
０６０１３ ３月２日 晴 稍重 （２０阪神１）第２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

７１３ メイショウボンハオ 牡３鹿 ５６ 武 豊松本 好雄氏 松永 昌博 静内 藤原牧場 ４５６－ ４１：１２．８ １．４�

２２ マームードイモン 牡３鹿 ５６ 幸 英明井門 昭二氏 小原伊佐美 新冠 岡 裕 ４２４± ０１：１３．４３� １２．４�
８１５ ヴォレハクユウ 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦伊藤 博文氏 浜田 光正 三石 沖田 忠幸 ４９０± ０１：１３．８２� ２９．８�
６１１ ピエナワイルド 牡３鹿 ５６ 和田 竜二本谷 兼三氏 南井 克巳 静内 フジワラフアーム ４９４－ ２１：１３．９� ５．３�
８１４ マイネルスカール 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中尾 秀正 新冠 坂元 芳春 ４７４＋１４１：１４．３２� ２１．９�
５８ ワールドマスター 牡３栗 ５６ 熊沢 重文深見 富朗氏 池添 兼雄 新冠 北星村田牧場 ４８２＋ ６１：１４．４クビ ５８．８�
１１ パラダイスイズヒア 牝３鹿 ５４ 福永 祐一 	社台レースホース岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７０－ ２１：１５．０３� ７．４

３４ ローランセルバ 牝３鹿 ５４ 川田 将雅斉藤 敏博氏 木原 一良 浦河 宮内牧場 ４４０＋ ６１：１５．２１� ３１０．８�
５９ ファンドリテンカ 牡３黒鹿５６ 安部 幸夫水戸 富雄氏 西園 正都 鵡川 市川牧場 ４４８＋ ２ 〃 クビ １５０．２�

（愛知）

７１２ トロピカルガイ 牡３黒鹿５６ 岡部 誠小川 勲氏 武 宏平 静内 武 牧場 ４２６－ ２１：１６．０５ １８１．３
（愛知）

４６ フォーモサアピール 牝３栗 ５４
５１ ▲船曳 文士	�昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４９４－ ４ 〃 クビ ３３６．７�

４７ グランフォース 牡３鹿 ５６
５３ ▲田村 太雅林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４０８－ ４１：１６．１クビ ３０６．２�

３５ セフティープラチナ 牡３黒鹿５６ 白坂 聡池田 實氏 須貝 彦三 静内 マルショウ牧場 ４６４－ ４１：１７．７１０ ２９７．４�
６１０ ジーティーアンティ 牝３栗 ５４ 角田 晃一�グリーンテック橋本 寿正 門別 白井牧場 ４１０－ ４１：１８．４４ ３７２．９�

（１４頭）
２３ ゴールデンホーク 牡３青鹿５６ 長谷川浩大西村 憲人氏 大根田裕之 浦河 �桁牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １５，８５０，５００円 複勝： ３９，３１５，８００円 枠連： １８，０８２，２００円

普通馬連： ５２，７６７，８００円 馬単： ７５，８７３，２００円 ワイド【拡大馬連】： １８，６９７，０００円

３連複： ９０，１６６，０００円 ３連単： 発売なし 計： ３１０，７５２，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � ２５０円 � ３４０円 枠 連（２－７） ８１０円

普通馬連 �� ７１０円 馬 単 �� ９３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３６０円 �� ４７０円 �� １，５９０円

３ 連 複 ��� ２，５５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １５８５０５ 的中 � ９２３１１（１番人気）
複勝票数 計 ３９３１５８ 的中 � ２７７４８１（１番人気）� １６７８９（４番人気）� １０７１０（５番人気）
枠連票数 計 １８０８２２ 的中 （２－７） １６５５１（４番人気）
普通馬連票数 計 ５２７６７８ 的中 �� ５５５００（３番人気）
馬単票数 計 ７５８７３２ 的中 �� ６０５１０（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８６９７０ 的中 �� １４０４５（３番人気）�� １００５２（６番人気）�� ２６０６（１６番人気）
３連複票数 計 ９０１６６０ 的中 ��� ２６１６８（１０番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．５―１２．２―１２．２―１１．７―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．７―２４．２―３６．４―４８．６―１：００．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウボンハオ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Storm Cat デビュー ２００８．１．１３ 京都２着

２００５．５．１７生 牡３鹿 母 テンザンストーム 母母 Rythmical ３戦１勝 賞金 ８，３００，０００円
〔出走取消〕 ゴールデンホーク号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セフティープラチナ号・ジーティーアンティ号は，平成２０年４月２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。



０６０１４ ３月２日 晴 稍重 （２０阪神１）第２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

４６ ピイラニハイウェイ 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介金子真人ホール
ディングス� 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４６０－ ６１：５３．４ ２．５�

３３ セレスコクオー 牡３青鹿５６ 和田 竜二岡 浩二氏 宮本 博 浦河 大柳ファーム ５３６－１４１：５５．４大差 ６．４�
２２ プリンチパーレ 牡３黒鹿５６ 上村 洋行藤田 孟司氏 中竹 和也 追分 追分ファーム ５２６＋ ４１：５５．６１ ６２．６�
６１０ アドマイヤテキサス 牡３黒鹿５６ 川田 将雅近藤 利一氏 友道 康夫 新冠 秋田牧場 ４５２＋ ２１：５５．７� ７９．７�
１１ ニシノハドウホウ 牡３鹿 ５６ 小牧 太西山 茂行氏 田所 秀孝 鵡川 西山牧場 ５０２－ ４１：５５．８� ７９．８�
３４ マチカネシュウソウ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一細川 益男氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム ４７０－ ６ 〃 ハナ ４．６�
７１１ スズヨコジーン 牡３芦 ５６ 柴田 善臣鈴木与四郎氏 根本 康広 浦河 丸村村下

ファーム ４５４－ ４ 〃 ハナ １４．２	
８１３ ピエナミッチー 牡３鹿 ５６ 岡部 誠本谷 兼三氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 ４４８－１２１：５６．２２� １８．９


（愛知）

５７ メジロジーニー 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥�メジロ牧場 河内 洋 洞爺 メジロ牧場 ４７４－２０１：５６．４� ３８．１�
５８ メイショウヘディン 牡３鹿 ５６

５３ ▲田村 太雅松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 村中牧場 B４４４± ０１：５６．７１� ２２８．４
７１２ シュルヴィーヴル 牝３鹿 ５４ 安部 幸夫辻 俊夫氏 田中 章博 浦河 永田 克之 ４２６－ ４１：５７．３３� １４８．８�

（愛知）

６９ ニホンピロルブラ 牡３黒鹿５６ 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 静内 佐竹 学 ５１２－１０１：５７．５１� ５．１�
４５ エバーアンドエバー 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦 �サンデーレーシング 木原 一良 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４６－ ２１：５７．８２ ２０４．１�
８１４ メイショウグラード 牡３鹿 ５６ 幸 英明松本 好雄氏 高橋 成忠 浦河 富田牧場 ４８６－ ６１：５８．８６ １２．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １７，５３３，６００円 複勝： ２３，２６４，６００円 枠連： ２０，４２０，９００円

