
０６００１ ３月１日 曇 稍重 （２０阪神１）第１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）

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

３５ テンシノボストン 牡３栗 ５６ 武 豊杉谷 枡夫氏 田所 秀孝 静内 友田牧場 ４６６－ ２１：１３．１ ２．８�

２２ クリスタルドア 牡３鹿 ５６ 幸 英明加藤 守氏 武田 博 様似 山本 和彦 ４８８± ０１：１３．６３ ５．８�
３４ パイナップルスノー 牝３芦 ５４ 藤岡 佑介金子真人ホール

ディングス� 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４４０－ ８１：１３．８１ １２．６�
６１１ レディオーロラ 牝３鹿 ５４

５１ ▲田中 克典�富川牧場 高松 邦男 門別 富川牧場 B４５４－ ８１：１３．９� ５．６�
７１２ ライコウテンユウ 牡３栗 ５６ 岡部 誠内田 正也氏 武 宏平 新冠 田鎖牧場 ４８４－ ３１：１４．０� ４２．４�

（愛知）

７１３ グレートメモリー 牡３栗 ５６ 藤田 伸二大石 秀夫氏 昆 貢 静内 フジワラフアーム ４６４－ ２１：１４．１� ３．３	
５９ ウインリスペクト 牡３鹿 ５６ 川田 将雅�ウイン 的場 均 追分 追分ファーム ４３２－１４ 〃 クビ １４．１

１１ トレンドストーリー �３栗 ５６ 小原 義之 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小原伊佐美 静内 井高牧場 ４６４－ ６１：１５．３７ ２７５．１�
８１５ キャンディポケット 牡３栗 ５６ 橋本 美純山本 茂氏 大根田裕之 静内 田中 裕之 ４７０ ―１：１５．５１� ５１．６�
５８ ノースウイニング 牡３栗 ５６ 池添 謙一北村実地子氏 池添 兼雄 浦河 向別牧場 ４２６＋ ２１：１５．６クビ １０２．９
４７ テイエムマイサクラ 牝３栗 ５４ 小牧 太竹園 正繼氏 五十嵐忠男 様似 中脇 一幸 ４４６－１２１：１６．０２� １１２．５�
６１０ スワヤマパレード 牡３鹿 ５６ 和田 竜二井堂 孝純氏 岩元 市三 浦河 大西ファーム ４６２－ ２１：１６．２１� ３４７．０�
４６ ト シ ア ツ キ 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝上村 叶氏 藤沢 則雄 浦河 浦河小林牧場 ４１４－ ６ 〃 ハナ ５９．２�
２３ コウショウテンシ 牝３芦 ５４ 仲田 雅興��昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 ４３２＋ ３ 〃 アタマ ４９８．４�
８１４ ダンツシュート 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦山元 哲二氏 橋本 寿正 静内 出羽牧場 ４４４－ ４１：１７．４７ ７３．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １３，４７１，０００円 複勝： ２２，００４，４００円 枠連： １４，６９２，３００円

普通馬連： ４８，０２５，７００円 馬単： ４８，５２２，３００円 ワイド【拡大馬連】： １６，８１１，４００円

３連複： ７９，６７４，１００円 ３連単： 発売なし 計： ２４３，２０１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １３０円 � １６０円 � ３００円 枠 連（２－３） ７４０円

普通馬連 �� ８７０円 馬 単 �� １，６００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３３０円 �� ６３０円 �� １，０３０円

３ 連 複 ��� ２，３２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １３４７１０ 的中 � ３８３２７（１番人気）
複勝票数 計 ２２００４４ 的中 � ５９８０３（１番人気）� ３５８９４（４番人気）� １４１７１（５番人気）
枠連票数 計 １４６９２３ 的中 （２－３） １４６９８（３番人気）
普通馬連票数 計 ４８０２５７ 的中 �� ４１０１５（４番人気）
馬単票数 計 ４８５２２３ 的中 �� ２２４０９（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６８１１４ 的中 �� １３８５２（４番人気）�� ６４３０（７番人気）�� ３７４３（１１番人気）
３連複票数 計 ７９６７４１ 的中 ��� ２５３５３（６番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．７―１１．５―１２．０―１３．０―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．１―３４．６―４６．６―５９．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テンシノボストン �
�
父 ボストンハーバー �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２００７．１２．１ 中京５着

２００５．５．２１生 牡３栗 母 ミスズアロイ 母母 ニホンピロアロイ ６戦１勝 賞金 １０，１００，０００円
〔制裁〕 ウインリスペクト号の調教師的場均は，装鞍所集合時刻に遅れたことについて戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダンツシュート号は，平成２０年４月１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。



０６００２ ３月１日 曇 稍重 （２０阪神１）第１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 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

４４ ナイスシャトル 牡３栗 ５６ 安藤 勝己菅藤 宗一氏 目野 哲也 浦河 林 孝輝 ４７２＋ ２１：５６．８ ２．０�

２２ ニシノシャア 牡３鹿 ５６ 武 幸四郎西山 茂行氏 田所 秀孝 鵡川 西山牧場 ４９０＋ ４１：５６．９� ２０．９�
７９ スマートファントム 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介大川 徹氏 宮 徹 早来 ノーザンファーム ５１０± ０１：５７．４３ ７．４�
６８ メイショウユウシャ 牡３栗 ５６ 藤田 伸二松本 好雄氏 河内 洋 浦河 中脇 満 ４８２－ ２１：５７．５クビ ８．７�
７１０ ジャングルゼット 牡３鹿 ５６ 池添 謙一�フォーレスト 池添 兼雄 門別 日高大洋牧場 ５０２＋ ８１：５７．７１� ４３．１�
８１１ インテンスブルー 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝市川 義美氏 坂口 正大 浦河 笠松牧場 ４７０＋ ４１：５７．８� ３１．２�
８１２	 ブラックマスタング 牡３黒鹿５６ 武 豊山本 英俊氏 角居 勝彦 米 Strategy

Bloodstock ５３０＋１０１：５８．１２ ４．９	
５５ コ ス モ ニ エ 牡３鹿 ５６ 角田 晃一岡田 繁幸氏 須貝 彦三 門別 石原牧場 ４５８± ０１：５８．４１� ２４９．２

１１ 	 エドワードバローズ 牡３青鹿５６ 渡辺 薫彦猪熊 広次氏 中竹 和也 英 Carmel Stud ４３０－ ４１：５８．６１ １５７．０�
５６ グラマラスシチー 牝３栗 ５４ 熊沢 重文 �友駿ホースクラブ 五十嵐忠男 静内 光丘牧場 ４８４－ ２１：５８．８１ ８７．５
３３ 	 フォーエヴァーラン 
３鹿 ５６ 福永 祐一前田 幸治氏 松元 茂樹 加 Hill ’N’

Dale Farms ４６８＋１２１：５９．６５ ６．０�
６７ コアレスレビュー 牝３鹿 ５４ 佐久間寛志小林 昌志氏 鹿戸 明 平取 雅 牧場 ４４０－ ２２：０１．４大差 ４９９．２�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １９，１９４，５００円 複勝： ３３，８４６，２００円 枠連： １３，６８７，５００円

普通馬連： ５３，０５９，６００円 馬単： ６４，２６６，３００円 ワイド【拡大馬連】： １８，９２３，３００円

３連複： ８３，３２８，３００円 ３連単： 発売なし 計： ２８６，３０５，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １１０円 � ５８０円 � １９０円 枠 連（２－４） ２，３８０円

普通馬連 �� ２，３００円 馬 単 �� ２，７５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９３０円 �� ２８０円 �� １，６１０円

