
０６０２５ ３月４日 晴 稍重 （１８阪神１）第３日 第１競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０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

１：４８．５
１：４８．４

重

重

７１２� キアヌバローズ 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠猪熊 広次氏 中竹 和也 門別 シンコーファーム B４９８－ ６１：５７．８ ３３．６�

８１４� ギャラクシーキッド 牡３芦 ５６ 高山 太郎�槇本牧場 佐藤 全弘 門別 槇本牧場 ４４６－ ８１：５７．９� １７２．２�
８１３� ルルドウォーター 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 門別 信育成牧場 ４５０－１０１：５８．２２ ９．９�
６９ � ニットウサラン 牝３鹿 ５４ 佐久間寛志�日東牧場 梅田 康雄 浦河 日東牧場 ４３２－ ８１：５８．３� ９８．６�
５７ � デンコウミサイル 牡３栗 ５６ 安部 幸夫田中 康弘氏 鶴留 明雄 三石 平岩牧場 ４９４± ０１：５８．５１� ２３．６�

（愛知）

４６ �� ナ リ タ ベ ガ 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己山路 秀則氏 藤沢 則雄 白老 白老ファーム ５０４± ０ 〃 ハナ ２．８�
２２ � ゼンノコルモ 牡３鹿 ５６ 千田 輝彦大迫久美子氏 藤岡 範士 えりも えりもホースクラブ ４７８－ ２１：５９．０３ ４．９	
７１１� スズカダーク 牡３鹿 ５６ 武 豊永井 啓弍氏 武 宏平 門別 本間牧場 ４４２－ ４１：５９．２１� ２．４

１１ � セフティグランプリ 牡３鹿 ５６

５５ ☆川田 将雅池田 實氏 崎山 博樹 白老 習志野牧場 ４７６－１２１：５９．３� ５６．７�
６１０�� フィールドイレブン 牡３栗 ５６ 幸 英明地田 勝三氏 飯田 雄三 三石 畑端牧場 ４７０± ０１：５９．４� １８９．６�
４５ � コスミックパワー 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎まるも組合 木原 一良 門別 広富牧場 ４５０－ ６１：５９．５� ４３．５
５８ � ナムラシートン 牡３鹿 ５６ 川原 正一奈村 信重氏 目野 哲也 静内 伊藤 明 ４５４＋ ２１：５９．８１� １０５．８�

（兵庫）

３３ �� コウエイゴールド 	３鹿 ５６ 藤岡 佑介伊藤 博文氏 田所 清広 三石 平野牧場 ４６８＋ ４２：００．２２� ４５．７�
３４ �� スナークブルート 牡３栗 ５６ 金折 知則杉本仙次郎氏 川村 禎彦 新冠 坂元 芳春 ４９８－ ６２：００．７３ ６２５．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １５，００６，１００円 複勝： １７，０１８，６００円 枠連： １５，３８９，２００円

普通馬連： ５８，５８１，６００円 馬単： ５８，１９１，２００円 ワイド【拡大馬連】： １７，８３８，８００円

３連複： ８２，６８０，２００円 ３連単： 発売なし 計： ２６４，７０５，７００円

払 戻 金

単 勝 � ３，３６０円 複 勝 � １，１２０円 � ３，４４０円 � ３５０円 枠 連（７－８） １，０７０円

普通馬連 �� １１６，２２０円 馬 単 �� １７８，２００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２５，６５０円 �� ４，１６０円 �� ９，９１０円

３ 連 複 ��� ２０８，９７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １５００６１ 的中 � ３５２５（６番人気）
複勝票数 計 １７０１８６ 的中 � ３８２９（９番人気）� １１８３（１２番人気）� １４８６３（４番人気）
枠連票数 計 １５３８９２ 的中 （７－８） １０７０５（５番人気）
普通馬連票数 計 ５８５８１６ 的中 �� ３７２（６９番人気）
馬単票数 計 ５８１９１２ 的中 �� ２４１（１２５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７８３８８ 的中 �� １７０（７０番人気）�� １０６４（３０番人気）�� ４４２（５１番人気）
３連複票数 計 ８２６８０２ 的中 ��� ２９２（１８２番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．９―１３．７―１３．７―１３．７―１３．５―１２．６―１２．３―１３．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．５―３８．２―５１．９―１：０５．６―１：１９．１―１：３１．７―１：４４．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．２―３F３８．７
１
３
１３，１４（６，１１）（３，８，７，１２）（２，１０）５，１，９，４・（１３，１４）（６，１１）（８，７，１２）３（２，１０）（５，９）１，４

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

勝馬の
紹 介

�キアヌバローズ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー ２００６．２．１１ 京都６着

２００３．５．１６生 牡３黒鹿 母 シンコウリアル 母母 プレイメイト ２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。



０６０２６ ３月４日 晴 稍重 （１８阪神１）第３日 第２競走 ��
��１，２００�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 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．７
１：０９．１

重

不良

５８ � トーホウテンショウ 牡３鹿 ５６ 川原 正一東豊物産� 柴田 光陽 新冠 ハシモトフアーム ４３２－ ２１：１５．０ ２５．６�
（兵庫）

５９ � アンクルストロング 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己塚本 能交氏 田島 良保 米 Dinwiddie
Farm ４９２－１２１：１５．１� １０．１�

３４ � リリウオカラニ 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠 �グリーンファーム 松田 国英 米 James M.
Herbener Jr. B４６８＋ ８１：１５．８４ ２．６�

４６ 	 イイデカミノヤマ 牡３鹿 ５６
５５ ☆川田 将雅 �アールエスエーカントリ岡田 稲男 三石 元茂牧場 ４２２－ ４１：１５．９
 １６３．４�

６１１� レオンハルト 牡３黒鹿５６ 渡辺 薫彦岩� 僖澄氏 西橋 豊治 浦河 日田牧場 ４２２＋ ２ 〃 ハナ ４１７．９�
３５ � サバンナガール 牝３栗 ５４ 藤田 伸二平井 豊光氏 湯浅 三郎 米 Winches-

ter Farm ４５２－ ８１：１６．０クビ ２．９�
８１４ マイティーキラー 牡３栗 ５６ 内田 浩一小川 勲氏 宮 徹 新冠 細川農場 ４９８－ ４ 〃 ハナ １８．４	
１１ 	 シゲルキタハマ 牡３鹿 ５６ 川島 信二森中 蕃氏 大根田裕之 門別 竹中 哲 ４９８＋ ６ 〃 ハナ １９．９

７１３ ネヴァベーカリー 牡３鹿 ５６ 武 豊�ピーアンドピー伊藤 正徳 新冠 川上牧場 ４６４－ ２ 〃 クビ ６．６�
８１５� ミサトテイオー 牡３鹿 ５６

５３ ▲中村 将之戸部 洋氏 佐々木晶三 静内 伊藤 昭次 ４４８＋１０１：１６．１クビ １２１．１�
６１０� ミスチバスペニー 牝３栗 ５４ 荻野 要昴ホースクラブ 福島 信晴 門別 藤本 友則 ４１２＋ ６１：１７．２７ ７７７．６
２２ � カシノスパンコール 牝３鹿 ５４ 西原 玲奈柏木 務氏 須貝 彦三 鹿児島 柏木 務 ４３２－ ８ 〃 クビ ２５１．２�
２３ モルゲンシチー 牡３栗 ５６ 幸 英明 �友駿ホースクラブ 清水 出美 門別 富川田中牧場 ４６８＋ ２１：１７．８３� ２２．４�
７１２� マキオライアン 牡３鹿 ５６ 安部 幸夫阪口 享氏 五十嵐忠男 新冠 メイタイ牧場 ４５２＋ ９１：１８．３３ ４８３．１�

（愛知）

４７ ア ス パ イ ア 牡３鹿 ５６ 本田 優 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 小野 幸治 門別 白井牧場 ４３０－２０ （競走中止） １６．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １８，４５２，３００円 複勝： １８，９８２，０００円 枠連： ２０，９５７，３００円

普通馬連： ５７，８０４，３００円 馬単： ５２，４９７，７００円 ワイド【拡大馬連】： １７，９７３，４００円

３連複： ７７，３９９，８００円 ３連単： 発売なし 計： ２６４，０６６，８００円

払 戻 金

単 勝 � ２，５６０円 複 勝 � ３１０円 � ２５０円 � １６０円 枠 連（５－５） ５，８３０円

普通馬連 �� ４，８８０円 馬 単 �� １１，７００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２９０円 �� ９３０円 �� ５４０円

３ 連 複 ��� ６，０１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８４５２３ 的中 � ５６９９（９番人気）
複勝票数 計 １８９８２０ 的中 � １４１５９（５番人気）� １８４４７（４番人気）� ３８６６２（２番人気）
枠連票数 計 ２０９５７３ 的中 （５－５） ２６５７（１７番人気）
普通馬連票数 計 ５７８０４３ 的中 �� ８７５１（２２番人気）
馬単票数 計 ５２４９７７ 的中 �� ３３１３（４８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７９７３４ 的中 �� ３２９９（１８番人気）�� ４７１６（１０番人気）�� ８６９４（５番人気）
３連複票数 計 ７７３９９８ 的中 ��� ９５０８（２３番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１２．０―１２．６―１２．８―１３．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．８―３５．８―４８．４―１：０１．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．２―３F３９．２
３ ・（１，５，９）（４，１４）－１１（２，８）（１０，１５）１２，３（６，１３）７ ４ １，５（４，９，１４）－（８，１１）－（２，１５）１０－（１２，１３）７（３，６）

勝馬の
紹 介

�トーホウテンショウ �
�
父 バブルガムフェロー �

�
母父 キャロルハウス デビュー ２００５．６．２６ 阪神１０着

２００３．３．１０生 牡３鹿 母 グローバルカード 母母 グローバルダイナ ６戦１勝 賞金 ６，２５０，０００円
〔競走中止〕 アスパイア号は，競走中に疾病〔寛骨々折〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※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。



０６０２７ ３月４日 晴 稍重 （１８阪神１）第３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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

６１１�� テンシノコンコルド 牡３青 ５６
５３ ▲中村 将之杉谷 枡夫氏 田所 秀孝 門別 法理牧場 ５００＋ ８１：２６．６ ２．６�

８１４ ウインザタロー 牡３栗 ５６ 柴原 央明�田 三郎氏 崎山 博樹 浦河 出口 宜己 ４９０± ０１：２７．９８ ４８．６�
４７ エバープリンス 牡３鹿 ５６ 武 豊永野千枝子氏 矢野 照正 静内 飛野牧場 ４７４－１２１：２８．０クビ ７．１�
５８ オーキッドコート 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥川上 哲司氏 目野 哲也 門別 竹中 哲 ４５４－ ６ 〃 クビ ３４９．４�
７１３� ミスターキセキ 牡３鹿 ５６ 本田 優廣嶋 誠二氏 中尾 正 静内 漆原 正道 ４７２± ０１：２８．２１� ２０．４�
２２ � メダルハンター 牡３栗 ５６ 藤田 伸二幅田 昌伸氏 岡田 稲男 門別 菊地牧場 ４８８－ ２１：２８．５１� １０．５�
２３ バンジーガム 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠幅田 昌伸氏 白井 寿昭 浦河 日の出牧場 ４５４－１２ 〃 ハナ １７．２�
４６ グッドバニラ 牝３鹿 ５４

５３ ☆川田 将雅杉立 恭平氏 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ４１６－ ２１：２９．０３ ９．８	
３４ アゲンルネッサンス 牡３黒鹿５６ 幸 英明中澤 幸幹氏 高橋 裕 門別 下河辺牧場 ５１８－ ６１：２９．１� ３０１．５

５９ スズカアトラス 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 ４８４＋ ８１：２９．２クビ ３．０�
６１０ ソリッドスウィート 牡３鹿 ５６

５３ ▲北村 友一山上 和良氏 田島 良保 浦河 カナイシスタッド ５１６－ ６１：２９．３� ３３３．１�
７１２ ヴァリアントソウル 牡３黒鹿５６ 川原 正一下河辺牧場 佐々木晶三 静内 原 忠夫 ４８８＋ １１：２９．４クビ １０６．８�

（兵庫）

８１５ ク ニ ノ オ ー 牡３黒鹿５６ 小坂 忠士國立 治氏 境 直行 青森 織笠 時男 ４７６－ ４ 〃 クビ ２５８．２�
１１ � スペシャルネイム 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎 社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム ４７２± ０１：２９．８２� ２６．６�
３５ ランドビーム 牡３黒鹿５６ 安部 幸夫木村 善一氏 安達 昭夫 門別 日西牧場 ５０２－ ６１：３０．０１� ３３９．４�

（愛知）

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２２，５６８，０００円 複勝： ２２，８０６，４００円 枠連： ２４，３４３，１００円

普通馬連： ７７，７９１，５００円 馬単： ６７，１８１，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，３９８，４００円

３連複： １０７，６０２，２００円 ３連単： 発売なし 計： ３４３，６９０，６００円

払 戻 金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １９０円 � ９２０円 � ２２０円 枠 連（６－８） ７，０７０円

普通馬連 �� ７，４４０円 馬 単 �� １０，２６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，１９０円 �� ６００円 �� ３，７９０円

３ 連 複 ��� ２１，６２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２２５６８０ 的中 � ７０４９７（１番人気）
複勝票数 計 ２２８０６４ 的中 � ３９０１７（２番人気）� ４９５３（９番人気）� ２９９６３（３番人気）
枠連票数 計 ２４３４３１ 的中 （６－８） ２５４２（２０番人気）
普通馬連票数 計 ７７７９１５ 的中 �� ７７２１（２７番人気）
馬単票数 計 ６７１８１０ 的中 �� ４８３５（４５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１３９８４ 的中 �� ２３４２（２８番人気）�� ９４３４（６番人気）�� １３３０（３５番人気）
３連複票数 計１０７６０２２ 的中 ��� ３６７４（６４番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．７―１１．９―１２．８―１３．１―１２．４―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．１―３５．０―４７．８―１：００．９―１：１３．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�
�
テンシノコンコルド �

�
父 フサイチコンコルド �

�
母父 Private Account デビュー ２００５．１１．５ 京都３着

２００３．３．２生 牡３青 母 タブロイドタトル 母母 Top News ３戦１勝 賞金 ８，８００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １１時１５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。



０６０２８ ３月４日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（１８阪神１）第３日 第４競走 ３，０００�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時４０分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，４歳５９�５歳以上６０�，牝馬２�減
本 賞 ８，５００，０００円 ３，４００，０００円 ２，１００，０００円 １，３００，０００円 ８５０，０００円� コースレコード３：１６．３良・良

