的中 �� ５３４３４（６番人気）
馬単票数 計 ６８８３９３ 的中 �� １２０３４（１５番人気）
ワイド票数 計 ４０００４３ 的中 �� １７４８１（６番人気）�� １１４１８（１０番人気）�� ３００７３（２番人気）
３連複票数 計１２１０１０４ 的中 ��� ４３２４５（６番人気）
３連単票数 計２７２０４９３ 的中 ��� １１２１１（５３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．９―３５．７―４７．２―５８．６―１：１０．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．５―３F３５．０
３ ８，９，７，１１，２（５，１０）（１，３，６）４ ４ ８，９－７，１１（２，１０）（５，３）１，４，６
市場取引馬

勝馬の
紹 介

カトルズリップス �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 リファーズウィッシュ デビュー ２０１０．８．１５ 新潟８着

２００８．２．１４生 牝４黒鹿 母 チャッターリップス 母母 チャッターボックス １５戦４勝 賞金 ５６，０６７，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０６０５９ ３月１０日 曇 重 （２４阪神１）第５日 第１１競走 ��
��１，４００�ポラリスステークス

発走１５時３５分 （ダート・右）

４歳以上，２３．３．１２以降２４．３．４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 ２０，０００，０００円 ８，０００，０００円 ５，０００，０００円 ３，０００，０００円 ２，０００，０００円
付 加 賞 ３７８，０００円 １０８，０００円 ５４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．８
１：２１．８

稍重

稍重

３５ ヒラボクワイルド 牡６青鹿５６ 浜中 俊�平田牧場 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 ４９６± ０１：２２．７ ４．７�

１２ � ファリダット 牡７青鹿５５ 武 豊前田 幸治氏 松元 茂樹 米 North Hills
Management ４８０＋１４１：２２．８� ３９．２�

２３ インペリアルマーチ 牡５黒鹿５６ N．ピンナ �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５６４－１０ 〃 クビ ５．９�
（伊）

２４ アルゴリズム 牡４芦 ５６ 福永 祐一前田 幸治氏 安田 隆行 新ひだか 鳥井牧場 B４７０－ ２１：２３．３３ ２．３�
６１２ マルカベンチャー 牡６栗 ５６ 安藤 勝己河長産業� 松永 昌博 千歳 社台ファーム ４７４－ ８１：２３．４クビ １０．５�
１１ アイアムアクトレス 牝４鹿 ５４ 川田 将雅堀 紘一氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４８２－ ６１：２３．５� １５．７	
４８ アンノルーチェ 牡７鹿 ５４ 小坂 忠士�ターフ・スポート田島 良保 三石 三石ビクト

リーファーム ４５６－ ４１：２３．６� １０６．２

５９ ブライトアイザック 牡６鹿 ５７ 幸 英明保坂 義貞氏 菅原 泰夫 浦河 富田牧場 ４９０－１４ 〃 アタマ ２４．０�
３６ エプソムアーロン 牡８鹿 ５２ 小林 徹弥 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 藤岡 範士 静内 田原橋本牧場 B４９８± ０１：２３．７� ３１３．５�
４７ ビギンマニューバー 	７黒鹿５４ 藤田 伸二前田 晋二氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ５０２＋ ８１：２４．１２� ４５．８
５１０ プリンセスペスカ 牝６栗 ５２ 池添 謙一山田信太郎氏 松永 昌博 静内 藤原牧場 ４５８－ ６ 〃 クビ ７２．２�
８１５
 ミリオンディスク 牡８栗 ５７ 国分 恭介 �社台レースホース田中 剛 千歳 社台ファーム ５２４－ ４１：２４．２クビ ６７．１�
６１１ コンフォーコ 	７栗 ５４ 吉田 稔岡田 牧雄氏 矢野 英一 静内 岡田スタツド ４６０－１０１：２４．３� １５７．２�

（愛知）

８１６ メモリアルイヤー 牝４栗 ５２ C．デムーロ 西村新一郎氏 村山 明 鹿児島 釘田 義美 ４７４± ０ 〃 クビ １８．９�
（伊）

７１３
 エベレストオー 牡５鹿 ５４ 藤岡 佑介栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 中川牧場 B５００－ ６１：２４．４クビ ６１．６�
７１４ オオトリオウジャ 牡６鹿 ５４ 小牧 太鳳サラブレッドレーシ