普通馬連： ６１，０８５，３００円 馬単： ６１，３８８，９００円 ワイド【拡大馬連】： １９，３５８，１００円

３連複： ９１，６２２，２００円 ３連単： 発売なし 計： ２９４，６７３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １４０円 � ２１０円 � １，１００円 枠 連（３－４） ３９０円

普通馬連 �� ８２０円 馬 単 �� １，４６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４００円 �� ２，７１０円 �� ３，９８０円

３ 連 複 ��� １３，１４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７５３３６ 的中 � ５５６７８（１番人気）
複勝票数 計 ２３２６４６ 的中 � ５９３５１（１番人気）� ２８９２３（４番人気）� ３７５６（９番人気）
枠連票数 計 ２０４２０９ 的中 （３－４） ３９１７６（１番人気）
普通馬連票数 計 ６１０８５３ 的中 �� ５５２１９（２番人気）
馬単票数 計 ６１３８８９ 的中 �� ３１１４１（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９３５８１ 的中 �� １３６０２（４番人気）�� １６５５（２６番人気）�� １１１６（３７番人気）
３連複票数 計 ９１６２２２ 的中 ��� ５１４８（３８番人気）

ハロンタイム １２．９―１０．９―１３．１―１２．８―１２．９―１３．２―１３．４―１２．１―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２３．８―３６．９―４９．７―１：０２．６―１：１５．８―１：２９．２―１：４１．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．８―３F３７．６
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ピイラニハイウェイ �
�
父 Silver Deputy �

�
母父 Thunder Gulch デビュー ２００８．１．２７ 小倉３着

２００５．３．８生 牡３黒鹿 母 トロピカルブラッサム 母母 Barbara Sue ３戦１勝 賞金 ７，３００，０００円
〔発走状況〕 セレスコクオー号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウグラード号は，平成２０年４月２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。



０６０１５ ３月２日 晴 稍重 （２０阪神１）第２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

８１４ ブラックルーラー 牡３黒鹿５６ 福永 祐一吉田 照哉氏 石坂 正 千歳 社台ファーム ４７６－ ６１：２５．０ ７．０�

８１３� セトノアンテウス 牡３鹿 ５４ 安藤 勝己難波 澄子氏 鮫島 一歩 豪 Mr F Peisah ４５６－ ２１：２５．１クビ ４．７�
６９ メイショウイッキ 牡３鹿 ５６ 武 豊松本 好�氏 安田伊佐夫 浦河 浦河日成牧場 ４６４－ ４１：２６．１６ ２．７�
４６ マイネルトリオンフ 牡３栗 ５６ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 様似 ホウセイ牧場 ５１０± ０ 〃 クビ ３４．１�
１１ � ケイアイプラウド 牡３栗 ５６ 四位 洋文亀田 守弘氏 白井 寿昭 米 Pamela Ridley

& Kim Ridley ４８２＋ ２１：２６．５２� ２．９�
５７ シゲルレスポワール 牡３青鹿５６ 小牧 太森中 蕃氏 坪 憲章 新冠 長浜 秀昭 ４４２± ０ 〃 クビ １１１．８	
２２ ナムラフューチャー 牡３鹿 ５６ 幸 英明奈村 信重氏 大橋 勇樹 静内 中田 浩美 ４６６＋ ４１：２６．６クビ ２１．４

７１１ マーベラスウイル 牡３栗 ５６ 熊沢 重文笹原 貞生氏 柴田 政見 静内 松田 三千雄 ４５４＋ ２ 〃 ハナ ２３．９�
６１０ ミッキーアデュー 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一三木 久史氏 中尾 秀正 浦河 荻伏三好フ

アーム ４５６＋ ４１：２６．８１� １２２．９�
３３ トーワミラクル 牡３鹿 ５６

５３ ▲田村 太雅齋藤 すゞ 氏 佐山 優 新冠 村本牧場 ４３０± ０ 〃 ハナ １１８．２
７１２ メイショウエビス 牡３黒鹿５６ 武 幸四郎松本 好雄氏 増本 豊 浦河 三嶋牧場 ４６４± ０１：２７．０１� ７８．５�
３４ エーシンピーヴィー 牡３黒鹿５６ 渡辺 薫彦平井 宏承氏 西橋 豊治 浦河 栄進牧場 ４４４－ ６１：２７．１	 １２８．９�
５８ タッキーファントム 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥香川 憲次氏 谷 潔 三石 タガミファーム B４７８＋ ４１：２８．９大差 ８６．６�

（１３頭）
４５ � エーシントゥーゴー 牝３黒鹿５４ 長谷川浩大平井 宏承氏 中竹 和也 米 Winches-

ter Farm ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２４，４５４，６００円 複勝： ３３，６５９，５００円 枠連： ２４，００２，１００円

普通馬連： ７４，１０１，７００円 馬単： ８６，１１０，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，９８７，１００円

３連複： １２４，１７０，９００円 ３連単： 発売なし 計： ３９１，４８６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７００円 複 勝 � １６０円 � １５０円 � １２０円 枠 連（８－８） １，２４０円

普通馬連 �� １，４００円 馬 単 �� ３，０００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４１０円 �� ３２０円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� １，０３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４４５４６ 的中 � ２７８２９（４番人気）
複勝票数 計 ３３６５９５ 的中 � ４７４６３（４番人気）� ５５５３０（３番人気）� ９８３３６（１番人気）
枠連票数 計 ２４００２１ 的中 （８－８） １４３６９（４番人気）
普通馬連票数 計 ７４１０１７ 的中 �� ３９１９７（６番人気）
馬単票数 計 ８６１１０７ 的中 �� ２１２１７（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４９８７１ 的中 �� １４１４９（６番人気）�� １９８１４（４番人気）�� ２５３０１（２番人気）
３連複票数 計１２４１７０９ 的中 ��� ８９４４９（３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．６―３５．５―４７．６―５９．８―１：１２．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブラックルーラー �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Last Tycoon デビュー ２００７．８．５ 小倉７着

２００５．１．２６生 牡３黒鹿 母 モ テ ッ ク 母母 Sudaka ６戦１勝 賞金 ７，０５０，０００円
〔出走取消〕 エーシントゥーゴー号は，疾病〔蕁麻疹〕のため出走取消。
〔その他〕 タッキーファントム号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 タッキーファントム号は，平成２０年４月２日まで出走できない。
※出走取消馬 コンドルラパス号（疾病〔感冒〕のため）・ペンタグランマ号（疾病〔右肩跛行〕のため）



０６０１６ ３月２日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（２０阪神１）第２日 第４競走 ��２，９７０�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３：１５．７良・良