５７ � ウインタクティクス 牡５鹿 ６０
５７ ▲中村 将之�ウイン 谷 潔 静内 坂本 春信 ４８６－ ４３：２１．２ ６．９�

３３ � バンジョーブルー 牡５栗 ６０ 植野 貴也才高 信安氏 服部 利之 浦河 馬道 繁樹 ４７０－ ２３：２１．５２ １３．９�
２２ � テイエムサムライ 牡４栗 ５９ 出津 孝一竹園 正繼氏 新川 恵 浦河 丸幸小林牧場 ４９０－ ２３：２２．１３� ３．２�
４６ ラブアフェアー 牡４黒鹿５９ 高田 潤�協栄 瀬戸口 勉 門別 日高大洋牧場 ４７２± ０ 〃 クビ ２４．１�
６１０ ブレーブティック 牡８鹿 ６０ 江田 勇亮�中山牧場 武藤 善則 浦河 中山牧場 ４７０－ ６３：２２．４１� ２６．８�
３４ サフランブリザード 牡７黒鹿６０ 金折 知則海原 聖一氏 松元 茂樹 平取 高橋 啓 ４８４－１０３：２２．６１� ２．７	
４５ マルブツトルネード 牡４鹿 ５９ 今村 康成大澤 毅氏 岡田 稲男 浦河 松田 憲一 ４５０＋ ４３：２２．８１ ４９．７

８１４ フジヤマヘイザン 牡４鹿 ５９ 白浜 雄造藤本 龍也氏 小島 貞博 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７０－ ６３：２３．８６ ７３．１�
７１１ プロメテウス 牡４鹿 ５９ 宇田登志夫 �ノースヒルズマネ

ジメント 武田 博 門別 下河辺牧場 ４６２－ ６３：２５．８大差 １４８．７�
８１３� アグネスモナク 牡４鹿 ５９ 仲田 雅興渡辺 孝男氏 湯窪 幸雄 千歳 社台ファーム ４６４± ０３：２５．９� ６１．６
６９ � カノヤバトルクロス 牡７芦 ６０ 西谷 誠神田 薫氏 坂口 正則 新冠 小泉牧場 ５００＋ ４３：２７．１７ ５．３�
５８ パントレスズカ 牡４鹿 ５９ 北沢 伸也永井 啓弍氏 橋田 満 鵡川 新井牧場 ４４８－２０３：３０．７大差 １３６．９�
１１ � メイショウピューマ 牡５鹿 ６０ 白坂 聡松本 好雄氏 高橋 隆 浦河 大島牧場 ４８４＋ ２３：３７．０大差 ２２５．４�
７１２� ドラージェイ 牡７鹿 ６０ 石山 繁名古屋友豊� 木原 一良 早来 ノーザンファーム ４６０－１２ （競走中止） ８５．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １４，８１２，８００円 複勝： １３，９６０，３００円 枠連： ２０，６２５，７００円

普通馬連： ５２，７７９，７００円 馬単： ５２，７３９，０００円 ワイド【拡大馬連】： １５，３３８，８００円

３連複： ８７，６４３，９００円 ３連単： 発売なし 計： ２５７，９００，２００円

払 戻 金

単 勝 � ６９０円 複 勝 � ２００円 � ２４０円 � １６０円 枠 連（３－５） ６７０円

普通馬連 �� ３，０３０円 馬 単 �� ５，０２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９７０円 �� ３８０円 �� ６８０円

３ 連 複 ��� ３，０９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １４８１２８ 的中 � １６９８０（４番人気）
複勝票数 計 １３９６０３ 的中 � １７７０４（４番人気）� １３６２９（５番人気）� ２７７８１（２番人気）
枠連票数 計 ２０６２５７ 的中 （３－５） ２２７４３（３番人気）
普通馬連票数 計 ５２７７９７ 的中 �� １２８８３（１０番人気）
馬単票数 計 ５２７３９０ 的中 �� ７７６８（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５３３８８ 的中 �� ３６９２（９番人気）�� １０８７１（４番人気）�� ５４９２（８番人気）
３連複票数 計 ８７６４３９ 的中 ��� ２０９４７（８番人気）

上り １マイル １：４６．６ ４F ５２．０－３F ３９．８
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ウインタクティクス �
�
父 タヤスツヨシ �

�
母父 スラヴィック デビュー ２００３．８．１７ 札幌４着

２００１．４．５生 牡５鹿 母 サンライズロッチ 母母 シバドリーム 障害：２戦１勝 賞金 １０，６００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １１時４５分に変更。
〔競走中止〕 ドラージェイ号は，１周目７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１１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１１頭 アグネスハット号・シャンパンスノー号・セイウンバンチョー号・ニシノジュエリー号・ニシノニシーノ号・

ニホンピロブレイブ号・マイゴッドウェーブ号・マルブツトップ号・マルヨウィザード号・マンオブレジェンド号・
レヴァンテ号



０６０２９ ３月４日 晴 稍重 （１８阪神１）第３日 第５競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１２時３０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

１：０９．７
１：０９．１

重

不良

１２ � ノープロブレム 牡３栗 ５６ 藤田 伸二上田 宗義氏 昆 貢 新冠 ムラカミファーム ４５８ ―１：１４．８ ６．６�

２４ � スズカゲスト 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦永井 啓弍氏 南井 克巳 三石 仲野牧場 ５３４ ―１：１５．３３ ９．６�
６１１� クイッククイック 牡３鹿 ５６ 武 英智澤 洋氏 田所 清広 静内 山際 智 ４６２ ― 〃 クビ ８．９�
８１５ クリスタルタイム 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義谷水 雄三氏 松田 国英 静内 カントリー牧場 ４０２ ―１：１５．５１� ２４．５�
４７ � グリフィンアイズ 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己岩� 僖澄氏 飯田 雄三 新冠 坂元牧場 ４７０ ― 〃 ハナ ２．７�
１１ � ビートバリュー 牡３栗 ５６ 川島 信二 �ノースヒルズマネ

ジメント 岡田 稲男 静内 野坂牧場 ５０８ ―１：１５．７１� ２０．２�
５９ �� ユ ウ キ イ チ 牡３黒鹿５６ 高橋 亮ちきり組合 太宰 義人 静内 原 伸幸 ４６４ ―１：１６．５５ １２７．６	
３５ ジョーアドベンチャ 牡３栗 ５６ 秋山真一郎上田けい子氏 大橋 勇樹 浦河 馬道 隆 ４９２ ―１：１６．７１	 ６２．６

７１３ アソビゴコロ 牝３鹿 ５４ 柴原 央明小田切有一氏 田中 章博 静内 タイヘイ牧場 ４７２ ―１：１７．０１
 １２．４�
５１０� トシツカサオー 牡３栗 ５６ 本田 優上村 叶氏 西浦 勝一 浦河 浦河小林牧場 ５０４ ― 〃 ハナ ６２．７�
２３ マリンウィッシュ 牝３鹿 ５４

５１ ▲中村 将之西浦 和男氏 谷 潔 浦河 丸幸小林牧場 ４６２ ―１：１７．９５ １４１．６
６１２ ユウキオペラオー 牡３栗 ５６ 幸 英明ちきり組合 梅田 康雄 門別 日西牧場 ４７２ ―１：１８．２２ １０２．７�
８１６ メモリープリモ 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠�シンザンクラブ 柴田 光陽 浦河 谷川牧場 ４８２ ―１：１８．６２	 ３．６�
４８ パープルサンバ 牡３鹿 ５６ 川原 正一中野 銀十氏 境 直行 浦河 鵜木 唯義 ４６４ ―１：１９．１３ ２２９．４�

（兵庫）

３６ � エスティラール 牡３鹿 ５６ 小坂 忠士木稲 安則氏 田所 清広 苫小牧 藤沢 武雄 ４４８ ―１：２０．２７ ３０１．１�
７１４� トーアライズ 牝３鹿 ５４ 小林 徹弥吉永 藤雄氏 目野 哲也 鹿児島 吉永牧場 ４１６ ―１：２０．７３ ３５１．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，８３９，２００円 複勝： １４，２９４，８００円 枠連： １９，６４５，７００円