ングチーム 牧浦 充徳 三石 幌村牧場 ５０６± ０１：２４．６１� １５．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６５，２０４，１００円 複勝： １０６，３０４，４００円 枠連： ５３，８２７，２００円

馬連： ２４５，５８９，３００円 馬単： １３９，３５５，６００円 ワイド： ８１，２８９，５００円

３連複： ３２６，８９０，８００円 ３連単： ６４８，６２３，０００円 計： １，６６７，０８３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � ２１０円 � １，１９０円 � ２４０円 枠 連（１－３） ２，３００円

馬 連 �� １２，３００円 馬 単 �� ２２，５２０円

ワ イ ド �� ３，６１０円 �� ６７０円 �� ３，８１０円

３ 連 複 ��� ２４，７９０円 ３ 連 単 ��� １７７，９５０円

票 数

単勝票数 計 ６５２０４１ 的中 � １１０１６０（２番人気）
複勝票数 計１０６３０４４ 的中 � １５１４６７（２番人気）� １８４０９（１０番人気）� １３０８３６（３番人気）
枠連票数 計 ５３８２７２ 的中 （１－３） １７２７５（９番人気）
馬連票数 計２４５５８９３ 的中 �� １４７４２（３１番人気）
馬単票数 計１３９３５５６ 的中 �� ４５６８（６０番人気）
ワイド票数 計 ８１２８９５ 的中 �� ５３６４（３８番人気）�� ３２００８（４番人気）�� ５０７９（３９番人気）
３連複票数 計３２６８９０８ 的中 ��� ９７３５（７３番人気）
３連単票数 計６４８６２３０ 的中 ��� ２６９０（４３６番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１１．３―１１．８―１１．９―１１．８―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．１―３４．４―４６．２―５８．１―１：０９．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒラボクワイルド �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 Seattle Slew デビュー ２００８．９．１５ 阪神３着

２００６．４．１２生 牡６青鹿 母 ノベンバースルー 母母 November Snow ２６戦７勝 賞金 １４０，４７７，０００円
※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 サウンドアクシス号・スピリタス号・トウショウクラウン号・トーホウチェイサー号・フライングアップル号・

メイショウデイム号・ランチボックス号
※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。

０６０６０ ３月１０日 曇 重 （２４阪神１）第５日 第１２競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１６時１０分 （ダート・右）

牝，１０００万円以下；負担重量は，５５�
本 賞 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

１２ ペパーミントラヴ 牝６芦 ５５ 和田 竜二 �社台レースホース庄野 靖志 千歳 社台ファーム ５１０＋ ６１：５２．５ １１．５�

８１５ トウカイファミリー 牝６黒鹿５５ 秋山真一郎内村 正則氏 野中 賢二 日高 福満牧場 ４４８－ ４ 〃 クビ ２０．６�
５９ エーシンメンフィス 牝４鹿 ５５ 小牧 太�栄進堂 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 ４９６＋ ６１：５２．７１� １４．３�
６１２ メメビーナス 牝５青鹿５５ 武 豊本谷 惠氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 ４８４－ ２１：５３．０１� ４．３�
８１６ メ ー デ イ ア 牝４鹿 ５５ C．デムーロ �社台レースホース笹田 和秀 安平 追分ファーム ４９８± ０１：５３．２１� ２．１�

（伊）

２４ プリティカポレイ 牝５鹿 ５５ 吉田 稔横瀬 寛子氏 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 ４６６＋１６１：５３．３クビ ２１．１	
（愛知）

１１ フォルクスオーパー 牝６栗 ５５ 国分 恭介 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 木原 一良 浦河 宮内牧場 ４８８＋ ４１：５３．６２ １１５．７


２３ メロウメロディ 牝４鹿 ５５ 幸 英明吉田 和子氏 鈴木 孝志 日高 小西ファーム ４９２＋ ４１：５３．９２ ２８．６�
７１４ メイショウスズラン 牝５栗 ５５