６１０ ウォータートリトン 牡５鹿 ６０ 佐久間寛志山岡 良一氏 鹿戸 明 門別 ファーミングヤナキタ ４５４± ０３：２１．１ ２．８�

７１１ ラダマンテス �７鹿 ６０ 出津 孝一 �ノースヒルズマネ
ジメント 新川 恵 浦河 鎌田 正嗣 ４８４－ ４３：２１．５２� ４．３�

３３ � イ ン カ ム �６鹿 ６０ 菊地 昇吾山本 慎一氏 田島 良保 えりも えりも農場 ５０８－ ２ 〃 ハナ ３０．１�
１１ � シルクギャロップ 牡５鹿 ６０ 金折 知則有限会社シルク松元 茂樹 早来 ノーザンファーム ４７０－ ２３：２１．８１� ７．１�
５８ ハストラング 牡４鹿 ５９ 西谷 誠岡田 牧雄氏 小崎 憲 静内 岡田スタツド ４７０＋ ６３：２２．３３ ５．３�
６９ スズカジョリーズ 牡８鹿 ６０ 北沢 伸也永井 啓弍氏 藤岡 範士 浦河 村中牧場 ５０８－ ２３：２２．７２� ９．５�
８１４ マルタカテンビー 牡６鹿 ６０ 高野 容輔高橋 義和氏 境 直行 三石 本桐牧場 ４９０＋１４３：２２．９１	 ９１．０	
３４ � スリーエリシオ 牡７鹿 ６０ 小坂 忠士永井商事
 武 宏平 門別 本間牧場 ４９２＋ ２３：２３．０� ２０．５�
２２ セイウンエポック �５鹿 ６０ 高井 彰大西山 茂行氏 宮本 博 新冠 中本 隆志 ４８６－ ２３：２３．５３ １５．９�
５７ タツシャンハイ 牡７鹿 ６０ 林 満明鈴木 昭作氏 福永 甲 静内 千代田牧場 ４８２＋ ２３：２４．１３� １２２．０
４６ メイショウセレット 牡６栗 ６０ 白浜 雄造松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 ４８２＋ ２３：２６．０大差 ４３．８�
８１３ ビクトリーブランコ 牝４黒鹿５７ 黒岩 悠永田 清男氏 服部 利之 三石 筒井 征文 ４７８＋ ６３：２７．１７ ７６．５�
４５ センティーレ 牝６青 ５８ 白坂 聡藤田 孟司氏 中竹 和也 早来 ノーザンファーム ４８６＋１２３：３２．６大差 ４０．６�
７１２ クィーンチェリー 牝４栗 ５７ 小林慎一郎チエリー商事� 高橋 隆 門別 戸川牧場 ４８２＋ ２３：３３．２３� ２０１．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １６，１４２，４００円 複勝： １６，３７５，６００円 枠連： ２０，５７６，３００円

普通馬連： ５４，２６８，０００円 馬単： ５７，３８５，６００円 ワイド【拡大馬連】： １７，４１２，９００円

３連複： ９７，５２８，２００円 ３連単： 発売なし 計： ２７９，６８９，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １３０円 � １８０円 � ５１０円 枠 連（６－７） ５００円

普通馬連 �� ６００円 馬 単 �� １，０６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２７０円 �� １，４００円 �� １，９５０円

３ 連 複 ��� ６，２２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １６１４２４ 的中 � ４６８３１（１番人気）
複勝票数 計 １６３７５６ 的中 � ４６８４８（１番人気）� ２４６３７（２番人気）� ５５２８（８番人気）
枠連票数 計 ２０５７６３ 的中 （６－７） ３０７８２（１番人気）
普通馬連票数 計 ５４２６８０ 的中 �� ６７３６８（１番人気）
馬単票数 計 ５７３８５６ 的中 �� ４０１３２（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７４１２９ 的中 �� １８８９７（１番人気）�� ２８１１（１９番人気）�� １９７６（２５番人気）
３連複票数 計 ９７５２８２ 的中 ��� １１５８２（１８番人気）

上り １マイル １：４７．６ ４F ５３．８－３F ４０．４
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�

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

勝馬の
紹 介

ウォータートリトン �
�
父 ダイタクサージャン �

�
母父 ミルジヨージ デビュー ２００５．１１．１３ 京都８着

２００３．４．２０生 牡５鹿 母 ダイタクジーニアス 母母 グリーングツトリー 障害：１１戦１勝 賞金 １９，５５０，０００円
〔騎手変更〕 ビクトリーブランコ号の騎手植野貴也は，第１日第４競走での落馬負傷のため黒岩悠に変更。
〔発走状況〕 ビクトリーブランコ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 メイショウセレット号の騎手白浜雄造は，１周目７号障害を外側に斜飛したことについて過怠金１０，０００円。

ビクトリーブランコ号の騎手黒岩悠は，３号障害を内側に斜飛したことについて戒告。
タツシャンハイ号の騎手林満明は，３号障害を外側に斜飛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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 セフティグランプリ号
（非抽選馬） １頭 ツルマルビビッド号



０６０１７ ３月２日 晴 良 （２０阪神１）第２日 第５競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１２時３０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

１：３２．０
１：３１．５

良

良

６１１ ス ピ リ タ ス �３栗 ５６ 小牧 太 �キャロットファーム 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム ４２８＋ ２１：３６．４ ６．２�

４８ プロフェッショナル 牡３青 ５６ 福永 祐一近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ５１２－１２１：３６．６１� ２．５�
２３ フィッツロイ 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三 �サンデーレーシング 佐々木晶三 早来 ノーザンファーム ４９０－ ８１：３６．７� ８．３�
７１４	 ゴールデンルーヴェ 牡３栗 ５６ 岡部 誠広尾レース� 森 秀行 米 Barnett

Enterprises ４９８－ ４１：３６．８
 ４２．０�
（愛知）

８１６ ビビッドビビアン 牝３芦 ５４ 角田 晃一 �フジワラ・ファーム 佐山 優 静内 フジワラフアーム ４５２± ０ 〃 クビ ２４．４�
３５ バリュアブルズ 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一ディアレスト 高橋 裕 浦河 南部 功 B４８４－１２１：３７．０１ ２６．１	
４７ マイネルピリアー 牡３黒鹿５６ 安部 幸夫 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 羽月 友彦 新冠 ビッグレッドファーム ４５０＋ ４１：３７．１� ４２５．９

（愛知）

１１ スタンドフラワー 牝３鹿 ５４
５１ ▲船曳 文士深見 富朗氏 田所 清広 静内 棚川 光男 ４８０－ ２ 〃 ハナ １２１．６�

８１５ ブレイジングスター 牝３鹿 ５４ 和田 竜二�辻牧場 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 ４１６－ ４ 〃 ハナ ２０．１�
７１３ ピサノジュバン 牝３黒鹿５４ 安藤 勝己市川 義美氏 松田 博資 三石 中村 和夫 ４５８＋１８ 〃 アタマ １６．５
１２ ファーマウォラト 牡３栗 ５６

５３ ▲田村 太雅林 順子氏 佐山 優 鹿児島 協和牧場鹿児島分場 ４６４＋ ６１：３７．２
 １５１．３�
６１２ ビップホーラー 牝３黒鹿５４ 村田 一誠松坂 明子氏 飯田 明弘 浦河 村下 明博 ４５６－１０１：３７．３
 ５５４．５�
３６ サムワントゥラブ 牝３鹿 ５４ 武 豊金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 門別 シンコーファーム ４４８＋ ６１：３７．５１� ３．６�
５９ テイエムモモタロー 牡３青鹿５６ 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 静内 坂本 智広 ４４８± ０１：３７．６� １２１．８�
５１０ ハマノモナーク 牡３黒鹿５６ 幸 英明浜井 弘至氏 服部 利之 静内 漆原 信一 ４５６－ ２１：３７．８１
 １８．８�
２４ メイショウシーカー 牝３黒鹿５４ 石橋 守松本 好雄氏 高橋 成忠 浦河 バンダム牧場 ４５６－ ２１：３８．３３ ３９４．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，１０３，５００円 複勝： ３１，３５２，２００円 枠連： ２３，２６８，７００円