３ 連 複 ��� ３，８５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９１９４５ 的中 � ７８３１０（１番人気）
複勝票数 計 ３３８４６２ 的中 � １５４４７８（１番人気）� ７８７３（６番人気）� ３７２９４（３番人気）
枠連票数 計 １３６８７５ 的中 （２－４） ４２６１（１０番人気）
普通馬連票数 計 ５３０５９６ 的中 �� １７０７４（９番人気）
馬単票数 計 ６４２６６３ 的中 �� １７２９５（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８９２３３ 的中 �� ４７００（１１番人気）�� １９７７０（２番人気）�� ２６０２（１５番人気）
３連複票数 計 ８３３２８３ 的中 ��� １５９９９（１３番人気）

ハロンタイム １３．０―１２．１―１４．５―１４．０―１２．６―１２．８―１２．０―１２．８―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２５．１―３９．６―５３．６―１：０６．２―１：１９．０―１：３１．０―１：４３．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ナイスシャトル �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Topsider デビュー ２００８．２．１１ 京都３着

２００５．５．２３生 牡３栗 母 ソ ヨ カ ゼ 母母 Stiff Breeze ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔発走状況〕 コアレスレビュー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 コアレスレビュー号は，発走調教再審査。



０６００３ ３月１日 晴 稍重 （２０阪神１）第１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）

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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

８１５ キンショーオトヒメ 牝３栗 ５４ 安藤 勝己礒野日出夫氏 中村 均 浦河 昭和牧場 ４３０－ ２１：２６．９ ３．２�

６１２ テ レ パ シ ー 牝３鹿 ５４ 幸 英明栗嶋 豊明氏 境 直行 門別 道見牧場 ４４６＋ ２ 〃 クビ ５．６�
７１３ ハッピードロップ 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介�イクタ 谷 潔 池田 高橋 正三 ４４６－ ６１：２７．２１� ６．１�
８１６ ドリームプレイ 牝３鹿 ５４ 小牧 太�富美男企画 飯田 雄三 新冠 隆栄牧場 ４９４－ ６１：２７．３クビ １０４．３�
４８ ラ ケ ナ リ ア 牝３黒鹿５４ 四位 洋文吉田 和子氏 小崎 憲 三石 広田牧場 ４５４＋ ４ 〃 ハナ ６．７�
２３ ナスノギンガ 牝３芦 ５４ 岡部 誠	須野牧場 五十嵐忠男 三石 前田 宗将 ４３０－ ２１：２７．６２ ３５．９


（愛知）

３６ イコールパートナー 牝３栗 ５４ 福永 祐一 �ノースヒルズマネ
ジメント 松元 茂樹 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５０－１２１：２８．０２� ５．１�

１２ グロリアスメモリー 牝３黒鹿５４ 池添 謙一飯田 正剛氏 大久保龍志 静内 千代田牧場 ４７０－ ２１：２８．１クビ １４．２�
１１ アドマイヤアマゾン 牝３青鹿５４ 川田 将雅近藤 利一氏 中尾 秀正 静内 グランド牧場 ４５２－ ４１：２８．２� ４８．８
２４ キュンキュンハート 牝３鹿 ５４ 武 豊 �イースターサンデー 羽月 友彦 浦河 山春牧場 ４３６－ ２１：２８．３クビ １７．９�
５９ トウカイメリッサ 牝３鹿 ５４ 酒井 学内村 正則氏 田所 秀孝 浦河 磯野牧場 ４６２－ ２１：２８．５１� ６３．３�
４７ ユ ウ ズ ツ 牝３鹿 ５４ 和田 竜二田邉 廣己氏 大橋 勇樹 鵡川 フラット牧場 ４４０－ ２１：２８．７１� ５０．９�
７１４ キョウエイレフア 牝３栗 ５４

５１ ▲田村 太雅インターナシヨナル
ホース� 荒川 義之 門別 インターナショ

ナル牧場 ４５０－ ８１：２９．１２� ４３１．２�
３５ ナリタフリッカ 牝３黒鹿５４ 渡辺 薫彦�オースミ 沖 芳夫 三石 下屋敷牧場 ４４８－ ４１：２９．３１ ３３．４�
５１０ レディポート 牝３青 ５４ 小原 義之長谷川光司氏 小原伊佐美 浦河 東栄牧場 ４５８－２０１：３０．１５ ２０８．３�
６１１ パンチガール 牝３鹿 ５４ 黒岩 悠中野 正則氏 吉岡 八郎 浦河 村下牧場 ４４４－ ６１：３１．１６ ６５４．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，３６１，３００円 複勝： ２４，９０６，４００円 枠連： １７，２９６，９００円

普通馬連： ５５，８３７，２００円 馬単： ５１，３４１，５００円 ワイド【拡大馬連】： １９，５２０，０００円

３連複： ８８，３４８，８００円 ３連単： 発売なし 計： ２７３，６１２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １４０円 � １９０円 � １７０円 枠 連（６－８） １，３３０円

普通馬連 �� １，１８０円 馬 単 �� ２，４２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４３０円 �� ３３０円 �� ５９０円

３ 連 複 ��� １，８９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １６３６１３ 的中 � ４０３４３（１番人気）
複勝票数 計 ２４９０６４ 的中 � ５５１２９（１番人気）� ３２２０１（４番人気）� ３６５９６（３番人気）
枠連票数 計 １７２９６９ 的中 （６－８） ９６６４（６番人気）
普通馬連票数 計 ５５８３７２ 的中 �� ３５０２３（２番人気）
馬単票数 計 ５１３４１５ 的中 �� １５６７１（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９５２００ 的中 �� １１２９５（３番人気）�� １５５６３（１番人気）�� ７７４２（７番人気）
３連複票数 計 ８８３４８８ 的中 ��� ３４５０９（２番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．１―１２．０―１２．６―１２．７―１２．７―１３．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２３．２―３５．２―４７．８―１：００．５―１：１３．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．７―３F３９．１
３ ８－１２（３，７）（６，１６）（２，１４，９）（１，１５）（４，１３）５，１０＝１１ ４ ８，１２（３，７）（６，１６）（２，９，１５）（１，１３）（１４，４）５－１０＝１１
市場取引馬

勝馬の
紹 介

キンショーオトヒメ �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 エ ブ ロ ス デビュー ２００７．１０．１４ 京都６着

２００５．３．３生 牝３栗 母 サークルメモリー 母母 サークルシヨウワ ８戦１勝 賞金 １２，９００，０００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。



０６００４ ３月１日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（２０阪神１）第１日 第４競走 ��３，１１０�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時４０分 （芝・ダート）

４歳以上；負担重量は，４歳５９�５歳以上６０�，牝馬２�減，収得賞金７００万円毎１�
増，１９．２．２４以降未出走馬および未勝利馬１�減
本 賞 １５，０００，０００円 ６，０００，０００円 ３，８００，０００円 ２，３００，０００円 １，５００，０００円� コースレコード３：２５．９良・良

４５ サウスポール 牡８青鹿６１ 熊沢 重文芹澤 精一氏 武 宏平 新冠 武田 修一 ４９８＋ ６３：２７．２ ３．１�

８１３ チ ャ ク ラ 牡８栗 ６０ 田中 剛田所 英子氏 安達 昭夫 門別 天羽牧場 ４８６＋ ２ 〃 クビ ２．４�
６１０ マルブツシルヴァー 牡６芦 ６１ 西谷 誠大澤 毅氏 加用 正 浦河 大島牧場 ５４２＋ ６ 〃 ハナ ６．０�
４６ �� シゲルイサイダカ 牡５鹿 ６０ 林 満明森中 蕃氏 坪 憲章 豪 Boxgrove