普通馬連： ５４，３８９，４００円 馬単： ５３，６７８，２００円 ワイド【拡大馬連】： １４，１５７，２００円

３連複： ７１，５０４，４００円 ３連単： 発売なし 計： ２４５，５０８，９００円

払 戻 金

単 勝 � ６６０円 複 勝 � ２２０円 � ２４０円 � ２４０円 枠 連（１－２） １，６３０円

普通馬連 �� ２，３６０円 馬 単 �� ３，７５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８１０円 �� ８２０円 �� ７８０円

３ 連 複 ��� ４，１２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７８３９２ 的中 � ２１３３８（３番人気）
複勝票数 計 １４２９４８ 的中 � １７８９２（３番人気）� １６１４８（４番人気）� １５８０５（５番人気）
枠連票数 計 １９６４５７ 的中 （１－２） ８８９８（９番人気）
普通馬連票数 計 ５４３８９４ 的中 �� １７０４１（１１番人気）
馬単票数 計 ５３６７８２ 的中 �� １０５７６（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４１５７２ 的中 �� ４３０１（９番人気）�� ４２７５（１０番人気）�� ４４９５（８番人気）
３連複票数 計 ７１５０４４ 的中 ��� １２８２１（１５番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．１―１２．４―１２．４―１２．５―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．９―２４．０―３６．４―４８．８―１：０１．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ノープロブレム �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 ナリタブライアン 初出走

２００３．３．３０生 牡３栗 母 ユーワオトメ 母母 スプリングシャワー １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エスティラール号・トーアライズ号は，平成１８年４月４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。
（非当選馬） ５頭 サクライヤーワン号・シゲルトウショウ号・スズカウエスト号・ミッキーステージ号・ワンダークラフティ号
※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。



０６０３０ ３月４日 晴 稍重 （１８阪神１）第３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
１：４８．４

重

重

６９ フレンドシップ 牡３鹿 ５６
５５ ☆川田 将雅吉田 照哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ５０２－ ４１：５４．９ ６．１�

１１ サンライズレクサス 牡３栗 ５６ 武 豊松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 ４４０± ０１：５５．５３� ２．５�
５６ � ヤシャオーキセキ 牡３青鹿５６ 岩田 康誠北村実地子氏 古川 平 浦河 向別牧場 ５０４± ０ 〃 クビ ３．３�
７１１�� マルタカタキオン 牡３栗 ５６ 本田 優高橋 義和氏 池添 兼雄 新冠 北星村田牧場 ４６４－ ８１：５６．２４ １７．８�
８１２� グッドフロマージュ 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介杉立 恭平氏 宮 徹 新冠 アラキフアーム ４８２－ ６１：５６．４１	 ７６．１�
６８ � マイネルファーマ 牡３栗 ５６ 秋山真一郎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 三石 山際牧場 ４６４－ ２１：５７．０３� ２６．２�
４５ �� アドラーブルキス 牝３栗 ５４ 幸 英明吉田 勝利氏 梅田 康雄 帯広 十勝ケンタウ

ルスファーム ４１４－ ２１：５８．０６ １６６．５	
４４ マイネルテセウス 牡３鹿 ５６ 安部 幸夫 �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 ４４６＋ ２ 〃 ハナ ３２．４

（愛知）

２２ � ヤマニンファビュル 牝３栗 ５４ 小池 隆生土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 ４９０＋ ２ 〃 アタマ ９．６�
３３ 
 ラストクルセイダー 牡３栃栗 ５６

５３ ▲中村 将之前田 幸治氏 松元 茂樹 米
James Perrone &
Karen Perrone &
Spendthrift Farm

４９８－ ４ 〃 ハナ １６２．８�
８１３
 エイシンハンニバル 牡３青鹿５６ 上村 洋行平井 豊光氏 中竹 和也 米 Winches-

ter Farm ４６０＋ ４１：５８．３１� ３４６．３
５７ � ビーオブザバン 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 早来 ノーザンファーム ５０２± ０１：５８．９３� ８．４�
７１０� ブラックソフィア 牝３鹿 ５４ 柴原 央明黒岩 晴男氏 安田伊佐夫 門別 白井牧場 ５０２－ ６１：５９．１１	 ４９７．５�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２７，９００，４００円 複勝： ３０，２４５，９００円 枠連： ２７，７６３，８００円

普通馬連： ９３，２５０，２００円 馬単： ９３，６５７，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，５２３，４００円

３連複： １１４，９９８，６００円 ３連単： 発売なし 計： ４１３，３３９，７００円

払 戻 金

単 勝 � ６１０円 複 勝 � １４０円 � １２０円 � １６０円 枠 連（１－６） ５５０円

普通馬連 �� ６４０円 馬 単 �� １，６００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２９０円 �� ２９０円 �� ３００円

３ 連 複 ��� １，１９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２７９００４ 的中 � ３６６１２（３番人気）
複勝票数 計 ３０２４５９ 的中 � ６０４５９（２番人気）� ８０５４５（１番人気）� ４１９９６（３番人気）
枠連票数 計 ２７７６３８ 的中 （１－６） ３７３３８（２番人気）
普通馬連票数 計 ９３２５０２ 的中 �� １０８１９５（１番人気）
馬単票数 計 ９３６５７４ 的中 �� ４３３３７（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５５２３４ 的中 �� ２１９４６（２番人気）�� ２２４９３（１番人気）�� ２０９２２（３番人気）
３連複票数 計１１４９９８６ 的中 ��� ７１３５２（１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．８―３７．０―５０．５―１：０３．７―１：１６．４―１：２８．９―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―３F３８．５
１
３
１３（１，７）２－（３，４，１１）１０，５，９，８（６，１２）・（１３，１）（７，１１）２，３（４，１０）９（５，８）－１２，６

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

勝馬の
紹 介

フレンドシップ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 Stalwart デビュー ２００５．８．２１ 札幌７着

２００３．５．９生 牡３鹿 母 フレンドリービューティ 母母 Fredaq ６戦２勝 賞金 １６，０００，０００円
〔制裁〕 ヤマニンファビュル号の騎手小池隆生は，１コーナーで外側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。

マルタカタキオン号の騎手本田優は，３コーナーで内側に斜行したことについて戒告。
※ヤマニンファビュル号は，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。



０６０３１ ３月４日 晴 良 （１８阪神１）第３日 第７競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳
発走１３時３０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

１：５８．１
１：５６．４

良

良

８１０ アドマイヤメイン 牡３栗 ５６ 武 豊近藤 利一氏 橋田 満 早来 ノーザンファーム ４９４－ ４２：００．９ １．６�

７７ � アペリティフ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠 �ノースヒルズマネ
ジメント 坪 憲章 千歳 社台ファーム ４９２－ ４２：０２．４９ ３．１�

４４ � マイネルオレア 牡３栗 ５６ 川島 信二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 安藤 正敏 新冠 コスモビューファーム ４８８－ ４２：０３．６７ ９．５�

８９ � ベルジュール 牡３栗 ５６ 藤田 伸二 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム ４５６－ ２２：０３．７� ８．７�
２２ � ラッセルバローズ 牡３鹿 ５６ 幸 英明猪熊 広次氏 中竹 和也 静内 今 牧場 ４８６－１０２：０３．８� ３３．６�
３３ � ウエスタンホーク 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆川田 将雅西川 賢氏 崎山 博樹 静内 北西牧場 ４０４－ ２２：０４．４３� ３２．８	
７８ � カルストンペースオ 牡３芦 ５６ 川原 正一清水 貞光氏 中塚 猛 浦河 村下 貞憲 ４１４－ ２２：０４．５� ２１３．８