普通馬連： ７６，０９７，７００円 馬単： ７５，３９１，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，１３７，７００円

３連複： １１９，０７１，２００円 ３連単： 発売なし 計： ３７６，４２２，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６２０円 複 勝 � ２００円 � １２０円 � ２２０円 枠 連（４－６） ８９０円

普通馬連 �� ９００円 馬 単 �� ２，０６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３５０円 �� ８４０円 �� ３８０円

３ 連 複 ��� ２，０５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２６１０３５ 的中 � ３３２２６（３番人気）
複勝票数 計 ３１３５２２ 的中 � ３４４２５（３番人気）� ９７６２６（１番人気）� ３０３７６（４番人気）
枠連票数 計 ２３２６８７ 的中 （４－６） １９４８４（２番人気）
普通馬連票数 計 ７６０９７７ 的中 �� ６２７２４（２番人気）
馬単票数 計 ７５３９１６ 的中 �� ２７１１４（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５１３７７ 的中 �� １８６４２（２番人気）�� ６７６７（１０番人気）�� １７１２５（３番人気）
３連複票数 計１１９０７１２ 的中 ��� ４２８７４（４番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．６―１２．８―１２．６―１２．６―１１．６―１１．６―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．３―３６．１―４８．７―１：０１．３―１：１２．９―１：２４．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ス ピ リ タ ス �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 Storm Cat デビュー ２００８．１．１３ 京都２着

２００５．４．１１生 �３栗 母 ピノシェット 母母 Pink Turtle ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００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。
（非抽選馬） ３頭 ウツセミ号・シルクウォリアー号・テツゴールド号
※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。



０６０１８ ３月２日 晴 良 （２０阪神１）第２日 第６競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１３時００分 （芝・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

１：５８．１
１：５６．４

良

良

６６ ヒルノラディアン 牡３黒鹿５６ 四位 洋文蛭川 正文氏 昆 貢 門別 平成牧場 ４３０ ―２：０７．９ ６．６�

５５ ディアカルテット 牝３鹿 ５４ 荻野 要ディアレスト 福島 信晴 様似 能登ファーム ４１４ ―２：０８．２１� ５８．７�
３３ オウシュウハート 牝３黒鹿５４ 幸 英明西村 專次氏 庄野 靖志 白老 社台牧場 ４３２ ―２：０８．３� ４１．２�
１１ ムーンシンフォニー 牝３栗 ５４ 安藤 勝己飯田 正剛氏 松田 博資 静内 千代田牧場 ４５２ ―２：０８．４� １．５�
２２ � エーシンサンスター 牡３黒鹿５６ 福永 祐一平井 宏承氏 松元 茂樹 米

Robert E. Court-
ney, Jr. & Jaime S.
Carrion, Trustee

４５８ ―２：０８．５� ５．８�
（エーシンエスンエス）

７７ スズカゲイル 牡３鹿 ５６ 武 豊永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 小島牧場 ４２２ ―２：０８．６クビ ２０．０�
４４ タイキディザイア 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎�大樹ファーム 松元 茂樹 大樹 大樹ファーム ４５８ ―２：０８．７� ３４．１	
８９ メイプルプラウド 牝３栗 ５４ 安部 幸夫節 英司氏 崎山 博樹 三石 本桐牧場 ４８０ ―２：０８．９１� １１．５


（愛知）

８１０ ヒカルメイオー 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥中脇 満氏 目野 哲也 浦河 中脇 満 ４５８ ―２：０９．０クビ ３３．９�
７８ スリーメガトン 牡３栗 ５６ 川田 将雅永井商事� 武 宏平 静内 武 牧場 ５０２ ―２：０９．２１� ３４．９

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２６，３８６，２００円 複勝： ３６，１２３，５００円 枠連： １８，３１７，１００円

普通馬連： ６１，９２０，３００円 馬単： ９５，４３２，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，２３０，９００円

３連複： １０１，７６９，５００円 ３連単： 発売なし 計： ３６０，１８０，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６６０円 複 勝 � ３６０円 � ２，２９０円 � １，４９０円 枠 連（５－６） １０，９５０円

普通馬連 �� １４，１９０円 馬 単 �� ２９，１１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，６５０円 �� ２，０１０円 �� ７，６７０円

３ 連 複 ��� ６６，５３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２６３８６２ 的中 � ３１６５５（３番人気）
複勝票数 計 ３６１２３５ 的中 � ３０６７９（３番人気）� ３８４７（１０番人気）� ６００８（８番人気）
枠連票数 計 １８３１７１ 的中 （５－６） １２３５（１９番人気）
普通馬連票数 計 ６１９２０３ 的中 �� ３２２２（２９番人気）
馬単票数 計 ９５４３２６ 的中 �� ２４２０（４７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０２３０９ 的中 �� １３６３（３３番人気）�� ２５１５（２０番人気）�� ６４１（４１番人気）
３連複票数 計１０１７６９５ 的中 ��� １１２９（８９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．０―２５．１―３８．５―５２．０―１：０５．２―１：１８．４―１：３１．５―１：４４．５―１：５６．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヒルノラディアン �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 ローズリーフⅡ 初出走

２００５．４．１生 牡３黒鹿 母 ヘイセイレモン 母母 テークタイト １戦１勝 賞金 ７，０００，０００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。



０６０１９ ３月２日 晴 良 （２０阪神１）第２日 第７競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１３時３０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

１：０９．７
１：０９．１

重

不良

５９ インプルーヴ 牡３黒鹿５６ 武 豊武田 茂男氏 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 ５３２－ ８１：１１．６ ４．０�

８１５ ミッキーフォルテ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一三木 久史氏 中村 均 静内 三宅牧場 ５２４＋１２１：１２．２３� ２．２�
３５ ドリームクラウン 牡３栗 ５６ 安藤 勝己セゾンレースホース� 中村 均 静内 へいはた牧場 ４９６－ ４１：１２．３� ７．２�
４７ ペプチドアトム 牡３鹿 ５６ 和田 竜二沼川 一彦氏 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 ４７８－ ２ 〃 クビ ３０．９�
６１１ ディアアゲイン 牡３栗 ５６

５３ ▲田村 太雅村上 稔氏 佐藤 正雄 三石 米田 和子 ４４４－ ６１：１２．４クビ ３６．７�
３４ アトラスシーダー 牡３芦 ５６ 川田 将雅 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４９８＋ ８１：１２．９３ １２．４	
４６ � リ ュ ウ ケ ン 牡３鹿 ５６ 岡部 誠西村 正春氏 藤田 正治 静内 野表 篤夫 ５１０－ １ 〃 ハナ ２１１．３


（笠松） （愛知）

２２ � クイックリープ 牡３栗 ５６ 柴山 雄一松平 正樹氏 柴田 光陽 浦河（有）ビクトリーホース
ランチ 荻野 豊 ４３６－ ２１：１３．０クビ ３２０．４�

５８ キンシニューストン 牡３栗 ５６ 小牧 太若草クラブ 浅見 秀一 浦河 冨岡牧場 ４７０＋１２１：１３．４２� １４８．４�
７１２	 ロングキーブリッジ 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介斉藤 敏博氏 森 秀行 愛

Epona Blood-
stock Ltd and
P. A. Byrne

４９４＋ ８１：１３．５クビ ２３．３
８１４ バクシンミノル 牡３鹿 ５６ 幸 英明吉岡 實氏 南井 克巳 新冠 須崎牧場 ４８４－ ４１：１３．６
 ４０．７�
２３ ヒュームウッド 牡３栗 ５６ 四位 洋文後藤 繁樹氏 崎山 博樹 平取 北島牧場 ４９４－ ４１：１３．９１
 ２８．０�
７１３ ナンヨーナイト 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣中村 �也氏 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 ４９６± ０１：１４．０� ３７．６�
１１ シルクストレングス 牡３栗 ５６ 長谷川浩大有限会社シルク岡田 稲男 門別 ヤナガワ牧場 ４７８± ０１：１４．６３� ８．７�
６１０� ヒロノバイオ 牡３鹿 ５６ 安部 幸夫中島 稔氏 藤田 正治 浦河 藤坂 秋雄 B４８８＋ ３１：１６．４大差 ６０３．０�

（笠松） （愛知）

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２７，３１７，６００円 複勝： ３５，６８０，１００円 枠連： ２５，６５６，２００円

普通馬連： １００，０１４，６００円 馬単： ８８，２３４，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，５２３，１００円

３連複： １４７，６０４，６００円 ３連単： 発売なし 計： ４５５，０３０，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １５０円 � １２０円 � １５０円 枠 連（５－８） ４７０円

普通馬連 �� ４９０円 馬 単 �� １，２００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２１０円 �� ３７０円 �� ２４０円

３ 連 複 ��� ９００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２７３１７６ 的中 � ５４１５０（２番人気）
複勝票数 計 ３５６８０１ 的中 � ５８８５７（２番人気）� １０４４１９（１番人気）� ５５７５１（３番人気）
枠連票数 計 ２５６５６２ 的中 （５－８） ４０７０４（２番人気）
普通馬連票数 計１０００１４６ 的中 �� １５１５１６（１番人気）
馬単票数 計 ８８２３４４ 的中 �� ５４２８６（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０５２３１ 的中 �� ４１１０１（１番人気）�� １７９１２（３番人気）�� ３３０３０（２番人気）
３連複票数 計１４７６０４６ 的中 ��� １２１５３０（１番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．３―１１．５―１１．９―１２．０―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．５―３５．０―４６．９―５８．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

インプルーヴ �
�
父 ボストンハーバー �

�
母父 ウォーニング デビュー ２００７．１２．１ 阪神１着

２００５．３．２４生 牡３黒鹿 母 プレジールダムール 母母 バ ジ ー ４戦２勝 賞金 １５，１００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヒロノバイオ号は，平成２０年４月２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。



０６０２０ ３月２日 晴 良 （２０阪神１）第２日 第８競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１４時００分 （ダート・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，５５�
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

７７ ヴィクトリアアイ 牝４鹿 ５５ 福永 祐一 �ノースヒルズマネ
ジメント 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６０± ０１：５５．２ ３．５�

５５ チャームピクチャー 牝４栗 ５５ 武 幸四郎タマモ� 佐藤 正雄 静内 前田牧場 ４６２＋ ６１：５５．７３ ２．２�
４４ アンテヴォルテ 牝５鹿 ５５ 川田 将雅 �キャロットファーム 吉田 直弘 白老 ノーザンファーム ４１８＋ ４１：５５．９１� １６．４�
３３ グロリアスウェザー 牝４鹿 ５５ 小林 徹弥 �サンデーレーシング 清水 出美 浦河 赤田牧場 ５１０＋ ６１：５６．３２� ８．７�
８８ ヒシルーマー 牝４青鹿５５ 角田 晃一阿部雅一郎氏 佐山 優 浦河 中村 雅明 ４９４－ ４１：５６．４� １２．９�
８９ ショウナンバラード 牝５鹿 ５５ 小牧 太�湘南 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４９６－ ４１：５６．７２ ２６．４	
２２ クリールパトラー 牝４栗 ５５ 武 豊横山 修二氏 武 邦彦 様似 猿倉牧場 ５３６－ ２１：５６．８� ７．２

６６ ドリームアプローチ 牝７鹿 ５５ 村田 一誠 �グリーンファーム 五十嵐忠男 門別 川島 良一 ４１４± ０１：５７．０� ９６．５�
１１ リヴィエールジータ 牝５鹿 ５５ 渡辺 薫彦 �ローレルレーシング 河内 洋 新冠 高瀬牧場 B４８６－ ６１：５７．２１� １３．９�

（９頭）

売 得 金

単勝： ２１，１０８，６００円 複勝： ２７，４１８，５００円 枠連： ２１，８２３，４００円

普通馬連： ８１，３６７，６００円 馬単： ９７，０９４，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，６５０，４００円

３連複： １２８，２６１，３００円 ３連単： 発売なし 計： ３９８，７２４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １３０円 � １１０円 � ２８０円 枠 連（５－７） ３２０円

普通馬連 �� ３００円 馬 単 �� ７９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １６０円 �� ６４０円 �� ４８０円

３ 連 複 ��� １，３９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１１０８６ 的中 � ４７６４８（２番人気）
複勝票数 計 ２７４１８５ 的中 � ５７１２５（２番人気）� １０１６７１（１番人気）� １４４０２（７番人気）
枠連票数 計 ２１８２３４ 的中 （５－７） ５１９５２（１番人気）
普通馬連票数 計 ８１３６７６ 的中 �� ２０５７３７（１番人気）
馬単票数 計 ９７０９４５ 的中 �� ９１５７８（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１６５０４ 的中 �� ４５０３９（１番人気）�� ６８４６（１０番人気）�� ９５７６（７番人気）
３連複票数 計１２８２６１３ 的中 ��� ６８３９４（５番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．２―１４．０―１３．３―１３．４―１３．１―１２．８―１２．０―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．０―３８．０―５１．３―１：０４．７―１：１７．８―１：３０．６―１：４２．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴィクトリアアイ 
�
父 ブライアンズタイム 

�
母父 Storm Cat デビュー ２００６．１１．２５ 京都５着

２００４．５．２２生 牝４鹿 母 キャットクイル 母母 Pacific Princess １２戦２勝 賞金 １９，２５０，０００円



０６０２１ ３月２日 晴 良 （２０阪神１）第２日 第９競走 ��
��２，２００�すみれステークス

発走１４時３５分 （芝・右）
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１，２００万円毎１�
増

賞 品
本 賞 １９，０００，０００円 ７，６００，０００円 ４，８００，０００円 ２，９００，０００円 １，９００，０００円
付 加 賞 ２８７，０００円 ８２，０００円 ４１，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：１０．９
２：１０．１