Pastoral Co ５２８＋ ４３：２９．４大差 １２．３�
６９ ブラックファルコン 牡７鹿 ６０ 五十嵐雄祐草間 庸文氏 久保田貴士 静内 千代田牧場 ４６６＋ ４３：２９．７１� ４４．３�
８１４ ランドブラザー 牡７栗 ５９ 宇田登志夫木村 善一氏 安達 昭夫 静内 高橋 修 ５２２－ ６３：２９．８クビ １７５．５�
３３ シルクサラマンダー 牡５黒鹿６０ 江田 勇亮有限会社シルク佐藤 吉勝 新冠 村上牧場 ４５６－１０３：３０．０１� ８４．２�
１１ マンテンフラワー 牝５鹿 ５７ 佐久間寛志小島 將之氏 鹿戸 明 門別 鹿戸 正幸 ４４２－ ８３：３０．２１	 ９９．３	
７１１ ハリーコマンド 
８黒鹿６０ 白浜 雄造�田 貞子氏 庄野 靖志 三石 本桐牧場 ４８０＋ ８３：３１．２６ ７．６

７１２ トップクライマー 
４鹿 ５９ 黒岩 悠 �エクセルマネジメント坂口 正則 えりも エクセルマネジメント ４７６± ０３：３２．９大差 ８２．０�
５８ メイショウイグアス 牡５黒鹿５９ 菊地 昇吾松本 和子氏 田島 良保 三石 水丸牧場 ４７４± ０３：３３．４３ １０４．２
２２ アグネスモナク 牡６鹿 ６０ 仲田 雅興渡辺 孝男氏 湯窪 幸雄 千歳 社台ファーム ４９２－ ６３：３４．５７ ５５．６�
３４ マウントフォンテン 牡８芦 ６１ 金子 光希吉橋 計氏 石毛 善彦 門別 谷川畜産 ４７６－ ４ （競走中止） ３３．９�
５７ ドリームゲッター 牡６鹿 ６０ 植野 貴也田邉 康子氏 大橋 勇樹 鵡川 フラット牧場 ４９６± ０ （競走中止） ６３．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １５，７８５，０００円 複勝： １７，１９３，９００円 枠連： １６，７９６，９００円

普通馬連： ４６，４４９，２００円 馬単： ５１，５０４，５００円 ワイド【拡大馬連】： １６，５４２，３００円

３連複： ８７，８８８，３００円 ３連単： 発売なし 計： ２５２，１６０，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １４０円 � １３０円 � １７０円 枠 連（４－８） ３５０円

普通馬連 �� ４６０円 馬 単 �� １，０００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� ４００円 �� ３９０円

３ 連 複 ��� ８８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １５７８５０ 的中 � ４１０２２（２番人気）
複勝票数 計 １７１９３９ 的中 � ３４３４６（２番人気）� ４２３３４（１番人気）� ２２８６３（４番人気）
枠連票数 計 １６７９６９ 的中 （４－８） ３６３２６（１番人気）
普通馬連票数 計 ４６４４９２ 的中 �� ７５８１５（１番人気）
馬単票数 計 ５１５０４５ 的中 �� ３８１８５（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６５４２３ 的中 �� ２３９２５（１番人気）�� ９３７９（６番人気）�� ９７９９（４番人気）
３連複票数 計 ８７８８８３ 的中 ��� ７３７９１（１番人気）

上り １マイル １：４５．５ ４F ５１．５－３F ３９．３
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サウスポール �
�
父 タイキブリザード �

�
母父 Farma Way デビュー ２００２．１２．１ 中京６着

２０００．５．８生 牡８青鹿 母 セリノデートリッヒ 母母 Little Password 障害：５戦３勝 賞金 ５３，０４２，０００円
〔競走中止〕 ドリームゲッター号は，２周目７号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。

マウントフォンテン号は，２周目７号障害〔いけ垣〕飛越後に，転倒した「ドリームゲッター」号に触れ，転倒したため競走中
止。

〔その他〕 ハリーコマンド号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ハリーコマンド号は，平成２０年４月１日まで出走できない。
※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 オトコノユウジョウ号・ダイタクアルビン号・ドゥーワンズベスト号・バリトンヴォイス号・ユウターアクセス号



０６００５ ３月１日 晴 稍重 （２０阪神１）第１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

２３ イ チ オ カ 牡３黒鹿５６ 川田 将雅三宅 勝俊氏 安田 隆行 様似 能登ファーム ５１２ ―１：１２．５ ２．５�

４７ インプリシット 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二一村 哲也氏 白井 寿昭 新冠 村上 雅規 ４７８ ―１：１２．９２� ４９．６�
７１４ トーホウボガード 牡３鹿 ５６ 和田 竜二東豊物産� 柴田 光陽 新冠 カミイスタット ４６２ ―１：１３．５３� ６１．３�
３５ ブランチブルック 牝３青鹿５４ 田島 裕和 �キャロットファーム 藤沢 則雄 早来 ノーザンファーム ４５０ ― 〃 ハナ ３２．６�
５９ ガーデンスタイル 牝３栗 ５４ 小牧 太広尾レース� 森 秀行 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６２ ―１：１３．８２ １９．２�
８１６ タガノバンビーノ 牡３青鹿５６ 藤岡 佑介八木 良司氏 庄野 靖志 浦河 川越牧場 ４７６ ―１：１４．４３� ６．２	
８１５ ネオフリーダム 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文伊達 大雄氏 五十嵐忠男 新冠 競優牧場 ４８４ ― 〃 クビ １１．２

４８ プリンセスパピイ 牝３鹿 ５４

５１ ▲田中 克典中田 和宏氏 加藤 敬二 平取 有限会社中
田牧場 ４２４ ―１：１４．６１� １０４．４�

６１１ カネトシレジアス 牝３鹿 ５４ 長谷川浩大兼松 利男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム ４０６ ―１：１４．７� ２１０．８�
１２ マイディスカバリー 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 矢作 芳人 静内 寺越 政幸 ４５４ ―１：１４．８� １０．７
６１２ ピンクペガサス 牡３黒鹿５６ 真島 正徳木村 久子氏 服部 利之 静内 フジワラフアーム ５０６ ―１：１５．０� １１．２�

（佐賀）

７１３ ニホンピロソフィー 牝３黒鹿５４ 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 静内 片岡牧場 ４８６ ―１：１５．１� ２５．２�
３６ メイショウユウガオ 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝松本 好雄氏 安達 昭夫 門別 日西牧場 ４６６ ―１：１５．２� ５．２�
１１ オースミクレーバー 牡３鹿 ５６ 幸 英明�オースミ 湯窪 幸雄 門別 碧雲牧場 ５０４ ―１：１６．８１０ ２４．７�
２４ サンバステップ 牝３鹿 ５４ 四位 洋文�下河辺牧場 矢作 芳人 門別 下河辺牧場 ４５８ ―１：１７．５４ １２０．３�
５１０ ハ マ ノ ユ ウ 牝３鹿 ５４ 白坂 聡若� 三郎氏 須貝 彦三 三石 山口 忠彦 ４３０ ―１：１８．６７ ２０９．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，９２１，９００円 複勝： ２０，７９２，１００円 枠連： １９，０４９，４００円

