
０６０２５ ３月８日 晴 良 （２０阪神１）第３日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時１０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：０９．７
１：０９．１

重

不良

６８ サウスエンピリカル 牝３青鹿５４ 岩田 康誠南波 壽氏 藤原 英昭 浦河 高岸 節雄 ４４８＋２４１：１３．１ １．６�

４４ サウスサプライズ 牝３栗 ５４ 赤木高太郎南波 壽氏 加用 正 門別 木村牧場 ４４２－ ８１：１３．２� ５．５�
１１ ミ コ ノ ス 牝３芦 ５４

５１ ▲田中 克典武田 茂男氏 野村 彰彦 浦河 安原 実 ４２６－ ６１：１３．４１� ３２．６�
５６ ミキノセレナーデ 牝３鹿 ５４ 幸 英明谷口 久和氏 大橋 勇樹 新冠 ハクツ牧場 ４３８＋ ２１：１３．６１� １５．７�
４５ ナスノギンガ 牝３芦 ５４ 川原 正一�須野牧場 五十嵐忠男 三石 前田 宗将 ４３２＋ ２１：１３．７� ３３．５�

（兵庫）

８１２ エリモリリパット 牝３鹿 ５４ 福永 祐一山本 敏晴氏 福永 甲 えりも 能登 浩 ４４０＋ ８１：１３．８クビ ４．１�
６９ トーホウベルサイユ 牝３黒鹿５４ 吉田 稔東豊物産	 加用 正 静内 グランド牧場 ４２４－ ２１：１３．９� ３７．７


（愛知）

３３ ア ナ モ リ 牝３鹿 ５４ 川田 将雅鈴木 義孝氏 吉田 直弘 平取 坂東牧場 ４１８－１６ 〃 クビ １１２．５�
５７ トーホウドレス 牝３鹿 ５４ 小林 徹弥東豊物産	 田島 良保 門別 竹島 幸治 ３９２－ ２１：１４．９６ ２３９．１�
７１０ チ ャ ミ ス ル 牝３黒鹿５４ 渡辺 薫彦畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 ３９６± ０ 〃 クビ ２１２．６
２２ テイエムノキセキ 牝３黒鹿５４ 和田 竜二竹園 正繼氏 岩元 市三 新冠 アラキフアーム ４６４－１０１：１５．４３ ７４．５�
７１１ ラブトリック 牝３栗 ５４ 酒井 学吉永 清美氏 西園 正都 三石 萩澤 俊雄 ４５０－ ６ 〃 アタマ ８６．０�
８１３ バイソリューション 牝３栗 ５４ 長谷川浩大岸田 勝宏氏 大根田裕之 三石 水上 習孝 ４４６＋ １１：１６．４６ ２１４．３�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １６，９９１，７００円 複勝： ２４，０２６，５００円 枠連： １２，９５３，５００円

普通馬連： ５２，９３８，６００円 馬単： ５８，７９９，９００円 ワイド【拡大馬連】： １７，９２１，７００円

３連複： ８５，６９０，３００円 ３連単： 発売なし 計： ２６９，３２２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １６０円 � ５２０円 枠 連（４－６） ３５０円

普通馬連 �� ４２０円 馬 単 �� ６３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２１０円 �� １，３８０円 �� ２，２１０円

３ 連 複 ��� ４，５２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １６９９１７ 的中 � ８５３７１（１番人気）
複勝票数 計 ２４０２６５ 的中 � １０３７１０（１番人気）� ３３８５４（３番人気）� ６２８１（６番人気）
枠連票数 計 １２９５３５ 的中 （４－６） ２７３１９（２番人気）
普通馬連票数 計 ５２９３８６ 的中 �� ９４５７１（２番人気）
馬単票数 計 ５８７９９９ 的中 �� ６８９６０（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７９２１７ 的中 �� ２６８３２（２番人気）�� ２７９９（１２番人気）�� １７０５（２３番人気）
３連複票数 計 ８５６９０３ 的中 ��� １４００６（１２番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．５―１２．０―１２．２―１２．１―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．９―３５．９―４８．１―１：００．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サウスエンピリカル �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Miswaki デビュー ２００７．１１．１０ 京都２着