良

良

６６ キングスエンブレム 牡３青 ５６ 武 豊 �サンデーレーシング 石坂 正 早来 ノーザンファーム ４６２＋ ４２：１５．４ ２．４�

７８ モンテクリスエス 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己毛利 喜昭氏 松田 国英 門別 下河辺牧場 ５２６－ ８２：１５．６１ ４．９�
６７ ダンツウィニング 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣山元 哲二氏 山内 研二 新冠 森 牧場 ５１６－１２２：１６．１３ ６．５�
２２ スリーオリオン 牡３栗 ５６ 熊沢 重文永井商事� 橋本 寿正 浦河 信岡牧場 ４３６－ ２ 〃 クビ ５４．８�
５５ � ファリダット 牡３青鹿５６ 福永 祐一前田 幸治氏 松元 茂樹 米 North Hills

Management ４６０－ ４ 〃 ハナ ５．５�
３３ エーシンダボーブイ 牡３鹿 ５６ 川田 将雅平井 宏承氏 野元 昭 浦河 栄進牧場 ４５６－ ４２：１６．２クビ １４９．２	
８１１ フローテーション 牡３栗 ５７ 小牧 太臼田 浩義氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４９８＋ ６２：１６．３� ７．３

４４ アドマイヤナサ 牡３青鹿５６ 上村 洋行近藤 利一氏 橋田 満 静内 グランド牧場 ４９２－ ４２：１６．４	 ３５．６�
７９ ダークジャケット 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介 �社台レースホース坂口 正大 千歳 社台ファーム ５０６－ ８２：１６．７１� ２５．６�
１１ セイカアニマート 牡３栗 ５６ 幸 英明久米 誠氏 田中 章博 新冠 シンユウフアーム ４４６－ ８ 〃 クビ １８．４
８１０ マイサイドキック 牡３栗 ５６ 和田 竜二井堂 孝純氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４９２＋ ２２：１７．７６ １９１．５�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ５２，０３３，１００円 複勝： ７９，４３５，４００円 枠連： ３３，０２５，１００円

普通馬連： １７５，４９６，０００円 馬単： １２８，５３３，７００円 ワイド【拡大馬連】： ４７，０４３，０００円

３連複： １８５，９２６，０００円 ３連単： ５２１，０１６，１００円 計： １，２２２，５０８，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １１０円 � １６０円 � １７０円 枠 連（６－７） ４３０円

普通馬連 �� ７６０円 馬 単 �� １，２５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２８０円 �� ２８０円 �� ６００円

３ 連 複 ��� １，２１０円 ３ 連 単 ��� ５，３５０円

票 数

単勝票数 計 ５２０３３１ 的中 � １７７８９０（１番人気）
複勝票数 計 ７９４３５４ 的中 � ２６１３６９（１番人気）� １１５３２２（２番人気）� １００２８２（４番人気）
枠連票数 計 ３３０２５１ 的中 （６－７） ５７７７４（２番人気）
普通馬連票数 計１７５４９６０ 的中 �� １７２６１６（３番人気）
馬単票数 計１２８５３３７ 的中 �� ７５９２１（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４７０４３０ 的中 �� ４５４１５（２番人気）�� ４４４１２（３番人気）�� １７２４１（７番人気）
３連複票数 計１８５９２６０ 的中 ��� １１３６７５（４番人気）
３連単票数 計５２１０１６１ 的中 ��� ７１８９５（９番人気）

ハロンタイム １３．１―１１．５―１１．７―１２．７―１２．８―１２．８―１２．９―１２．８―１１．７―１１．４―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１３．１―２４．６―３６．３―４９．０―１：０１．８―１：１４．６―１：２７．５―１：４０．３―１：５２．０―２：０３．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．９―３F３５．１
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

キングスエンブレム �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．１１．４ 京都１着

２００５．２．１２生 牡３青 母 スカーレットレディ 母母 スカーレットローズ ５戦２勝 賞金 ３７，７６８，０００円



０６０２２ ３月２日 晴 良 （２０阪神１）第２日 第１０競走 ��
��１，２００�なにわステークス

発走１５時１０分 （ダート・右）
４歳以上，１，６００万円以下，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 １８，３００，０００円 ７，３００，０００円 ４，６００，０００円 ２，７００，０００円 １，８３０，０００円
付 加 賞 ４２７，０００円 １２２，０００円 ６１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０９．７
１：０９．１

重

不良

５９ サ イ ボ ー グ 牡６黒鹿５７ 藤岡 佑介太田 美實氏 藤原 英昭 静内 藤原牧場 ４９０＋ ２１：１０．６ ６．０�

４８ ビッグジェム 牡７黒鹿５５ 上村 洋行沼川 一彦氏 境 直行 浦河 杵臼牧場 ４８８± ０１：１１．３４ １６．３�
１２ � ゴッドヘイロー 牡８青鹿５４ 小林 徹弥 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 政見 浦河 日進牧場 ５１６－ ２１：１１．６１� ３６．５�
６１１ カシノエスケイプ 牝５栗 ５４ 石橋 守柏木 務氏 梅内 忍 えりも えりもホースクラブ ５０２± ０１：１１．８１� ５．６�
７１４	 ウォーターバロン 牡７黒鹿５５ 武 幸四郎山岡 良一氏 武 邦彦 米 Kotaro

Tanaka ５１４－ ２ 〃 アタマ １２．２�
５１０ アドマイヤディーノ 牡５鹿 ５５ 村田 一誠近藤 利一氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４８４＋ ８ 〃 ハナ ４９．９�
１１ ナリタジューン 牝５青鹿５５ 安藤 勝己�オースミ 宮本 博 門別 豊郷牧場 ４５２± ０ 〃 アタマ ４．０	
８１６ ルミナスポイント 牝５青鹿５５ 福永 祐一 
サンデーレーシング 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４５０－ ２１：１１．９� ４．６�
３６ プリンスコウベ 牡７芦 ５４ 和田 竜二渡辺 重夫氏 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 ５２０＋ ４ 〃 クビ ９４．３�
２３ マチカネモエギ 牡７栗 ５３ 南井 大志細川 悦男氏 南井 克巳 新冠 村上牧場 ４４２－１０ 〃 ハナ １７３．６
７１３ ヤマカツブライアン 牡４黒鹿５５ 幸 英明山田 博康氏 池添 兼雄 静内 岡田牧場 ４９２－ ６１：１２．１１
 １８．９�
４７ シャインウェーヴ 牡４黒鹿５６ 武 豊臼田 浩義氏 角居 勝彦 門別 下河辺牧場 ４６６－ ２１：１２．７３� ８．３�
８１５ レ ソ ナ ル 牡５鹿 ５４ 四位 洋文門野 重雄氏 北出 成人 門別 日高大洋牧場 ４７２－ ２１：１３．６５ ２４．５�
２４ ピクシーダスト 牝６鹿 ５３ 岡部 誠 
社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４４６－１０１：１３．９２ ４８．９�

（愛知）

６１２ タケカワルキューレ 牝６鹿 ５２ 渡辺 薫彦池永 靖子氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ４９０＋２０１：１４．９６ ２３２．４�

（１５頭）
３５ マイネルポライト 牡５鹿 ５６ 長谷川浩大 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西浦 勝一 三石 下屋敷牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ３８，２１２，２００円 複勝： ６８，０３１，２００円 枠連： ４７，０５３，０００円