普通馬連： ５０，９４１，６００円 馬単： ５２，０９６，８００円 ワイド【拡大馬連】： １７，２５６，８００円

３連複： ７９，８０２，９００円 ３連単： 発売なし 計： ２５７，８６１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １５０円 � １，１４０円 � １，０００円 枠 連（２－４） ３，６４０円

普通馬連 �� ７，９４０円 馬 単 �� １０，９４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，７８０円 �� ２，７４０円 �� １７，７２０円

３ 連 複 ��� ９１，７４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７９２１９ 的中 � ５７９７２（１番人気）
複勝票数 計 ２０７９２１ 的中 � ５６９７４（１番人気）� ３６６０（１２番人気）� ４１８２（１１番人気）
枠連票数 計 １９０４９４ 的中 （２－４） ３８６８（１５番人気）
普通馬連票数 計 ５０９４１６ 的中 �� ４７３６（３０番人気）
馬単票数 計 ５２０９６８ 的中 �� ３５１７（４１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７２５６８ 的中 �� １５４２（３２番人気）�� １５６６（３１番人気）�� ２３６（９０番人気）
３連複票数 計 ７９８０２９ 的中 ��� ６４２（１９５番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．７―１２．０―１２．４―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．１―３４．８―４６．８―５９．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イ チ オ カ �
�
父 コマンダーインチーフ �

�
母父 Quiet American 初出走

２００５．４．９生 牡３黒鹿 母 ニシノティアラ 母母 ア フ ァ フ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走状況・騎手変更〕 プリンセスパピイ号の騎手池添謙一は，馬場入場時の落馬による検査のため田中克典に変更。検量及び

装鞍のやり直しのため発走時刻６分遅延。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハマノユウ号は，平成２０年４月１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。
（非当選馬） ７頭 ウォルトンコクカ号・シルクスピア号・シルクレパード号・デンコウマーチン号・トシザコジーン号・

マッキーフローラ号・ワンダーギャルー号
※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。



０６００６ ３月１日 晴 良 （２０阪神１）第１日 第６競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１３時００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

７１１ リマレックス 牝３栗 ５４
５１ ▲田中 克典�ファイブウィン 中尾 正 新冠 田渕牧場 ４５４± ０１：１０．３ ３９．５�

８１３� コスモジャイロ 牝３栗 ５４
５１ ▲船曳 文士 �ビッグレッドファーム 加用 正 米 Devona

Jeffery ４４４± ０１：１０．４� ２７．３�
４４ ディープキッス 牝３鹿 ５４ 長谷川浩大岸田 勝宏氏 田所 秀孝 新冠 ハクツ牧場 ４４４－ ４ 〃 クビ １５．９�
５７ � カミヒコーキ 牝３黒鹿５４ 藤岡 佑介迎 徹氏 庄野 靖志 門別 沖田牧場 ４８０－ ６ 〃 ハナ １５．８�
４５ アイリッシュカフェ 牝３栗 ５４ 武 豊小林竜太郎氏 梅田 智之 門別 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４２６＋ ４ 〃 アタマ １．３�
２２ 	 スターオブジャンプ 牡３青鹿５６ 真島 正徳光安 慎一氏 真島 元徳 平取 船越 伸也 ４７８－ ２１：１０．５クビ ３３．８�

（佐賀） （佐賀）

７１０ スカイズザリミット 牝３芦 ５４ 岩崎 祐己	錦岡牧場 西橋 豊治 新冠 錦岡牧場 ４８４＋ ４ 〃 クビ ３４．５

６８ コウエイアンズ 牝３黒鹿５４ 幸 英明伊東 政清氏 田所 清広 鹿児島 伊東 政清 ４８８－ ６１：１０．７１ １０４．３�
５６ リーヴタイム 牝３芦 ５４ 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４３２－ ８ 〃 クビ ２６．７�
３３ � アグネスクリスタル 牡３鹿 ５６ 小牧 太渡辺 孝男氏 森 秀行 米 Peter Kar-

ches ４９０＋ ６１：１０．９１
 ７．３
１１ 	 アイファーダイオー 牡３鹿 ５６ 岡部 誠中島 稔氏 藤田 正治 新冠 中村農場 ４６０－ １１：１１．０� ２４３．０�

（笠松） （愛知）

８１２ シゲルアコガレ 牡３黒鹿５６ 川田 将雅森中 蕃氏 加藤 敬二 浦河 村中牧場 ４６８－ ８１：１１．１クビ ３５．５�
６９ � ゼットスピール 牡３栗 ５６ 藤田 伸二�フォーレスト 山内 研二 英 A. H. Bennett ４７２－ ４１：１１．２� ３２．６�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２６，０２１，１００円 複勝： ５０，２５８，７００円 枠連： ２１，１２９，３００円

普通馬連： ８１，４５３，５００円 馬単： ９３，５０４，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，５６１，９００円

３連複： １１４，０２３，２００円 ３連単： 発売なし 計： ４１０，９５２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，９５０円 複 勝 � １，７１０円 � １，１９０円 � ８１０円 枠 連（７－８） ４，９９０円

普通馬連 �� ２０，９３０円 馬 単 �� ５０，８２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，１１０円 �� ３，５４０円 �� ３，５９０円

３ 連 複 ��� ８３，８２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２６０２１１ 的中 � ５１９３（１１番人気）
複勝票数 計 ５０２５８７ 的中 � ７５４７（１１番人気）� １１１１２（８番人気）� １６９３４（３番人気）
枠連票数 計 ２１１２９３ 的中 （７－８） ３１３０（１２番人気）
普通馬連票数 計 ８１４５３５ 的中 �� ２８７３（３９番人気）
馬単票数 計 ９３５０４５ 的中 �� １３５８（７５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４５６１９ 的中 �� １４７０（３７番人気）�� １７０９（２８番人気）�� １６８８（３０番人気）
３連複票数 計１１４０２３２ 的中 ��� １００４（１２２番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．２―１１．４―１１．４―１１．６―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．４―３４．８―４６．２―５７．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．９―３F３５．５
３ １３，１１（７，８，１０，１２）（１，２，６）（３，９）５－４ ４ １３，１１，１２（７，８，１０）（２，６）９（３，５）（１，４）

勝馬の
紹 介

リマレックス �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ポリッシュネイビー デビュー ２００７．１０．１３ 京都１着

２００５．２．２２生 牝３栗 母 キ チ マ チ ス 母母 マ チ ス ４戦２勝 賞金 １４，０００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １３時０５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。



０６００７ ３月１日 晴 稍重 （２０阪神１）第１日 第７競走 ��
��１，８００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時３０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
１：４８．４

重

重

７１０ ケージームサシ 牡４鹿 ５７ 福永 祐一川井 五郎氏 梅内 忍 三石 松本牧場 ４７０± ０１：５４．４ ４．１�

７１１�� トップオブオナー 牡４鹿 ５７ 池添 謙一横瀬 兼二氏 山内 研二 米 Darby Dan
Stables ４９８－ ２ 〃 クビ １２８．１�

４４ オーキッドコート 牡５鹿 ５７
５４ ▲田中 克典川上 哲司氏 目野 哲也 門別 竹中 哲 B４５２－ ２１：５４．５クビ ３５．４�

１１ � シ ョ ウ ケ イ 牡５鹿 ５７ 武 豊根岸 治男氏 坂口 正大 門別 白井牧場 ５１２＋ ４１：５４．８１	 ２．０�
２２ ク オ ン 牡４栗 ５７ 渡辺 薫彦 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 大橋 勇樹 浦河 鮫川牧場 ４６２－ ６１：５４．９
 ５．２�
８１３ テイエムヒリュウ 牡４栗 ５７ 熊沢 重文竹園 正繼氏 五十嵐忠男 静内 武岡牧場 B５４２± ０１：５５．０
 １６．２�
８１２ ファイブアロー �５鹿 ５７ 和田 竜二松元 保氏 南井 克巳 静内 フジワラフアーム B４７０－ ２ 〃 アタマ ２４８．８	
５７ ハードシーキング 牡４鹿 ５７ 長谷川浩大津田 一男氏 西橋 豊治 静内 前田牧場 B４９８＋ ２１：５５．１	 １８４．４