２００５．２．８生 牝３青鹿 母 エンピリカル 母母 Louisville ３戦１勝 賞金 ８，５５０，０００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８日 晴 良 （２０阪神１）第３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

８８ ミダースタッチ 牡３栗 ５６ 安藤 勝己金子真人ホール
ディングス� 松田 国英 静内 グランド牧場 ５３０± ０１：５５．６ ２．３�

３３ マッシヴエンペラー 牡３栗 ５６ 和田 竜二小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム ４７６－ ６１：５５．７� １．８�
２２ ホープフルスター 牡３黒鹿５６ 幸 英明前田 幸治氏 谷 潔 静内 橋本牧場 ５４４－ ６１：５７．０８ ９．６�
６６ メイセイカレン 牡３鹿 ５６

５３ ▲田中 克典廣村 茂一氏 目野 哲也 静内 静内白井牧場 ４４０－ ８１：５７．４２� ６３．３�
１１ アンティバック 牡３栗 ５６ 高橋 亮 �エクセルマネジメント高橋 隆 えりも エクセルマネジメント ５０２± ０１：５７．８２� ９５．８�
５５ ハードギムレット 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦津田 一男氏 西橋 豊治 新冠 新冠橋本牧場 ４３４－ ４１：５８．０１� １１３．５	
４４ マイネルパラスト 牡３鹿 ５６ 池添 謙一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鈴木 康弘 青森 坂本 正紀 ４８０－ ４ 〃 クビ ３１．２

８９ メイショウラルー 牡３芦 ５６ 岩田 康誠松本 好�氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 ４６２ ―１：５８．２１ １６．４�
７７ ニホンピロカフラー 牡３鹿 ５６ 上野 翔小林百太郎氏 服部 利之 静内 福岡 清 ４４６＋ ２１：５８．３クビ １３３．７

（９頭）

売 得 金

単勝： １６，７６７，９００円 複勝： ２７，９６１，０００円 枠連： １４，７６８，５００円

普通馬連： ４８，５１６，４００円 馬単： ７２，６７１，７００円 ワイド【拡大馬連】： １４，４２０，１００円

３連複： ７９，８８７，５００円 ３連単： 発売なし 計： ２７４，９９３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １００円 � １００円 � １４０円 枠 連（３－８） １５０円

普通馬連 �� １４０円 馬 単 �� ３４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １２０円 �� １９０円 �� １７０円

３ 連 複 ��� ２２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １６７６７９ 的中 � ５８８３９（２番人気）
複勝票数 計 ２７９６１０ 的中 � １０８３９２（２番人気）� １２３５８４（１番人気）� １９５６９（３番人気）
枠連票数 計 １４７６８５ 的中 （３－８） ７４７２９（１番人気）
普通馬連票数 計 ４８５１６４ 的中 �� ２５８９３３（１番人気）
馬単票数 計 ７２６７１７ 的中 �� １６０９１２（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４４２０１ 的中 �� ４４５７９（１番人気）�� １４８７８（３番人気）�� １８５４６（２番人気）
３連複票数 計 ７９８８７５ 的中 ��� ２６９４５５（１番人気）

ハロンタイム １３．２―１１．７―１４．６―１３．０―１３．０―１２．６―１２．３―１２．５―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．２―２４．９―３９．５―５２．５―１：０５．５―１：１８．１―１：３０．４―１：４２．９

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミダースタッチ �
�
父 Seeking the Gold �

�
母父 El Prado デビュー ２００７．１２．２２ 阪神３着

２００５．４．９生 牡３栗 母 シャイアーズエンデ 母母 Shared Reflections ４戦１勝 賞金 ８，１００，０００円



０６０２７ ３月８日 晴 良 （２０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

７１２ 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 ４６０－ ４１：２５．８ ２．５�

４７ マイソールビーム 牡３黒鹿５６ 和田 竜二五影 慶則氏 川村 禎彦 静内 フジワラフアーム ４７４－１２ 〃 クビ ４．５�
６１１ プレストンペスカ 牡３鹿 ５６ 角田 晃一ユーモード 松永 昌博 浦河 中村 雅明 ４５６＋ ４１：２６．６５ ５．１�
５８ フサイチフウジン 牡３青鹿５６ 藤岡 佑介関口 房朗氏 大久保龍志 早来 ノーザンファーム ４１２－１０１：２７．０２� １７．２�
８１５ アドマイヤピット 牝３鹿 ５４ 吉田 稔近藤 利一氏 南井 克巳 浦河 辻 牧場 ４４６± ０ 〃 クビ ５９．７�

（愛知）

４６ ハリソンバローズ 牡３栗 ５６ 岩田 康誠猪熊 広次氏 武田 博 浦河 谷口牧場 ５００－１２１：２７．２１� ４．７�
６１０ ヤマニンデューン 牡３栗 ５６ 川田 将雅土井 肇氏 安田 隆行 新冠 錦岡牧場 B４５２－ ４１：２７．３クビ １０．０	
１１ ロングハンマー 牡３鹿 ５６ 赤木高太郎中井 敏雄氏 大根田裕之 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４４４＋ ２１：２７．４� ９９．０

８１４ エイシングラスゴー 牡３鹿 ５６ 長谷川浩大平井 豊光氏 宮本 博 浦河 杵臼牧場 ５１０－１４１：２７．５� ２２０．９�
３５ ラ ン フ リ ー 牡３鹿 ５６

５３ ▲田村 太雅村上 稔氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ４６０－ ６１：２７．７� １２０．７�
５９ シゲルジチチ 牡３鹿 ５６ 幸 英明森中 蕃氏 服部 利之 三石 沖田 繁 ４７０－ ６１：２８．１２� ５３８．６
７１３ フ ァ ド 牡３鹿 ５６ 福永 祐一山内 邦一氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４７０－ ４ 〃 クビ ２１３．６�
２３ マンテンパレード 牡３黒鹿５６ 佐久間寛志小島 將之氏 鹿戸 明 門別 ファーミングヤナキタ ４６０－ ２１：２８．２� ２４１．１�
２２ シ ラ ユ キ 牡３芦 ５６ 小牧 太西垣 �三氏 矢野 照正 浦河 小島牧場 ４６０－ ６１：２８．４１� １１０．４�
３４ ナリタサイキック 牡３栗 ５６ 渡辺 薫彦�オースミ 沖 芳夫 門別 広富牧場 ５３４＋ ６１：２９．６７ ３１２．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２１，３２４，０００円 複勝： ２６，４１６，５００円 枠連： １８，６０１，７００円

普通馬連： ５６，２９３，８００円 馬単： ６０，７５２，１００円 ワイド【拡大馬連】： １８，４５４，７００円

３連複： ９４，４１０，０００円 ３連単： 発売なし 計： ２９６，２５２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １１０円 � １７０円 � １５０円 枠 連（４－７） ２６０円

普通馬連 �� ７１０円 馬 単 �� １，１００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３００円 �� ２００円 �� ４５０円

３ 連 複 ��� ８５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１３２４０ 的中 � ６９４８１（１番人気）
複勝票数 計 ２６４１６５ 的中 � ９４７６０（１番人気）� ２９６５２（４番人気）� ４２５３７（２番人気）
枠連票数 計 １８６０１７ 的中 （４－７） ５３５８２（１番人気）
普通馬連票数 計 ５６２９３８ 的中 �� ５８５８２（３番人気）
馬単票数 計 ６０７５２１ 的中 �� ４０８６６（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８４５４７ 的中 �� １４９６０（４番人気）�� ２６５６３（１番人気）�� ８７８９（５番人気）
３連複票数 計 ９４４１００ 的中 ��� ８２５１１（２番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．９―１１．８―１２．４―１２．７―１２．６―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．５―３５．３―４７．７―１：００．４―１：１３．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウイッキ �
�
父 メイショウオウドウ �

�
母父 フラツシユオブステイール デビュー ２００７．９．１５ 札幌９着

２００５．４．１８生 牡３鹿 母 ナガラフラッシュ 母母 ノトリイフオー ９戦１勝 賞金 １４，３５０，０００円
〔制裁〕 マイソールビーム号の騎手和田竜二は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。
※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８日 晴 良 （２０阪神１）第３日 第４競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１１時４０分 （芝・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

１：５８．１
１：５６．４

良

良

６１２ ペルルデジャルダン 牡３鹿 ５６ 池添 謙一 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 田所 清広 浦河 富菜牧場 ４７４－ ２２：０４．９ ３．１�

４８ モ ル エ ラ ン 牡３青鹿５６ 角田 晃一 �ユートピア牧場 飯田 雄三 登別 ユートピア牧場 ４６４± ０２：０５．０� ２２．２�
１２ ピサノロンシャン 牡３鹿 ５６

５３ ▲田中 克典市川 義美氏 安達 昭夫 静内 田中 裕之 ４６４＋ ２ 〃 クビ ２７．３�
３５ エーシングレーソロ 牡３芦 ５６ 幸 英明平井 宏承氏 湯窪 幸雄 浦河 栄進牧場 ４９２－ ２２：０５．１クビ ６２．７�
７１４ メテオスクライドー 牡３鹿 ５６ 高橋 亮吉岡 泰治氏 高橋 隆 門別 中川 浩典 ５１０＋ ２２：０５．２� ８８．１�
１１ ク ヴ ァ ル ダ 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 池江 泰郎 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７２± ０ 〃 クビ ４．１	
２４ テツゴールド 牡３黒鹿５６ 小牧 太木村 哲也氏 新川 恵 門別 野島牧場 ４７２± ０２：０５．４１ ４１．９

３６ テーオーショウキ 牡３栗 ５６ 渡辺 薫彦小笹 公也氏 梅田 智之 新冠 守矢牧場 ４３８＋ ４２：０５．６１� ８５．７�
８１６ グリッツェルン 牝３青鹿５４ 長谷川浩大水上 行雄氏 西浦 勝一 浦河 笠松牧場 ４６４－ ２ 〃 クビ １６．８�
５９ ニホンピロスピカ 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介小林百太郎氏 安達 昭夫 静内

北海道大学北方生
物圏フィールド科学セ
ンター静内研究牧場

４２８＋ ２２：０５．７� ９８．０
２３ ゴッドエンブレム 牡３鹿 ５６ 福永 祐一�RRA 藤原 英昭 早来 ノーザンファーム ４７６－ ２ 〃 クビ １４．３�
６１１ アドバンスシチー 牡３黒鹿５６ 川原 正一 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 浦河 駿河牧場 ４８２＋１２２：０５．９１� １５．２�

（兵庫）

５１０ テイエムオオドリー 牝３栗 ５４ 石橋 守竹園 正繼氏 木原 一良 門別 テイエム牧場門別分場 ４１２＋ ２ 〃 クビ ７０８．４�
８１５ マックリーン 牝３鹿 ５４ 和田 竜二�柏台牧場 羽月 友彦 大樹 柏台牧場 ４８２＋ ２２：０６．０クビ ２５５．１�
７１３ プリンセスギンガ 牝３栗 ５４ 酒井 学岸田 勝宏氏 服部 利之 静内 マークリ牧場 ４１６－ ２２：０６．８５ ２９６．６�
４７ ヘヴンリーヘヴン 牡３栗 ５６ 武 豊名古屋友豊� 小野 幸治 浦河 岡本牧場 ４７８－１０ （競走中止） ３．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，９９１，４００円 複勝： ３１，２７５，７００円 枠連： １９，９６３，７００円

普通馬連： ７０，６６７，５００円 馬単： ６７，２４７，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，６６５，２００円