普通馬連： ２３１，０６２，９００円 馬単： １３７，６９１，３００円 ワイド【拡大馬連】： ５５，２６１，１００円

３連複： ２３５，７７３，７００円 ３連単： ５２５，６５６，３００円 計： １，３３８，７４１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６００円 複 勝 � ２５０円 � ４１０円 � ９８０円 枠 連（４－５） １，４２０円

普通馬連 �� ３，１９０円 馬 単 �� ６，９８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５６０円 �� ２，８９０円 �� ６，６２０円

３ 連 複 ��� ４６，２２０円 ３ 連 単 ��� １９５，６４０円

票 数

単勝票数 計 ３８２１２２ 的中 � ５０８５０（４番人気）
複勝票数 計 ６８０３１２ 的中 � ８４７５０（４番人気）� ４２８３５（７番人気）� １５９０９（１０番人気）
枠連票数 計 ４７０５３０ 的中 （４－５） ２４５２９（１０番人気）
普通馬連票数 計２３１０６２９ 的中 �� ５３５２０（１８番人気）
馬単票数 計１３７６９１３ 的中 �� １４５７０（３１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５５２６１１ 的中 �� ８９３１（１８番人気）�� ４７０１（３４番人気）�� ２０１８（５９番人気）
３連複票数 計２３５７７３７ 的中 ��� ３７６５（１２０番人気）
３連単票数 計５２５６５６３ 的中 ��� １９８３（５３７番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．０―１１．７―１１．８―１１．８―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．２―３４．９―４６．７―５８．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サ イ ボ ー グ �
�
父 タバスコキャット �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２００４．８．２９ 札幌１着

２００２．５．１５生 牡６黒鹿 母 パワフルレデイ 母母 ロツチテスコ １６戦５勝 賞金 ７３，７７５，０００円
〔出走取消〕 マイネルポライト号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
〔発走状況〕 サイボーグ号は，枠内駐立不良〔突進〕。発馬機内で転倒したため馬体検査。危険防止のため外枠から発走。発走時

刻８分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 サイボーグ号は，平成２０年３月３日から平成２０年３月２３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〕 タケカワルキューレ号は，平成２０年４月２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１６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１６頭 アグネスボゾン号・アンティークコイン号・グランパティシエ号・グランプリオーロラ号・コウエイノホシ号・

スペースフライト号・タガノシャンハイ号・タータンフィールズ号・ツタンカーメン号・トップディアマンテ号・
ハナイチリン号・フサイチギガダイヤ号・ベイリングボーイ号・ホーマンオブジェ号・マコトスペリオル号・
メイショウディオ号

※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。



０６０２３ ３月２日 晴 良 （２０阪神１）第２日 第１１競走 ��
��１，４００�第５２回阪 急 杯（ＧⅢ）

発走１５時４５分 （芝・右）
４歳以上；負担重量は，５６�，牝馬２�減，１９．２．２４以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除
く）１着馬３�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬２�増，
牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�増，１９．２．２３以前の
GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬２�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬
限定競走を除く）１着馬１�増（ただし２歳時の成績を除く）

阪急電鉄株式会社賞（１着）
賞 品

本 賞 ４１，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，２００，０００円 ４，１００，０００円
付 加 賞 ６８６，０００円 １９６，０００円 ９８，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：１９．９
１：１９．０

良

良

２３ ローレルゲレイロ 牡４青鹿５７ 四位 洋文 �ローレルレーシング 昆 貢 新冠 村田牧場 ４６８－ ２１：２０．７ ４．６�

２４ スズカフェニックス 牡６栗 ５９ 武 豊永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 ４７２＋ ２ 〃 アタマ ２．７�
１２ � ローブデコルテ 牝４芦 ５６ 福永 祐一前田 幸治氏 松元 茂樹 米 Mr. & Mrs. Larry

D. Williams ４６０－ ４１：２１．１２� ２０．１�
１１ � ウインレックス 	７鹿 ５６ 熊沢 重文�ウイン 宗像 義忠 米 Dell Ridge

Farm, LLC ４６０＋ ４１：２１．３１� １９５．８�
５１０� キンシャサノキセキ 牡５鹿 ５６ 安藤 勝己吉田 和美氏 堀 宣行 豪 Arrowleave

Joint Venture ４８６－ ６ 〃 ハナ＋ハナ ４．５�
４７ ナスノストローク 牡７栗 ５６ 村田 一誠�須野牧場 加用 正 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 ５２６－ ２１：２１．４クビ ４３．２	
６１２ アンブロワーズ 牝６鹿 ５４ 幸 英明 
サンデーレーシング 平田 修 早来 ノーザンファーム ４８８－ ２１：２１．５� ２７．２�
７１３ フサイチリシャール 牡５芦 ５７ 川田 将雅関口 房朗氏 松田 国英 早来 ノーザンファーム ４９８± ０ 〃 アタマ １７．１�
３６ � シンボリグラン 牡６芦 ５７ 柴山 雄一シンボリ牧場 畠山 吉宏 愛 Takahiro

Wada ５２８－ ８ 〃 ハナ ２５．７
５９ 
 アグネスラズベリ 牝７栗 ５５ 角田 晃一渡辺 孝男氏 西浦 勝一 千歳 社台ファーム ５１０－ ８１：２１．６クビ ３６．０�
７１４ ペールギュント 牡６黒鹿５６ 上村 洋行 
サンデーレーシング 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ５２４－ ２１：２１．８１ ３４．２�
３５ マルカフェニックス 牡４栗 ５６ 武 幸四郎河長産業� 松永 昌博 浦河 日の出牧場 ５２８± ０ （降着） ９．２�
８１５ ハイソサエティー 牡４鹿 ５６ 柴田 善臣 
社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム ５２２± ０１：２１．９� ３０．７�
４８ オースミダイドウ 牡４青 ５６ 長谷川浩大�オースミ 中尾 正 千歳 社台ファーム ５０８－ ６１：２２．４３ ５９．０�
６１１ テイエムノブシオー 牡５栗 ５６ 小牧 太竹園 正繼氏 新川 恵 浦河 丸幸小林牧場 B５１２－ ４１：２２．６１� ８８．８�
８１６ ダンスフォーウィン 牡５青鹿５６ 藤岡 佑介杉山 美惠氏 古賀 史生 三石 明治牧場 ５００－１４１：２３．２３� ８９．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３５，６８５，８００円 複勝： １７６，７５５，５００円 枠連： １５５，７６１，７００円

普通馬連： ９０１，４８８，１００円 馬単： ４９９，３２４，０００円 ワイド【拡大馬連】： １９４，９４０，７００円

３連複： ９５４，０２７，４００円 ３連単： ２，１５９，２９０，０００円 計： ５，１７７，２７３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １６０円 � １５０円 � ４１０円 枠 連（２－２） ８１０円

普通馬連 �� ８２０円 馬 単 �� １，７２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３３０円 �� １，４５０円 �� １，３８０円