４５ アドマイヤウイナー 牡５芦 ５７ 川田 将雅近藤 利一氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ５１８＋１６１：５５．４１	 ３３．１�
６９ � ランドマッハ 牡４栗 ５７ 後藤 浩輝木村 昌三氏 安達 昭夫 門別 日西牧場 B４８６－ ４１：５５．６１ １５．９�
３３ ファンドリコンドル 牡５鹿 ５７ 幸 英明水戸 富雄氏 高橋 成忠 静内 千代田牧場 ４６０－ ４１：５６．０２
 ２３２．４
５６ ニシオハンセル 牡４栗 ５７ 高橋 亮西尾 午郎氏 高橋 隆 浦河 大島牧場 ４５４＋ ２ 〃 アタマ ２６．４�
６８ ストロングウィル 牡４鹿 ５７ 藤田 伸二前田 幸治氏 安田 隆行 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９２－ ６１：５６．３２ １３．２�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２２，３２２，２００円 複勝： ２７，７７２，５００円 枠連： １９，８４０，４００円

普通馬連： ６８，９２６，９００円 馬単： ７２，２６３，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，０３１，５００円

３連複： １０４，９５５，６００円 ３連単： 発売なし 計： ３３９，１１２，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １８０円 � ２，３９０円 � ８００円 枠 連（７－７） １３，７４０円

普通馬連 �� １５，２９０円 馬 単 �� ２６，３５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，７７０円 �� １，４６０円 �� １７，２５０円

３ 連 複 ��� １２１，４１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２２３２２２ 的中 � ４３９５５（２番人気）
複勝票数 計 ２７７７２５ 的中 � ５７７４４（２番人気）� ２４２８（１０番人気）� ７８０６（９番人気）
枠連票数 計 １９８４０４ 的中 （７－７） １０６６（２４番人気）
普通馬連票数 計 ６８９２６９ 的中 �� ３３２８（３２番人気）
馬単票数 計 ７２２６３４ 的中 �� ２０２４（５８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３０３１５ 的中 �� １１８０（３６番人気）�� ３９９０（１７番人気）�� ３２２（５９番人気）
３連複票数 計１０４９５５６ 的中 ��� ６３８（１４５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．０―３７．７―５０．８―１：０３．８―１：１６．３―１：２８．７―１：４０．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ケージームサシ �
�
父 コマンダーインチーフ �

�
母父 ニチドウタロー デビュー ２００７．４．２２ 福島６着

２００４．５．１３生 牡４鹿 母 タニノオトメ 母母 タニノカンザシ １１戦２勝 賞金 ２６，２００，０００円



０６００８ ３月１日 晴 稍重 （２０阪神１）第１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
１：０９．１

重

不良

２２ � ミリオンディスク 牡４栗 ５７ 幸 英明 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム ５０２＋ ４１：１１．６ ５．０�

７１１ ワンダープロ 牡５栗 ５７ 福永 祐一山本 信行氏 小崎 憲 浦河 帰山 清貴 ４９８＋ ２１：１２．１３ ３．６�
６１０ ローランバーク 牡４栗 ５７ 四位 洋文斉藤 敏博氏 水野 貴広 浦河 宮内牧場 ４６８＋ ２１：１２．２� １１．４�
３４ ラスカルデューク 牡５鹿 ５７ 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 ４４２± ０１：１２．６２� ３１．５�
３３ エイシンイッテン 牡４黒鹿５７ 後藤 浩輝平井 豊光氏 藤岡 健一 門別 戸川牧場 ５１０－ ２ 〃 アタマ １０．３�
５７ スズカトップ 牡４鹿 ５７ 安藤 勝己永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ５０８＋ ２１：１２．９１� ６．３	
４６ � ライトモーション 牝５鹿 ５５

５２ ▲田中 克典柳橋 俊昭氏 高松 邦男 門別 富川牧場 ４１６－ ９１：１３．２２ ３４９．９

１１ � オラクルメサイア 牡４鹿 ５７ 小牧 太前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６４－ ８ 〃 クビ １２５．４�
８１３ ライフストリーム 牡４栗 ５７ 武 豊林 順子氏 佐山 優 新冠 協和牧場 ５０４＋１４１：１３．３� ２．９�
６９ � ダイゴフウジン 牡５鹿 ５７ 林 満明長谷川光司氏 吉岡 八郎 浦河 小倉牧場 ５１０－ ４１：１３．５１� １３１．９
７１２� ハギノディアマンテ 牝４鹿 ５５ 和田 竜二日隈 良江氏 南井 克巳 千歳 社台ファーム B５３８＋１４１：１４．６７ １５１．２�
５８ チャンプイズヒア 牡５鹿 ５７ 岡部 誠岩� 僖澄氏 大橋 勇樹 新冠 清水 克則 ４７４＋ ４１：１５．２３� １６０．６�

（愛知）

８１４ カシノマイハート 牝４芦 ５５ 宇田登志夫柏木 務氏 須貝 彦三 新冠 オリエント牧場 ４５０＋ ４１：１５．６２� ６２７．９�
４５ ビコールミエール 牡４鹿 ５７ 藤田 伸二�レジェンド 安田 隆行 浦河 中脇 満 ５３４＋１０ （競走中止） ４２．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２１，７５３，２００円 複勝： ３０，４４９，７００円 枠連： １９，３３４，３００円

普通馬連： ７２，８３０，８００円 馬単： ７１，６５２，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，６９９，５００円

３連複： １０７，９２７，２００円 ３連単： 発売なし 計： ３４５，６４７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５００円 複 勝 � ２２０円 � １７０円 � ２７０円 枠 連（２－７） １，３７０円

普通馬連 �� １，２８０円 馬 単 �� ２，７２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５１０円 �� １，１２０円 �� ５１０円

３ 連 複 ��� ３，３９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１７５３２ 的中 � ３４６５６（３番人気）
複勝票数 計 ３０４４９７ 的中 � ３５５６４（４番人気）� ５６９５６（２番人気）� ２６７３３（６番人気）
枠連票数 計 １９３３４３ 的中 （２－７） １０４２２（７番人気）
普通馬連票数 計 ７２８３０８ 的中 �� ４２１６１（５番人気）
馬単票数 計 ７１６５２５ 的中 �� １９５１０（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１６９９５ 的中 �� １０８６０（６番人気）�� ４５０１（１５番人気）�� １０７９７（７番人気）
３連複票数 計１０７９２７２ 的中 ��� ２３５１１（１３番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．４―１１．８―１２．２―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．１―３４．５―４６．３―５８．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ミリオンディスク �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 ト ニ ー ビ ン

２００４．３．２９生 牡４栗 母 ハッピーリクエスト 母母 エイプリルソネット ２戦１勝 賞金 ８，１００，０００円
初出走 JRA

〔競走中止〕 ビコールミエール号は，競走中に疾病〔右寛跛行〕を発症したため４コーナーで競走中止。
※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。