（兵庫） （兵庫）

６６ � インパクトワン 牡３黒鹿５６ 安部 幸夫�ジェイルハウス藤ヶ崎一男 門別 中川 哲也 ４４４－ ４２：０６．０９ ３４８．３�
（愛知） （愛知）

１１ �� スマートスナイパー 牡３青鹿５６ 蛯名 正義大川 徹氏 畠山 吉宏 静内 高橋 誠次 ４７０－ ８２：０７．１７ ９１．６�

（９頭）
５５ �� テンシノゴールド 牡３鹿

５６
５３ ▲中村 将之杉谷 枡夫氏 橋口弘次郎 門別 北海牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ３０，９７７，１００円 複勝： ２０，３９４，０００円 枠連： ２１，２５７，４００円

普通馬連： ７６，８８２，９００円 馬単： １２１，４０８，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，４７８，４００円

３連複： １１４，３９０，１００円 ３連単： 発売なし 計： ４０７，７８８，８００円

払 戻 金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １００円 � １１０円 � １３０円 枠 連（７－８） １７０円

普通馬連 �� ２１０円 馬 単 �� ２９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １２０円 �� １７０円 �� １９０円

３ 連 複 ��� ３３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３０９７７１ 的中 � １５６２７３（１番人気）
複勝票数 計 ２０３９４０ 的中 � ８３５１６（１番人気）� ４９２１５（２番人気）� ２９１７１（３番人気）
枠連票数 計 ２１２５７４ 的中 （７－８） ９７８２７（１番人気）
普通馬連票数 計 ７６８８２９ 的中 �� ２７８９５０（１番人気）
馬単票数 計１２１４０８９ 的中 �� ３１４０５０（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２４７８４ 的中 �� ６５４０８（１番人気）�� ２７７９６（２番人気）�� ２３３６４（３番人気）
３連複票数 計１１４３９０１ 的中 ��� ２６３６０７（１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．９―２４．５―３６．５―４８．５―１：００．３―１：１２．３―１：２４．４―１：３６．５―１：４８．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤメイン 
�
父 サンデーサイレンス 

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２００５．９．１８ 阪神２着

２００３．３．１３生 牡３栗 母 プロモーション 母母 アサーション ７戦２勝 賞金 ２８，００１，０００円
〔出走取消〕 テンシノゴールド号は，疾病〔舌部裂創〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 インパクトワン号・スマートスナイパー号は，平成１８年４月４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。



０６０３２ ３月４日 晴 稍重 （１８阪神１）第３日 第８競走 ��
��１，４００�サラブレッド系４歳以上

発走１４時００分 （ダート・右）
４歳５００・５歳以上１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減，１８．２．４以降４歳５００・
５歳以上１，０００万円以下の条件以上の一般競走の１着馬は１�増，特別競走の１着馬は
２�増
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．９

重

重

４８ � シルクヴェルリッツ 牡４鹿 ５７ 幸 英明有限会社シルク音無 秀孝 新冠 中本牧場 ４６２± ０１：２５．５ ９．８�

８１６� エアファンタジスタ 	５鹿 ５７ 藤岡 佑介 �ラッキーフィールド伊藤 雄二 千歳 社台ファーム ４６６－ ２ 〃 クビ ９４．０�
６１１
 セイウンビバーチェ 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠西山 茂行氏 田所 秀孝 米 Sez Who Thor-

oughbreds ５２０－ ２１：２５．６クビ ５．２�
７１３ ソフトパワー 牡４鹿 ５７ 藤田 伸二中澤 幸幹氏 高橋 裕 門別トヨサトアライファーム ４９０－ ６ 〃 クビ ４６．７�
２４ � アグネスレプトン 牡５鹿 ５８

５５ ▲中村 将之渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４６０－ ２１：２６．０２� ９．５�
１２ 
 ダイシンチャンス 牡５芦 ５７ 高橋 亮大八木信行氏 太宰 義人 米 Lothenbach

Stables Inc ４９６＋ ２１：２６．３１ ３５．７�
６１２� マイネルラファエロ 牡５栗 ５７ 石橋 守 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 柴田 政見 門別 道見牧場 ５４４＋１０ 〃 ハナ ３８．１	
８１５� アドマイヤレオン 牡６鹿 ５７ 武 豊近藤 利一氏 橋田 満 追分 追分ファーム ５２６－ ２１：２６．５１� １．８

５９ シュペールサンバ 	５黒鹿５７ 柴原 央明釘田 静義氏 藤沢 則雄 静内 大滝 康晴 ４９４－ ４１：２６．６� ４５３．５�
３５ 
� アタゴタイヨウ 牡５鹿

５７
５６ ☆川田 将雅坪野谷和平氏 中野 栄治 米 Swifty

Farms, Inc. ４６２－１６１：２６．７クビ １８７．０�
５１０
 イ キ オ イ 牡５栗 ５７ 本田 優寺田 寿男氏 清水 出美 米

Phillip F. McCarthy, West
Coast Stables, P&J
Farms & Lynn Jones

B５１８－ ４ 〃 クビ ３７．３
７１４
 パワーホール 牡６黒鹿５７ 石山 繁 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松元 茂樹 米
Daniel Teinowitz,Garda Thor-
oughbreds,Albatroz Bloodstock
& Ashford Stu

４８２± ０１：２７．２３ ４１１．２�
１１ � ビッグアラミス 牡４黒鹿５７ 安藤 勝己�ビッグ 中尾 秀正 浦河 細道牧場 ４６０＋ ２１：２７．４１� １５．８�
４７ 
 ウォーターバロン 牡５黒鹿５７ 蛯名 正義山岡 良一氏 武 邦彦 米 Kotaro

Tanaka ５０４－ ２ 〃 クビ ９．８�
３６ レッツサーパス 牡５鹿 ５７ 川島 信二前田 晋二氏 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント ５１２＋ ６１：２８．５７ ３１３．９�
２３ ノースロドリゴ 牡５鹿 ５７ 安部 幸夫北村実地子氏 古川 平 三石 タガミファーム ５２０－１２１：２８．６クビ ３０２．９�

（愛知）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２９，６３５，８００円 複勝： ３４，１５３，１００円 枠連： ２９，３０４，３００円

普通馬連： １１３，５４７，８００円 馬単： １０３，１６５，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，７７０，０００円

３連複： １４９，８４３，８００円 ３連単： 発売なし 計： ４８７，４２０，６００円

払 戻 金

単 勝 � ９８０円 複 勝 � ２４０円 � １，４３０円 � ２４０円 枠 連（４－８） ３５０円

普通馬連 �� ２３，４３０円 馬 単 �� ３８，２５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５，５３０円 �� ９２０円 �� ５，４９０円

３ 連 複 ��� ４５，９３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２９６３５８ 的中 � ２３８４６（５番人気）
複勝票数 計 ３４１５３１ 的中 � ４２０１４（２番人気）� ５０１３（１１番人気）� ４１８８６（３番人気）
枠連票数 計 ２９３０４３ 的中 （４－８） ６３４８０（１番人気）
普通馬連票数 計１１３５４７８ 的中 �� ３５７７（４４番人気）
馬単票数 計１０３１６５８ 的中 �� １９９１（７９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７７７００ 的中 �� １２０６（４４番人気）�� ７８３８（７番人気）�� １２１６（４３番人気）
３連複票数 計１４９８４３８ 的中 ��� ２４０８（１０２番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．７―１１．７―１２．２―１２．４―１２．７―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．２―３４．９―４７．１―５９．５―１：１２．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�シルクヴェルリッツ �
�
父 アドマイヤベガ �

�
母父 Danzig デビュー ２００４．７．１７ 新潟４着

２００２．１．２７生 牡４鹿 母 シルクフレアー 母母 Jet Route １１戦２勝 賞金 ２１，９５０，０００円
〔３走成績による出走制限〕 パワーホール号は，平成１８年４月４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。
（非当選馬） １頭 ヒカルマチェンドラ号
（非抽選馬） ４頭 カシマワールド号・コウエイフウリンカ号・ジャイロスコープ号・ホッコーランチャー号
※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。



０６０３３ ３月４日 晴 良 （１８阪神１）第３日 第９競走 ��
��２，５００�

あ わ じ

淡 路 特 別
発走１４時３５分 （芝・右）
４歳１，０００・５歳以上２，０００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�
減，１８．２．４以降４歳１，０００・５歳以上２，０００万円以下の条件以上の特別競走の１着馬は
１�増

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 ２９４，０００円 ８４，０００円 ４２，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：３０．４
２：２９．５

良

良

６８ � ロングアライブ 牡６芦 ５７ 武 豊 �ノースヒルズマネ
ジメント 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９６－ ６２：３６．０ １３．０�

４４ �� マイネルアンセム 牡５黒鹿５７ 岩田 康誠 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中村 均 新冠 勝川牧場 ４８６＋ ２２：３６．３２ ８．６�

２２ 	 マイクラリネット 牡６芦 ５７ 藤田 伸二櫻井 盛夫氏 白井 寿昭 米 James J
Brunker ５２４＋ ８ 〃 ハナ ２０．８�

８１１ トウカイエリート 牡６黒鹿５７ 幸 英明内村 正則氏 松元 省一 新冠 長浜牧場 ４８０± ０ 〃 クビ ２．３�
５５ リキアイサイレンス 牡５鹿 ５７ 本田 優高山 幸雄氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 B５０６± ０ 〃 アタマ ２．９�
６７ ナイスハンド 牡６鹿 ５７ 秋山真一郎加藤 徹氏 福島 勝 静内 静内フジカ

ワ牧場 ４８６－１０２：３６．４
 １６．９	
３３ マチカネウマジルシ 牡７黒鹿５７ 川田 将雅細川 益男氏 池江 泰郎 静内 千代田牧場 ４９４± ０２：３６．６１� ７３．９

７１０� マヤノリバティ 牡５栗 ５７ 藤岡 佑介田所 英子氏 坂口 正大 静内 原 達也 ４６６＋ ６２：３６．７
 １４．１�
１１ トシザショーマ 牡５黒鹿５７ 安部 幸夫上村 叶氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 ４８４－ ８２：３６．８クビ ６５．２�

（愛知）

８１２ サ ム タ イ ム 牝４青鹿５４ 小林 徹弥渡辺 典六氏 安田伊佐夫 静内 大典牧場 ４８６－ ２２：３７．１１� １１４．６
７９ 	 ヒシルーシッド 牡５鹿 ５７ 渡辺 薫彦阿部雅一郎氏 佐山 優 米 Masa-

ichiro Abe ４７２－ ４２：３７．２� １７．８�
５６ タニノコザック 牡６栗 ５７ 川原 正一谷水 雄三氏 大根田裕之 静内 カントリー牧場 ５０６－ ２２：３８．６９ ２１５．３�

（兵庫）

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３０，０６９，１００円 複勝： ４３，７４２，５００円 枠連： ３３，６２３，７００円

普通馬連： １５６，６１５，６００円 馬単： １１５，０７３，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３９，２７３，１００円

３連複： １４１，６２０，１００円 ３連単： ３７１，１８２，８００円 計： ９３１，２００，２００円

払 戻 金

単 勝 � １，３００円 複 勝 � ４２０円 � ３１０円 � ５７０円 枠 連（４－６） ３，０７０円

普通馬連 �� ５，３９０円 馬 単 �� １１，２２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５７０円 �� ２，５４０円 �� ２，２２０円

３ 連 複 ��� ２５，４８０円 ３ 連 単 ��� １６０，７６０円

票 数

単勝票数 計 ３００６９１ 的中 � １８２６２（４番人気）
複勝票数 計 ４３７４２５ 的中 � ２７３３３（５番人気）� ４０１９０（３番人気）� １８９７６（８番人気）
枠連票数 計 ３３６２３７ 的中 （４－６） ８０８５（１１番人気）
普通馬連票数 計１５６６１５６ 的中 �� ２１４８０（１５番人気）
馬単票数 計１１５０７３３ 的中 �� ７５７３（３２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３９２７３１ 的中 �� ６２６１（１５番人気）�� ３７８９（２５番人気）�� ４３５１（２１番人気）
３連複票数 計１４１６２０１ 的中 ��� ４１０２（５８番人気）
３連単票数 計３７１１８２８ 的中 ��� １７０４（３１６番人気）

ハロンタイム ７．０―１２．０―１２．３―１２．７―１２．６―１３．５―１３．１―１２．０―１１．８―１２．０―１２．２―１２．０―１２．８

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００� ２，１００� ２，３００�
７．０―１９．０―３１．３―４４．０―５６．６―１：１０．１―１：２３．２―１：３５．２―１：４７．０―１：５９．０―２：１１．２―２：２３．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→�」 上り４F４９．０―３F３７．０
１
３

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

勝馬の
紹 介

�ロングアライブ �
�
父 メジロマックイーン �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００２．１１．３０ 阪神６着

２０００．３．２４生 牡６芦 母 スリリングラブ 母母 マテーナルラブ ３０戦５勝 賞金 ９２，２４６，０００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。



０６０３４ ３月４日 晴 良 （１８阪神１）第３日 第１０競走 ��
��１，２００�

しんさいばし

心斎橋ステークス
発走１５時１０分 （芝・右）
４歳１，６００・５歳以上３，２００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減，１８．２．４以降４歳
１，６００・５歳以上３，２００万円以下の条件以上の特別競走の１着馬は１�増

賞 品
本 賞 １８，３００，０００円 ７，３００，０００円 ４，６００，０００円 ２，７００，０００円 １，８３０，０００円
付 加 賞 ３０８，０００円 ８８，０００円 ４４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．１
１：０６．５

良

良

４５ �� シンボリエスケープ 牡５芦 ５７ 蛯名 正義シンボリ牧場 久保田貴士 門別 和田農林（有） ４８８－ ６１：０９．９ １．８�

３３ リボンアート 牝５青鹿５５ 川原 正一 �社台レースホース瀬戸口 勉 千歳 社台ファーム ４４２－ ４１：１０．０	 ５．３�
（兵庫）

５８ � フラワリングバンク 牡４鹿 ５７ 幸 英明吉田 勝己氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４４８－ ２１：１０．１	 １６．７�
３４ クリノワールド 牡５鹿 ５７ 上村 洋行栗本 博晴氏 橋口弘次郎 浦河 駿河牧場 ４９６－ ２１：１０．２
 ７．６�
８１３ ホーマンアピール 牡６鹿 ５７ 岩田 康誠久保 久人氏 安田 隆行 平取 びらとり牧場 ４６４－ ６１：１０．３
 １４．０�
７１１� チアフルワールド 牡４栗 ５７ 武 豊藤田与志男氏 堀井 雅広 米 Katherine

Elam ４９４－ ４１：１０．６１	 １２．６�
６１０ サンデーサンライズ 牝４鹿 ５５ 藤岡 佑介松岡 隆雄氏 石坂 正 門別 下河辺牧場 ４３０－ ８ 〃 クビ ２１．８	
４６ �� ナムラジーガー 牡７鹿 ５７ 小坂 忠士奈村 信重氏 矢作 芳人 静内 友田 金蔵 ４６６＋ ４１：１０．７クビ ４８１．２