３連複： １０８，４１８，８００円 ３連単： 発売なし 計： ３４５，２２９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １６０円 � ５４０円 � ７００円 枠 連（４－６） ３６０円

普通馬連 �� ２，６００円 馬 単 �� ４，２４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９６０円 �� １，７４０円 �� ８，９７０円

３ 連 複 ��� ３０，８７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４９９１４ 的中 � ６４９９４（２番人気）
複勝票数 計 ３１２７５７ 的中 � ７３５２９（２番人気）� １２７４６（７番人気）� ９４６０（８番人気）
枠連票数 計 １９９６３７ 的中 （４－６） ４１１７４（１番人気）
普通馬連票数 計 ７０６６７５ 的中 �� ２０１１０（１０番人気）
馬単票数 計 ６７２４７３ 的中 �� １１７０５（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２６６５２ 的中 �� ６０５３（１０番人気）�� ３２０６（１６番人気）�� ６００（５６番人気）
３連複票数 計１０８４１８８ 的中 ��� ２５９２（７３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２４．０―３７．０―５０．４―１：０３．４―１：１６．４―１：２８．７―１：４０．９―１：５２．９

コーナー
通過順位

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

ペルルデジャルダン �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Bluebird デビュー ２００８．１．６ 京都５着

２００５．３．５生 牡３鹿 母 ブルーペルル 母母 Sainte Gemme ４戦１勝 賞金 ８，３００，０００円
〔競走中止〕 ヘヴンリーヘヴン号は，競走中に疾病〔右第１指骨粉砕骨折〕を発症したため２コーナー手前で競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 フェンリルファング号・ロードインペリアル号
※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。



０６０２９ ３月８日 晴 良 （２０阪神１）第３日 第５競走 ��１，８００�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

１：４８．５
１：４８．４

重

重

７７ アイノレグルス 牡３鹿 ５６ 田島 裕和田中 一成氏 藤沢 則雄 新冠 対馬 正 ４８２ ―１：５５．７ ９．６�

１１ コンプトゥス 牡３芦 ５６ 福永 祐一吉田 勝己氏 松田 国英 早来 ノーザンファーム ５０８ ―１：５６．１２� １４．５�
６６ トウカイプライム 牡３黒鹿５６ 川田 将雅内村 正則氏 安田 隆行 浦河 吉田 又治 ５２０ ―１：５６．３１� ３．２�
８９ ブレイクオンスルー 牡３黒鹿５６ 武 豊飯田 正剛氏 平田 修 静内 千代田牧場 ５１８ ―１：５６．４クビ ２．０�
４４ エトワールブラン 牡３鹿 ５６ 角田 晃一 �サンデーレーシング 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ５２０ ―１：５９．１大差 １１．６�
５５ スナークホーオー 牡３栗 ５６ 幸 英明杉本仙次郎氏 野村 彰彦 門別 下河辺牧場 ５１６ ―１：５９．７３� ９．２�
８８ フジヤマオペラ 牝３鹿 ５４ 石橋 守藤本美也子氏 福島 信晴 新冠 越湖牧場 ４３８ ―２：００．８７ ５２．３	
３３ メイショウマグマ 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介松本 好雄氏 安達 昭夫 平取 稲原牧場 ５１６ ―２：０１．０１� １９．６


（８頭）
２２ メイショウタメトモ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠松本 好雄氏 武田 博 浦河 斉藤 英 ４３８ ― （競走除外）

売 得 金

単勝： １６，９４８，５００円 複勝： １８，０５３，８００円 枠連： １０，３８８，３００円

普通馬連： ４１，７０３，８００円 馬単： ５５，３６９，６００円 ワイド【拡大馬連】： １３，８６０，３００円

３連複： ５５，４６１，５００円 ３連単： 発売なし 計： ２１１，７８５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９６０円 複 勝 � ２５０円 � ３３０円 � １５０円 枠 連（１－７） １０，４８０円

普通馬連 �� ９，２２０円 馬 単 �� ２０，６７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，１１０円 �� ４７０円 �� ９２０円