３ 連 複 ��� ４，６５０円 ３ 連 単 ��� ２３，３５０円

票 数

単勝票数 計１３５６８５８ 的中 � ２３４９６８（３番人気）
複勝票数 計１７６７５５５ 的中 � ３２６６２０（２番人気）� ３６６２３８（１番人気）� ８２４５２（７番人気）
枠連票数 計１５５７６１７ 的中 （２－２） １４２７６１（３番人気）
普通馬連票数 計９０１４８８１ 的中 �� ８１２７９７（１番人気）
馬単票数 計４９９３２４０ 的中 �� ２１５１６８（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１９４９４０７ 的中 �� １６７６９５（１番人気）�� ３０９２２（１８番人気）�� ３２３６９（１４番人気）
３連複票数 計９５４０２７４ 的中 ��� １５１５２６（６番人気）
３連単票数 計２１５９２９００ 的中 ��� ６８２７２（３９番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．１―１１．２―１１．４―１１．２―１１．４―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．５―３４．７―４６．１―５７．３―１：０８．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．０―３F３４．６
３ ３，８（１１，１３）（２，１５，１６）（４，１４）１（６，１０）５，１２，９－７ ４ ３（８，１１，１３）（２，１５，１６）４（１，１４，１０）（５，６，１２）－９，７

勝馬の
紹 介

ローレルゲレイロ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 テ ン ビ ー デビュー ２００６．６．１７ 函館１着

２００４．５．３生 牡４青鹿 母 ビッグテンビー 母母 モ ガ ミ ヒ メ １６戦３勝 賞金 ２２０，４１４，０００円
〔降着〕 マルカフェニックス号は，５位〔タイム１分２１秒３，着差ハナ〕に入線したが，最後の直線コースで急に外側に斜行して

「ペールギュント」号の走行を妨害したため１２着に降着。
〔制裁〕 マルカフェニックス号の騎手武幸四郎は，最後の直線コースで急に外側に斜行したことについて平成２０年３月８日から

平成２０年３月１６日まで騎乗停止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 カネトシツヨシオー号
（非抽選馬）２７頭 アポロノサトリ号・インセンティブガイ号・ウインカーディナル号・カオリノーブル号・サイキョウワールド号・

スクールボーイ号・スターイレブン号・ステキシンスケクン号・センカク号・タガノサイクロン号・
ダンディズム号・ドンクール号・ハギノトリオンフォ号・ハギノベルテンポ号・ハリーズコメット号・
ヒシカツリーダー号・ブラックタイド号・ブルーフランカー号・マイネルアルビオン号・マイネルハーティー号・
マチカネオーラ号・マチカネメニモミヨ号・マルカキセキ号・マンオブパーサー号・メイショウエグル号・
ワイルドスナイパー号・ワイルドファイアー号



０６０２４ ３月２日 晴 良 （２０阪神１）第２日 第１２競走 ��
��２，０００�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

２：０１．０
２：０１．０

不良

不良

３３ ビードラスティック 牡４黒鹿５７ 角田 晃一吉岡 泰治氏 松永 昌博 静内 桑嶋 峰雄 ４５０± ０２：０５．９ ４．８�

１１ タガノエクリプス 牡５青 ５７ 川田 将雅八木 良司氏 川村 禎彦 千歳 社台ファーム ５１２± ０２：０６．０� ５．６�
７８ � アドマイヤレグルス 牡５黒鹿５７ 安藤 勝己近藤 利一氏 松田 博資 浦河 辻 牧場 B４７０± ０２：０６．２１	 ５．７�
４４ トウカイポリシー 牡５黒鹿５７ 武 幸四郎内村 正則氏 野中 賢二 新冠 長浜牧場 ４５４－ ２２：０６．４１	 ３９．４�

８１０� フォグキャスケード 牡６鹿 ５７ 渡辺 薫彦伊藤 仁氏 木原 一良 静内 フジワラフアーム ５００± ０２：０６．５
 ９４．３�
（７９７４）

５５ ナリタブラック 牡６芦 ５７ 和田 竜二�オースミ 崎山 博樹 浦河 吉田 又治 ５００＋ ８ 〃 アタマ ２７．３�
８９ トシツカサオー 牡５栗 ５７ 幸 英明上村 叶氏 西浦 勝一 浦河 浦河小林牧場 ５０６－ ８２：０６．６クビ ７．８	
６６ ストームタイガー 牡６青鹿５７ 武 豊吉田 照哉氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム ４６４± ０２：０６．８１� ２．５

２２ � ナムラクック 牡５黒鹿５７ 小牧 太奈村 信重氏 田村 康仁 門別 野島牧場 ４９０＋ ２２：０７．５４ １４．０�
７７ キングスデライト 牡４栗 ５７ 長谷川浩大 �社台レースホース河内 洋 千歳 社台ファーム ５１８＋１６２：０８．６７ ４１．６

（１０頭）

売 得 金

単勝： ５７，４８７，９００円 複勝： ７３，３８０，８００円 枠連： ５０，７９０，６００円

普通馬連： ２３８，９７２，２００円 馬単： １８６，２７５，５００円 ワイド【拡大馬連】： ６４，４７２，５００円

３連複： ２３２，０６８，１００円 ３連単： ６９０，６３４，４００円 計： １，５９４，０８２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � １７０円 � １９０円 � ２００円 枠 連（１－３） １，４１０円

普通馬連 �� １，３９０円 馬 単 �� ２，６３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４５０円 �� ５５０円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� ２，８５０円 ３ 連 単 ��� １３，５９０円

票 数

単勝票数 計 ５７４８７９ 的中 � ９６０８３（２番人気）
複勝票数 計 ７３３８０８ 的中 � １２８８６６（２番人気）� １０３８９１（３番人気）� ９３７５５（４番人気）
枠連票数 計 ５０７９０６ 的中 （１－３） ２６６４８（５番人気）
普通馬連票数 計２３８９７２２ 的中 �� １２７６００（５番人気）
馬単票数 計１８６２７５５ 的中 �� ５２２９７（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６４４７２５ 的中 �� ３６７５３（５番人気）�� ２８９２６（７番人気）�� ２７９２０（８番人気）
３連複票数 計２３２０６８１ 的中 ��� ６０１８９（９番人気）
３連単票数 計６９０６３４４ 的中 ��� ３７５２２（４６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２４．３―３６．３―５０．１―１：０３．３―１：１６．５―１：２８．８―１：４１．３―１：５３．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．４―３F３７．１
１
３
７，８（６，９）（２，５，１０）４，１，３
７（８，４）（６，９，３）１０（２，５，１）

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

勝馬の
紹 介

ビードラスティック �
�
父 ブラックタキシード �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー ２００６．６．１８ 京都４着

２００４．４．３生 牡４黒鹿 母 プリンセスオーロラ 母母 プリンセスロマンス ２１戦３勝 賞金 ４７，１５０，０００円
※出走取消馬 フィールドジュエル号（疾病〔右前球節炎〕のため）



（２０阪神１）第２日 ３月２日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 １２回 出走頭数 １５７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

２６３，４７０，０００円
８，５２０，０００円
２６，８５０，０００円
２，０００，０００円
２９，１２０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５６，４５０，５００円
４，９８５，８００円
１，５８５，７００円

勝馬投票券売得金
４５８，３１６，０００円
６４０，７９２，７００円
４５８，７７７，３００円
２，１０８，６４２，２００円
１，５８８，７３６，０００円
５３９，７１４，５００円
２，５０７，９８９，１００円
３，８９６，５９６，８００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 １２，１９９，５６４，６００円

総入場人員 ２４，３９３名 （有料入場人員 ２３，３７８名）