５２ ▲森 一馬松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 富田牧場 ４９２± ０１：５４．２１� １４７．７�
６１１ ランブリングローズ 牝５鹿 ５５ 浜中 俊草野 仁氏 藤岡 健一 新ひだか 千代田牧場 ４８４± ０１：５４．６２� １０．１
３５ ホワイトアルバム 牝４芦 ５５ 川田 将雅薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 ５００－ ４１：５４．８１� ２０８．５�
７１３ タガノガルーダ 牝５栗 ５５ 藤田 伸二八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４６４－ ６１：５５．１１� ７１．９�
４８ � バージンサファイヤ 牝６鹿 ５５ 荻野 要泉 一郎氏 嶋田 潤 浦河 馬道 繁樹 ４４４－ ２１：５５．２� ６１２．７�
３６ ビューティーモズ 牝４黒鹿５５ 池添 謙一北側 雅司氏 鮫島 一歩 日高 目黒牧場 ４７６－ ６１：５５．３� １５．１�
５１０ ディアアプローズ 牝４鹿 ５５ 福永 祐一�ノースヒルズ 荒川 義之 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６６＋１４１：５５．７２� ３４．７�
４７ オーパスクイーン 牝５鹿 ５５ N．ピンナ 松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 B５０２－１２１：５７．２９ ３１．３�

（伊）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３９，９６３，６００円 複勝： ６１，９１３，３００円 枠連： ３６，６７４，５００円

馬連： １１９，２７１，１００円 馬単： ６７，２６７，６００円 ワイド： ４５，９４８，３００円

３連複： １４２，９８１，５００円 ３連単： ２６７，１８８，４００円 計： ７８１，２０８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１５０円 複 勝 � ２７０円 � ４００円 � ４４０円 枠 連（１－８） １，３８０円

馬 連 �� ９，４６０円 馬 単 �� １７，０８０円

ワ イ ド �� ２，６２０円 �� ２，０８０円 �� ３，０９０円

３ 連 複 ��� ３９，０４０円 ３ 連 単 ��� ２５３，７８０円

票 数

単勝票数 計 ３９９６３６ 的中 � ２７４３５（４番人気）
複勝票数 計 ６１９１３３ 的中 � ６６０８７（３番人気）� ４００１４（５番人気）� ３５４６２（７番人気）
枠連票数 計 ３６６７４５ 的中 （１－８） １９６６４（５番人気）
馬連票数 計１１９２７１１ 的中 �� ９３１４（２９番人気）
馬単票数 計 ６７２６７６ 的中 �� ２９０８（５５番人気）
ワイド票数 計 ４５９４８３ 的中 �� ４３２３（２７番人気）�� ５４８２（２１番人気）�� ３６４８（３４番人気）
３連複票数 計１４２９８１５ 的中 ��� ２７０３（１１２番人気）
３連単票数 計２６７１８８４ 的中 ��� ７７７（６６５番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．８―１３．６―１２．６―１２．３―１２．４―１２．４―１２．４―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．５―３７．１―４９．７―１：０２．０―１：１４．４―１：２６．８―１：３９．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ペパーミントラヴ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Unbridled デビュー ２００８．１１．１ 京都４着

２００６．３．１９生 牝６芦 母 レッドチリペッパー 母母 Raise a Carter ２６戦３勝 賞金 ４３，６９５，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔発走状況〕 フォルクスオーパー号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
※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。



（２４阪神１）第５日 ３月１０日（土曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
重

競走回数 １２回 出走頭数 １６０頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２５９，６４０，０００円
７，２６０，０００円
１，８９０，０００円
２３，７８０，０００円
５５，６３１，５００円
５，１３０，２００円
１，５３６，０００円

勝馬投票券売得金
３２６，６１７，４００円
５６７，４１１，３００円
２２１，２７９，０００円
８７３，６９３，０００円
５７１，７２２，０００円
３５０，９０６，９００円
１，１３６，０６１，８００円
２，２９５，２８５，８００円

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 ６，３４２，９７７，２００円

総入場人員 １２，３１４名 （有料入場人員 １１，５２４名）