０６００９ ３月１日 晴 良 （２０阪神１）第１日 第９競走 ��
��１，８００�

せ ん り や ま

千 里 山 特 別
発走１４時３５分 （芝・右・外）
４歳以上，１，０００万円以下，１９．２．２４以降２０．２．２４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 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ４０６，０００円 １１６，０００円 ５８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４５．３
１：４４．１

良

良

６１２ タイセイファイター 牡４鹿 ５４ 芹沢 純一田中 成奉氏 新川 恵 様似 富田 恭司 ５２０＋１０１：４７．０ ９．８�

８１６� ホウショウループ 牝４鹿 ５２ 川田 将雅芳賀 吉孝氏 友道 康夫 米 Green
Gates Farm ４８８－ ８１：４７．１� １６．１�

４７ タニノディキディキ 牡５鹿 ５５ 四位 洋文谷水 雄三氏 長浜 博之 静内 カントリー牧場 ４６４－ ６１：４７．２� １２．８�
１２ アヴェンティーノ 牡４鹿 ５７ 長谷川浩大吉田 和子氏 中尾 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８４－１２ 〃 ハナ ４．５�
１１ ロードアルファード 牡５鹿 ５７ 池添 謙一 �ロードホースクラブ 山内 研二 門別 シンコーファーム ４９６－ ２１：４７．３� ３．０�
３５ ツアーデフォース �５鹿 ５５ 後藤 浩輝 �ノースヒルズマネ

ジメント 松永 幹夫 静内 大典牧場 ４７０± ０１：４７．４クビ １６．３	
２４ ジェネビアン 牡６鹿 ５５ 渡辺 薫彦木村 哲也氏 梅内 忍 門別 野島牧場 ４６８＋ ２ 〃 アタマ ２４．５

６１１ フェスティヴナイト 牡６鹿 ５４ 村田 一誠臼井義太郎氏 斎藤 宏 静内 伊藤 昭次 ４６０－ ６ 〃 クビ ２２．１�
３６ リメインオブザサン 牡５鹿 ５７ 武 豊 �サンデーレーシング 池江 泰寿 静内 白老ファーム ４９０－１２１：４７．５クビ ６．９�
７１４ アドマイヤムサシ 牡６鹿 ５４ 藤岡 佑介近藤 利一氏 橋田 満 門別 日西牧場 ４８６－ ８ 〃 クビ ２２．９
４８ タケイチゼット 牝４栗 ５１ 岡部 誠竹中 健一氏 福島 信晴 浦河 大西牧場 ４７６＋ ２１：４８．１３� ２６．７�

（愛知）

５９ 	 マコトジョワイユー 牝６黒鹿５３ 田中 克典眞壁 明氏 橋本 寿正 様似 出口 繁夫 ４４０＋ ４１：４８．２
 ４８．５�
７１３ トウカイフラッグ 牡６青鹿５４ 幸 英明内村 正則氏 野中 賢二 新冠 長浜牧場 ４６６－ ４１：４８．３
 ２６．６�
５１０ ジョースマイル 牝５黒鹿５３ 和田 竜二上田けい子氏 田村 康仁 様似 様似堀牧場 ４６８－ ４ 〃 ハナ ６６．９�
２３ 	 ナンゴクライデン 牡８黒鹿５３ 福永 祐一渡 義光氏 鮫島 一歩 様似 林 時春 ４５６＋ ４１：４８．５１� １１７．１�
８１５	 クードゥシャンス 牝６栗 ５３ 角田 晃一 �キャロットファーム 庄野 靖志 早来 ノーザンファーム ５１０＋ ６１：４８．８２ １９７．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，９８２，２００円 複勝： ４１，４７５，６００円 枠連： ３９，６７１，０００円

普通馬連： １４１，２４５，５００円 馬単： ８５，３８４，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，５０５，０００円

３連複： １４４，０３９，７００円 ３連単： ３２４，６７６，８００円 計： ８３７，９８０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９８０円 複 勝 � ３８０円 � ５４０円 � ４９０円 枠 連（６－８） ５，０８０円

普通馬連 �� ６，９４０円 馬 単 �� １３，０６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，２５０円 �� ２，４６０円 �� ３，１８０円

３ 連 複 ��� ３２，９７０円 ３ 連 単 ��� ２０４，１００円

票 数

単勝票数 計 ２５９８２２ 的中 � ２０９１９（４番人気）
複勝票数 計 ４１４７５６ 的中 � ２９９９３（４番人気）� １９８５１（７番人気）� ２２３３４（５番人気）
枠連票数 計 ３９６７１０ 的中 （６－８） ５７６６（１７番人気）
普通馬連票数 計１４１２４５５ 的中 �� １５０３４（２７番人気）
馬単票数 計 ８５３８４４ 的中 �� ４８２８（４９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５５０５０ 的中 �� ３９０７（２６番人気）�� ３５６８（３０番人気）�� ２７３８（４２番人気）
３連複票数 計１４４０３９７ 的中 ��� ３２２５（１１３番人気）
３連単票数 計３２４６７６８ 的中 ��� １１７４（６６０番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．１―１１．４―１２．３―１２．４―１２．３―１１．５―１１．３―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．８―３５．２―４７．５―５９．９―１：１２．２―１：２３．７―１：３５．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．１―３F３４．８
３ ・（１２，３）（２，８）（１，１３）（５，１５）１０，４（６，１６）（１１，１４）（７，９） ４ ・（１２，３）（８，１３）（１，２，１５）（５，１０）（４，１６）（６，９）１４，１１，７

勝馬の
紹 介

タイセイファイター �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Arctic Tern デビュー ２００７．４．１ 阪神１着

２００４．４．４生 牡４鹿 母 バンディラス 母母 Bubble Prospector ８戦３勝 賞金 ３３，３１８，０００円
〔制裁〕 アドマイヤムサシ号の騎手藤岡佑介は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。
※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） ３頭 エイシンインパール号・ニホンピロレガーロ号・ミスティックリバー号
※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。



０６０１０ ３月１日 晴 良 （２０阪神１）第１日 第１０競走 ��
��２，４００�

みどうすじ

御堂筋ステークス
発走１５時１０分 （芝・右・外）

４歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
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 ３５０，０００円 １００，０００円 ５０，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２４．７
２：２２．１

良

良

１２ メトロシュタイン 牡４青鹿５６ 福永 祐一太田 廣子氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ５１２＋ ４２：２８．９ ６．６�

４７ マンハッタンスカイ 牡４黒鹿５６ 四位 洋文 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 浅見 秀一 新冠 カミイスタット ５３４＋ ６２：２９．０� ４．６�

８１５� エーシンピーシー 牡４芦 ５６ 後藤 浩輝平井 宏承氏 久保田貴士 米 Winches-
ter Farm ４８０± ０２：２９．１	 ９．８�

５９ ブレイズワン 牡５栗 ５７ 長谷川浩大田中 昇氏 西浦 勝一 門別 加藤ステーブル ４６２± ０２：２９．２クビ １３．９�
３５ キングトップガン 牡５鹿 ５７ 安藤 勝己池田 豊治氏 鮫島 一歩 新冠 北星村田牧場 ５０２± ０２：２９．３� １０．０�
２３ ニシノコンドコソ 牡４栗 ５６ 村田 一誠西山 茂行氏 萱野 浩二 鵡川 西山牧場 ４９６－ ６２：２９．４クビ ６．５�
７１３
 バトルハートオー 牡７黒鹿５７ 芹沢 純一宮川 秋信氏 矢作 芳人 浦河 多田 善弘 ４９４± ０ 〃 クビ ２２０．４	
７１４
 パープルファルコン 牡８鹿 ５７ 小牧 太中野 銀十氏 境 直行 浦河 山口 義彦 ４７２＋ ２２：２９．５	 １１．２