６９ トニービーバー 牡９鹿 ５７ 安部 幸夫落合 莞氏 和田 正道 鵡川 日胆上水牧場 ４９８＋ ２ 〃 ハナ ２７３．５�

（愛知）

２２ セイウンニムカウ 牡４鹿 ５７ 藤田 伸二西山 茂行氏 上原 博之 三石 折手牧場 ５０６－ ２１：１１．２３ ２９．９�
１１ ショーストッパー 牡８栗 ５７ 川田 将雅栗本 良明氏 矢作 芳人 様似 様似渡辺牧場 ５０２＋ ２１：１１．３クビ ２６４．０
８１４� ヒシフェアレディ 牝６鹿 ５５ 秋山真一郎阿部雅一郎氏 小林 常泰 早来 ノーザンファーム ４８２＋ ４ 〃 ハナ ３１９．６�
５７ � トップパシコ 牡６鹿 ５７ 高山 太郎酒井 芳秀氏 佐藤 全弘 三石 パシフイツク

牧場 ４９４－ ８ 〃 クビ １６．５�
７１２� ダイタクソニック 牡７鹿 ５７ 本田 優小林 昌志氏 嶋田 潤 平取 雅 牧場 ５００＋ ４１：１１．５１
 １８３．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３９，６２４，０００円 複勝： ４４，４８９，７００円 枠連： ５０，７３６，４００円

普通馬連： ２２９，６００，７００円 馬単： １４６，４７３，７００円 ワイド【拡大馬連】： ４３，８６５，３００円

３連複： １６４，７８６，９００円 ３連単： ４２５，１４６，３００円 計： １，１４４，７２３，０００円

払 戻 金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � １８０円 � ２９０円 枠 連（３－４） ２７０円

普通馬連 �� ５５０円 馬 単 �� ７７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２６０円 �� ４６０円 �� １，１８０円

３ 連 複 ��� １，８６０円 ３ 連 単 ��� ５，６８０円

票 数

単勝票数 計 ３９６２４０ 的中 � １７９２３７（１番人気）
複勝票数 計 ４４４８９７ 的中 � １８０９５３（１番人気）� ５０９９５（３番人気）� ２５８８９（６番人気）
枠連票数 計 ５０７３６４ 的中 （３－４） １４１３７０（１番人気）
普通馬連票数 計２２９６００７ 的中 �� ３０８８７６（２番人気）
馬単票数 計１４６４７３７ 的中 �� １４２１９２（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４３８６５３ 的中 �� ４８６６１（２番人気）�� ２３１６３（５番人気）�� ８０５１（１７番人気）
３連複票数 計１６４７８６９ 的中 ��� ６５５５６（４番人気）
３連単票数 計４２５１４６３ 的中 ��� ５５２７７（５番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１１．６―１１．７―１１．３―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．４―３５．０―４６．７―５８．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�
�
シンボリエスケープ �

�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Kenmare

２００１．５．１３生 牡５芦 母 スイートケンメア 母母 Sweet Titania １３戦５勝 賞金 ９６，６２４，０００円
地方デビュー ２００４．９．１ 船橋

※シンボリエスケープ号は，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。



０６０３５ ３月４日 晴 良 （１８阪神１）第３日 第１１競走 ��
��１，６００�第１３回チューリップ賞（ＧⅢ）

発走１５時４５分 （桜花賞トライアル） （芝・右）

牝，３歳；負担重量は，馬齢重量
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 ６０２，０００円 １７２，０００円 ８６，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：３１．９
１：３１．５

良

良

７１４� アドマイヤキッス 牝３栗 ５４ 武 豊近藤 利一氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４５８＋１８１：３６．５ ３．８�

４８ シェルズレイ 牝３芦 ５４ 岩田 康誠金子真人ホール
ディングス� 松田 国英 早来 ノーザンファーム ４５０－ ８ 〃 クビ １２．０�

８１５� ウインシンシア 牝３黒鹿５４ 秋山真一郎�ウイン 石坂 正 浦河 杵臼斉藤牧場 ４４８＋ ２１：３６．８１� ９１．６�
６１１� テイエムプリキュア 牝３黒鹿５４ 上村 洋行竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 ４８０＋ ２１：３７．１２ ３．１�
５９ � ラッシュライフ 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 伊藤 圭三 白老 白老ファーム ４８０－１４ 〃 クビ ８．１�
２３ � ニシノフジムスメ 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二西山 茂行氏 藤原 英昭 鵡川 西山牧場 ４６０－ ６１：３７．６３ １８．０	
２４ リトルブレイブ 牝３栗 ５４ 川島 信二 �ノースヒルズマネ

ジメント 白井 寿昭 新冠 ノースヒルズマネジメント ４２０－ ４１：３７．７	 ３６０．８

４７ ステラマドレード 牝３鹿 ５４ 川原 正一後藤 繁樹氏 鮫島 一歩 静内 曾田農園 ４０６－ ４１：３７．９１ １６８．２�

（兵庫）

５１０� タッチザピーク 牝３青鹿５４ 柴原 央明 �社台レースホース田中 章博 千歳 社台ファーム ４３４＋ ２ 〃 クビ ５．５�
１１ � スパニッシュソウル 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介八木 良司氏 中尾 秀正 門別 日高大洋牧場 ４４６＋ ２１：３８．１１
 ２６．２
７１３ マヤラブハート 牝３栗 ５４ 小林 徹弥�まの 大橋 勇樹 浦河 市川フアーム ４４６＋ ６１：３８．２クビ ２６６．８�
３６ � プリンセスデザイア 牝３鹿 ５４ 川田 将雅サウスニア� 角居 勝彦 愛 Rockhart

Trading Ltd ４２８± ０１：３８．４１	 ２３．９�
８１６ プリムローズヒル 牝３鹿 ５４ 幸 英明�下河辺牧場 松元 省一 門別 下河辺牧場 ４５８－ ２ 〃 ハナ ９．７�
１２ ヤマトマリオン 牝３鹿 ５４ 安部 幸夫坂東まさ子氏 安達 昭夫 静内 静内白井牧場 ４５０－ ２ 〃 クビ １９５．５�

（愛知）

６１２� サルトリーガール 牝３青 ５４ 本田 優�ターフ・スポート昆 貢 新冠 村田牧場 B４４４－ ４１：３８．８２	 ３９７．８�
３５ ヒトリムスメ 牝３栃栗５４ 安藤 勝己タマモ� 五十嵐忠男 新冠 新冠伊藤牧場 ４３４± ０１：４０．４１０ ６６．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１０，７０４，２００円 複勝： １３９，３２３，２００円 枠連： １０７，４２１，０００円

普通馬連： ７４４，１７６，５００円 馬単： ４１９，３９６，８００円 ワイド【拡大馬連】： １５１，４１７，１００円

３連複： ５６５，４９２，９００円 ３連単： １，２８１，１４３，５００円 計： ３，５１９，０７５，２００円

払 戻 金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １８０円 � ３３０円 � １，７８０円 枠 連（４－７） ２，１２０円

普通馬連 �� ２，５７０円 馬 単 �� ４，５３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９００円 �� ７，９４０円 �� １１，４１０円

３ 連 複 ��� ８７，５３０円 ３ 連 単 ��� ３５７，６００円

票 数

単勝票数 計１１０７０４２ 的中 � ２３３０５７（２番人気）
複勝票数 計１３９３２３２ 的中 � ２７４６１４（２番人気）� １０５５８０（６番人気）� １５８２６（１１番人気）
枠連票数 計１０７４２１０ 的中 （４－７） ３７４８５（９番人気）
普通馬連票数 計７４４１７６５ 的中 �� ２１４２１３（１１番人気）
馬単票数 計４１９３９６８ 的中 �� ６８３４１（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１５１４１７１ 的中 �� ４３６６５（１０番人気）�� ４５７８（４８番人気）�� ３１７７（５７番人気）
３連複票数 計５６５４９２９ 的中 ��� ４７６８（１４５番人気）
３連単票数 計１２８１１４３５ 的中 ��� ２６４４（６５５番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．５―１１．４―１２．３―１２．２―１２．４―１１．６―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．２―３５．６―４７．９―１：００．１―１：１２．５―１：２４．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．６―３F３６．４