４８ ドリームパートナー �８鹿 ５７ 岡部 誠臼田 浩義氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４７２＋ ２２：２９．７	 ９１．５�

（愛知）

６１１
 ダンスアジョイ 牡７黒鹿５７ 角田 晃一加藤 泰章氏 松永 幹夫 門別 白瀬 明 ５２０－ ２ 〃 アタマ ５．６�
３６ ブレーヴハート 牡６黒鹿５７ 藤田 伸二吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５１８－ ２２：２９．８� １１．６
５１０ コスモプラチナ 牝５鹿 ５５ 藤岡 佑介 �ビッグレッドファーム 宮 徹 門別 荒井ファーム ４１８－ ４２：３０．１１	 ３６．２�
８１６
 マックスチャンプ 牡７鹿 ５７ 武 幸四郎田所 英子氏 梅田 智之 門別 白井牧場 ４８４＋１０ 〃 クビ １７５．２�
６１２ トップセラー 牝６鹿 ５５ 幸 英明 �サンデーレーシング 和田 正道 早来 ノーザンファーム ５１８－１６２：３０．４１	 ６２．８�
２４ ビーオブザバン 牡５鹿 ５７ 和田 竜二金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 早来 ノーザンファーム ５０８± ０２：３０．５� ２９．３�
１１ ドリーミーオペラ 牡６鹿 ５７ 池添 謙一小川 有世氏 菊川 正達 早来 吉田牧場 ４３４－１２２：３０．７１� ８０．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３０，６９７，０００円 複勝： ４９，３１５，６００円 枠連： ４１，４４２，２００円

普通馬連： １９０，７４６，６００円 馬単： １０５，５７９，２００円 ワイド【拡大馬連】： ４２，９６７，３００円

３連複： １９１，０７９，２００円 ３連単： ３９９，６５２，２００円 計： １，０５１，４７９，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６６０円 複 勝 � ２５０円 � １７０円 � ３２０円 枠 連（１－４） １，１８０円

普通馬連 �� １，５８０円 馬 単 �� ３，２８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５５０円 �� １，１９０円 �� ８９０円

３ 連 複 ��� ５，１６０円 ３ 連 単 ��� ３０，３６０円

票 数

単勝票数 計 ３０６９７０ 的中 � ３６８９０（４番人気）
複勝票数 計 ４９３１５６ 的中 � ５１２９６（４番人気）� ８９５２３（１番人気）� ３５８８９（７番人気）
枠連票数 計 ４１４４２２ 的中 （１－４） ２５９６５（４番人気）
普通馬連票数 計１９０７４６６ 的中 �� ８９６３８（２番人気）
馬単票数 計１０５５７９２ 的中 �� ２３７８８（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４２９６７３ 的中 �� ２０１８４（２番人気）�� ８５９４（２０番人気）�� １１７４５（９番人気）
３連複票数 計１９１０７９２ 的中 ��� ２７３３７（１１番人気）
３連単票数 計３９９６５２２ 的中 ��� ９７１７（７１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．７―２４．１―３６．８―４９．６―１：０２．４―１：１５．３―１：２８．５―１：４１．３―１：５３．８―２：０５．７―２：１６．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メトロシュタイン �
�
父 スエヒロコマンダー �

�
母父 Kenmare デビュー ２００７．１．６ 京都３着

２００４．３．２６生 牡４青鹿 母 パールクイン 母母 Pearl Princess １３戦４勝 賞金 ６３，５９９，０００円
※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 アグネストレジャー号・エプソムドン号・トウカイラブ号・マーブルバルダー号・モチ号
※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。



０６０１１ ３月１日 晴 良 （２０阪神１）第１日 第１１競走 ��
��１，６００�第１７回アーリントンカップ（ＪｐｎⅢ）

発走１５時４５分 （芝・右・外）
３歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量，収得賞金２，０００万円以上
の馬１�増

アーリントンパーク競馬場賞（１着）
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 ５０４，０００円 １４４，０００円 ７２，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．５

良

良

８１２ ダンツキッスイ 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二山元 哲二氏 橋本 寿正 浦河 丸幸小林牧場 ５０２－ ２１：３４．６ １９．７�

４５ � エーシンフォワード 牡３鹿 ５６ 福永 祐一平井 宏承氏 西園 正都 米 Edition Farm ４７０＋ ６１：３４．９１� ３４．３�
３３ ディープスカイ 牡３栗 ５６ 幸 英明深見 敏男氏 昆 貢 浦河 笠松牧場 ５０６－１０ 〃 アタマ ３６．３�
５７ ノットアローン 牡３青 ５６ 藤岡 佑介金子真人ホール

ディングス� 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４７６＋ ８ 〃 クビ ２７．４�
１１ ミッキーチアフル 牡３鹿 ５６ 四位 洋文野田みづき氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４９２－ ８１：３５．０� ２３．０�
６８ ドリームガードナー 牡３栗 ５６ 安藤 勝己セゾンレースホース� 中村 均 千歳 社台ファーム ４５２＋ ２１：３５．１クビ ５．８�
７１１ オースミスパーク 牡３鹿 ５６ 角田 晃一�オースミ 南井 克巳 門別 長谷川牧場 ４５２－ ４ 〃 アタマ １１４．７	
８１３ ポルトフィーノ 牝３鹿 ５４ 武 豊 
サンデーレーシング 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ４７４－ ６１：３５．２クビ １．７�
５６ � アポロドルチェ 牡３青鹿５７ 後藤 浩輝アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 Clarkland

Farm ４６２－ ４１：３５．４１	 ７．６�
２２ スマートファルコン 牡３栗 ５６ 池添 謙一大川 徹氏 畠山 吉宏 静内 岡田スタツド ４８０－ ８１：３５．７２ １１．２
７１０ ロードニュースター 牡３鹿 ５６ 武 幸四郎 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 三石 ケイアイファーム ４６６－１２１：３５．８	 ２０．０�
６９ ルールプロスパー 牡３青鹿５６ 和田 竜二儀賀 好子氏 北出 成人 浦河 岡崎牧場 ４５０－ ８１：３６．２２	 ４５．８�

（１２頭）
４４ フェイムロバリー 牡３鹿 ５６ 川田 将雅広尾レース� 小崎 憲 浦河 三嶋牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １３９，１２０，６００円 複勝： １５０，１４５，３００円 枠連： ８８，６６３，０００円

普通馬連： ５９７，３７６，２００円 馬単： ４１３，８６９，１００円 ワイド【拡大馬連】： １４７，３８８，５００円

３連複： ５９０，７４９，６００円 ３連単： １，５３８，３３９，４００円 計： ３，６６５，６５１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，９７０円 複 勝 � ７２０円 � ８４０円 � ７３０円 枠 連（４－８） ２，２３０円

普通馬連 �� ２１，６６０円 馬 単 �� ４３，５２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，６７０円 �� ４，９２０円 �� ４，７１０円