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

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

勝馬の
紹 介

�アドマイヤキッス �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２００５．７．１０ 阪神２着

２００３．２．８生 牝３栗 母 キッスパシオン 母母 レツツキツス ４戦２勝 賞金 ５０，４０２，０００円
〔制裁〕 スパニッシュソウル号の騎手藤岡佑介は，４コーナーで十分な間隔がないのに先行馬を内側から追い抜こうとしたことにつ

いて過怠金３０，０００円。
ヤマトマリオン号の騎手安部幸夫は，４コーナーで十分な間隔がないのに先行馬を内側から追い抜こうとしたことについて過
怠金３０，０００円。

※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 プリティタヤス号・ヤマニンファビュル号
※一般事項Ⅴ－２の（４）によりアドマイヤキッス号・シェルズレイ号・ウインシンシア号は，桜花賞（GⅠ）競走に優先出走できる。
※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。



０６０３６ ３月４日 晴 稍重 （１８阪神１）第３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）
４歳１，０００・５歳以上２，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減，１８．２．４以降４歳
１，０００・５歳以上２，０００万円以下の条件以上の一般競走の１着馬は１�増，特別競走の１
着馬は２�増
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

１：４８．５
１：４８．４

重

重

８１５ スナークファルコン 牡４鹿 ５７ 秋山真一郎杉本仙次郎氏 野村 彰彦 浦河 中脇 満 ４５８－ ４１：５３．８ ８．５�

１１ � トーホウレビン 牝４鹿 ５５ 武 豊東豊物産� 柴田 光陽 門別 三輪 稔 ４７４＋ ２１：５４．０１� ３．２�
７１３ ユノナゲット 牡４鹿 ５７ 藤岡 佑介細川祐季子氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４９０－ ６１：５４．６３� ３．４�
５９ ダイナミックエース 牡６黒鹿５７ 安藤 勝己小川 勲氏 目野 哲也 静内 キヨタケ牧場 ５１０± ０１：５４．７� ７．０�
６１１ アンクルピース 牡４鹿 ５７

５４ ▲北村 友一塚本 能交氏 田島 良保 浦河 大島牧場 ４８６－ ２ 〃 クビ ２６．１�
３５ � ホーマンブラヴォー 牡４栗 ５７ 藤田 伸二久保 久人氏 安田 隆行 平取 びらとり牧場 ４９２－ ２１：５４．９１	 ９．６�
５１０ エストレーア 牡５芦 ５７ 川島 信二佐藤 明弘氏 安藤 正敏 新冠 小田 健一 B４６２－１０１：５５．０� ２９．７	
２３ 
 フミノトップヘイロ 牡８鹿 ５７ 本田 優谷 二氏 西浦 勝一 浦河 斉藤 英 B４６６－ ６１：５５．１� ３９．８

８１６ ミッキーワン 牡６栗 ５７ 小林 徹弥野田みづき氏 清水 出美 静内 服部 和則 ４７４－ ８１：５５．３１	 １０１．８�
２４ �
 インペリアルパワー 牝６黒鹿５５ 幸 英明中西 宏彰氏 大根田裕之 新冠 早田牧場新

冠支場 ４７０－ ２ 〃 クビ １５．５�
６１２�� リリーハンター 牡６栗 ５７ 岩田 康誠土井 孝夫氏 鹿戸 幸治 静内 福岡 清 ４６６－ ２１：５５．４クビ ３１．８
４８ 
 ビッグアーチ 牡６鹿 ５７

５４ ▲中村 将之�ビッグ 南井 克巳 浦河 梅田牧場 ４５８－ ２１：５５．９３ １８９．６�
７１４ ダンシングオン 牡６鹿 ５７ 安部 幸夫 �社台レースホース森 秀行 千歳 社台ファーム ４８８－１０１：５６．０� １７．１�

（愛知）

４７ エクステンション 牡５栗 ５７ 内田 浩一山本 慎一氏 五十嵐忠男 えりも えりも農場 ５２８－ ４１：５６．２１	 ５４５．６�
３６ � ダンツクレバー 牝６鹿 ５５

５４ ☆川田 将雅山元 哲二氏 田所 清広 静内 谷岡 正次 ４７８＋ ４１：５６．９４ １３６．２�
１２ � リ ュ ウ ヨ ウ 牝５鹿 ５５ 川原 正一三好紘之輔氏 大橋 勇樹 浦河 ヒダカフアーム ４９０－ ４１：５７．２２ １６５．８�

（兵庫）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４０，８４７，８００円 複勝： ５２，６４３，５００円 枠連： ５１，４６１，５００円

普通馬連： ２３３，４１０，８００円 馬単： １５５，１１２，８００円 ワイド【拡大馬連】： ５３，９１７，９００円

３連複： １９４，２６９，６００円 ３連単： ４３７，２１７，０００円 計： １，２１８，８８０，９００円

払 戻 金

単 勝 � ８５０円 複 勝 � ２６０円 � １４０円 � １４０円 枠 連（１－８） １，５１０円

普通馬連 �� １，９１０円 馬 単 �� ４，７９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５４０円 �� ５５０円 �� ２５０円

３ 連 複 ��� ２，０６０円 ３ 連 単 ��� １６，９７０円

票 数

単勝票数 計 ４０８４７８ 的中 � ３８１９２（４番人気）
複勝票数 計 ５２６４３５ 的中 � ３９３６０（５番人気）� １１９４３１（１番人気）� １１６９１５（２番人気）
枠連票数 計 ５１４６１５ 的中 （１－８） ２５１８１（７番人気）
普通馬連票数 計２３３４１０８ 的中 �� ９０５５３（７番人気）
馬単票数 計１５５１１２８ 的中 �� ２３９４４（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５３９１７９ 的中 �� ２３００８（４番人気）�� ２２７６７（５番人気）�� ６０８７２（１番人気）
３連複票数 計１９４２６９６ 的中 ��� ６９８８１（３番人気）
３連単票数 計４３７２１７０ 的中 ��� １９０１７（３１番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．９―１３．３―１３．１―１３．１―１３．３―１２．７―１１．９―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．５―３６．８―４９．９―１：０３．０―１：１６．３―１：２９．０―１：４０．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スナークファルコン �
�
父 キンググローリアス �

�
母父 Miswaki デビュー ２００４．１２．１２ 阪神１４着

２００２．５．８生 牡４鹿 母 オールウェイズグッドサンクス 母母 Redeemer １６戦３勝 賞金 ４０，４００，０００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。



（１８阪神１）第３日 ３月４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 １７０頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
父内国産馬奨励賞
市場取引馬奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
き ゅ う 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
き ゅ う 務 員 手 当

２５７，９００，０００円
８，４００，０００円
２５，３１０，０００円
１，８４０，０００円
１，１５０，０００円
１，７２０，０００円
２６，７４０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６１，７５４，０００円
５，３６６，８００円
１，７１７，０００円

勝馬投票券売得金
３９８，４３６，８００円
４５２，０５４，０００円
４２２，５２９，１００円
１，９４８，８３１，０００円
１，４３８，５７５，８００円
４５０，９５１，８００円
１，８７２，２３２，５００円
２，５１４，６８９，６００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 ９，４９８，３００，６００円

総入場人員 ２０，１３０名 （有料入場人員 １９，３１４名）