３ 連 複 ��� １０８，１９０円 ３ 連 単 ��� ８９６，０５０円

票 数

単勝票数 計１３９１２０６ 的中 � ５５６９８（５番人気）
複勝票数 計１５０１４５３ 的中 � ５５４０３（８番人気）� ４６５０４（１０番人気）� ５４７５２（９番人気）
枠連票数 計 ８８６６３０ 的中 （４－８） ２９４０１（９番人気）
普通馬連票数 計５９７３７６２ 的中 �� ２０３６３（４９番人気）
馬単票数 計４１３８６９１ 的中 �� ７０１９（８８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１４７３８８５ 的中 �� ７７８２（４７番人気）�� ７３７４（５０番人気）�� ７７０７（４８番人気）
３連複票数 計５９０７４９６ 的中 ��� ４０３０（１７６番人気）
３連単票数 計１５３８３３９４ 的中 ��� １２６７（１０３１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２３．８―３５．２―４６．７―５８．４―１：１０．１―１：２１．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．９―３F３６．２
３ １２－７，８（５，６，１３）９（１，１０）（３，２）１１ ４ １２＝７，１３（８，６）９（５，１０）（１，３，２）１１
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダンツキッスイ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 タイキシャトル デビュー ２００７．９．２９ 阪神１着

２００５．３．２８生 牡３鹿 母 サンフラワーガール 母母 ランバダスタイル ７戦３勝 賞金 ６２，０８８，０００円
〔出走取消〕 フェイムロバリー号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。



０６０１２ ３月１日 晴 稍重 （２０阪神１）第１日 第１２競走 ��
��１，４００�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 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．９

重

重

３５ � ホウショウルビー 牝５鹿 ５５ 四位 洋文芳賀 吉孝氏 領家 政蔵 米 Tokyo Thorough-
bred Bureau B５１４＋ ８１：２４．１ ９．３�

６１２� コンゴウダイオー 牡４鹿 ５７ 角田 晃一金岡 久夫氏 山内 研二 英
Redmyre Bloodstock,
P. Molony and Card
Bloodstock

５３０－ ４１：２４．２� ７．２�
８１６� スティリスタ 牡６鹿 ５７ 和田 竜二藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 Heiligbrodt

Racing Stable ５０８＋ ２１：２４．３� ４．２�
８１５ ニードルポイント 牡４鹿 ５７ 池添 謙一 �キャロットファーム 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４９４＋ ２１：２４．４� ２４．７�
２３ ファルカタリア 牡４栗 ５７ 藤田 伸二 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５０４－１０１：２４．５クビ ４．４�
７１３ セトノヒット 牡７栗 ５７ 酒井 学難波 経雄氏 西園 正都 三石 片山 修 ４７８± ０１：２４．６� ２４．９�
１２ ベ ン ケ イ 牡４鹿 ５７ 川田 将雅幅田 昌伸氏 白井 寿昭 新冠 アサヒ牧場 ５３４－ ４１：２４．７クビ ４．０	
４７ � テラノフォースワン 牡４鹿 ５７ 福永 祐一寺田 寿男氏 昆 貢 米 Foxfield ５２２－ ２１：２４．９１	 ２４．３

５１０ マルサンテクニカル 牡４鹿 ５７ 南井 大志松井三千年氏 南井 克巳 様似 様似堀牧場 ４７８－ ４１：２５．１１	 ５８．７�
１１ ラインストーム 牡４芦 ５７ 渡辺 薫彦大澤 繁昌氏 松永 昌博 静内 高橋 修 B４８２＋ ２ 〃 アタマ ７２．０�
６１１ アンクルピース 牡６鹿 ５７ 石橋 守塚本 能交氏 田島 良保 浦河 大島牧場 ５００－ ２１：２５．２� ４３．６
５９ ノーストピア 牝７鹿 ５５ 小坂 忠士�平成フアーム飯田 雄三 浦河 平成ファーム ４５６－ ６１：２６．０５ ３１８．０�
２４ � ワールドドン 牡７鹿 ５７ 安藤 勝己池田 豊治氏 鮫島 一歩 米 Harold J.

Plumley ４７４－１４１：２６．１� ２６．８�
４８ ハードムーン 牡６黒鹿 ５７

５４ ▲田村 太雅津田 一男氏 福永 甲 浦河 日優牧場 ４８８＋１８ 〃 クビ ２８９．６�
７１４� ビッグポパイ 牡５青鹿５７ 武 幸四郎幅田 昌伸氏 白井 寿昭 米 WinStar

Farm, LLC B４９８＋ ２１：２７．０５ １３．４�

（１５頭）
３６ クリノゴールド 牡５栗 ５７ 北村 浩平栗本 守氏 田所 秀孝 平取 広川牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ３９，４６６，９００円 複勝： ６６，９１８，４００円 枠連： ４６，２８１，３００円

普通馬連： ２０５，８４６，８００円 馬単： １２９，８３７，８００円 ワイド【拡大馬連】： ５６，４４４，２００円

３連複： ２１３，４７９，１００円 ３連単： ４８６，９４６，６００円 計： １，２４５，２２１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９３０円 複 勝 � ２８０円 � ２２０円 � １７０円 枠 連（３－６） ３，５４０円

普通馬連 �� ３，５４０円 馬 単 �� ７，１４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３３０円 �� ８５０円 �� ４９０円

３ 連 複 ��� ５，０１０円 ３ 連 単 ��� ３７，２３０円

票 数

単勝票数 差引計 ３９４６６９（返還計 ２９３） 的中 � ３３７３９（５番人気）
複勝票数 差引計 ６６９１８４（返還計 ７４９） 的中 � ５５７８１（５番人気）� ８０７８２（４番人気）� １２５４１６（２番人気）
枠連票数 差引計 ４６２８１３（返還計 １１４） 的中 （３－６） ９６６０（１４番人気）
普通馬連票数 差引計２０５８４６８（返還計 ６０６２） 的中 �� ４２９３８（１３番人気）
馬単票数 差引計１２９８３７８（返還計 ３８０８） 的中 �� １３４２９（２５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ５６４４４２（返還計 １９６４） 的中 �� ９９８０（１５番人気）�� １６２９２（９番人気）�� ３０５７３（４番人気）
３連複票数 差引計２１３４７９１（返還計 １２１０１） 的中 ��� ３１４７１（１３番人気）
３連単票数 差引計４８６９４６６（返還計 ２７１３３） 的中 ��� ９６５３（１０８番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．７―１１．６―１２．０―１２．０―１２．２―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．１―３４．７―４６．７―５８．７―１：１０．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ホウショウルビー �
�
父 Desert King �

�
母父 Crafty Prospector デビュー ２００５．１２．２４ 阪神１着

２００３．３．１８生 牝５鹿 母 Gaily Field 母母 Inaka １８戦４勝 賞金 ５９，８９３，０００円
〔出走取消〕 クリノゴールド号は，疾病〔左後肢挫創〕のため出走取消。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１８頭 アラビアンナイト号・アレクシオス号・アースコマンダー号・ウインサウザー号・ウインプレミアム号・

コパノカチドキ号・スマートギルド号・セイウンマル号・タムロイーネー号・ナムラアトランテス号・
バトルサクヤビメ号・フォルテピアノ号・ヘラクレスバイオ号・マイネルガリレイ号・マイプリティワン号・
マーキュリー号・ランドベスト号・レゾリューション号



（２０阪神１）第１日 ３月１日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １７２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

２７１，０９０，０００円
１０，６５０，０００円
２２，５００，０００円
１，８００，０００円
２９，５２０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６１，３７５，０００円
５，３５０，８００円
１，７３７，２００円

勝馬投票券売得金
３８８，０９６，９００円
５３５，０７８，８００円
３５７，８８４，５００円
１，６１２，７３９，６００円
１，２３９，８２２，３００円
４４０，６５１，７００円
１，８８５，２９６，０００円
２，７４９，６１５，０００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 ９，２０９，１８４，８００円

総入場人員 １７，７８６名 （有料入場人員 １６，９６９名）