３ 連 複 ��� ７，４５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 差引計 １６９４８５（返還計 ５４２０） 的中 � １３９９９（４番人気）
複勝票数 差引計 １８０５３８（返還計 ６０４４） 的中 � １７５４２（３番人気）� １１９４８（５番人気）� ４２３２３（２番人気）
枠連票数 差引計 １０３８８３（返還計 １０４５７） 的中 （１－７） ７３２（２２番人気）
普通馬連票数 差引計 ４１７０３８（返還計 ５１６８４） 的中 �� ３３３９（２２番人気）
馬単票数 差引計 ５５３６９６（返還計 ６０４８３） 的中 �� １９７７（４３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 １３８６０３（返還計 １９１４６） 的中 �� １５１７（２２番人気）�� ７９２９（４番人気）�� ３６６７（１２番人気）
３連複票数 差引計 ５５４６１５（返還計１４６６６１） 的中 ��� ５４９９（２６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．３―２４．５―３８．２―５１．４―１：０４．７―１：１８．３―１：３１．４―１：４３．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．０―３F３７．４
１
３
９，１（３，８）－（７，６）５＝４・（９，８）（７，３）（１，６）５，４

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

勝馬の
紹 介

アイノレグルス �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 クリエイター 初出走

２００５．２．２６生 牡３鹿 母 スノーブライダル 母母 デーエスエイカン １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔競走除外〕 メイショウタメトモ号は，馬場入場後に疾病〔右寛跛行〕を発症したため競走除外。
〔発走状況〕 コンプトゥス号は，枠入り不良。
〔制裁〕 トウカイプライム号の騎手川田将雅は，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１０，０００円。
※フジヤマオペラ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



０６０３０ ３月８日 晴 良 （２０阪神１）第３日 第６競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時００分（番組第８競走を順序変更） （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

５５ アグネスマクシマム 牡４栗 ５７ 渡辺 薫彦渡辺 孝男氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ４７４＋ ４１：５３．２ ４．４�

３３ グッドフロマージュ 牡５鹿 ５７ 長谷川浩大杉立 恭平氏 宮 徹 新冠 アラキフアーム ５１６＋ ６１：５３．６２� １２．１�
１１ ア ロ ド 牡４栗 ５７ 岩田 康誠�アカデミー 加用 正 浦河 日優牧場 ４８８± ０１：５３．８１� １．７�
２２ アイノグレゴリー 牡５栗 ５７ 藤岡 佑介田中 充氏 安達 昭夫 門別 豊洋牧場 ４５８± ０１：５４．５４ ３８．７�
８８ ニホンピロリーガ 牡４鹿 ５７ 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 静内 片岡牧場 ４８０－ ２１：５４．６� ４４．７�
６６ ク ロ ニ ク ル 牡４栗 ５７ 福永 祐一 �ノースヒルズマネ

ジメント 安田 隆行 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５０± ０１：５４．７クビ ４．２	
４４ 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 B４６８－ ２１：５５．０１� ２９．２

７７ クイッククイック 牡５鹿 ５７ 武 英智澤 洋氏 田所 清広 静内 山際 智 ４６６＋ ８１：５５．３２ ７８．４�

（８頭）

売 得 金

単勝： １８，４１８，４００円 複勝： ２９，６６７，５００円 枠連： 発売なし

普通馬連： ５９，６９４，９００円 馬単： ７７，４１５，６００円 ワイド【拡大馬連】： １７，０３３，４００円

３連複： ８５，７２９，８００円 ３連単： 発売なし 計： ２８７，９５９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １５０円 � ２００円 � １１０円 枠 連 発売なし

普通馬連 �� ２，８７０円 馬 単 �� ５，０６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４１０円 �� １７０円 �� ２４０円

３ 連 複 ��� ８１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８４１８４ 的中 � ３３３５２（３番人気）
複勝票数 計 ２９６６７５ 的中 � ３２２１８（３番人気）� １９３５３（４番人気）� １７３２６０（１番人気）
普通馬連票数 計 ５９６９４９ 的中 �� １５３６３（９番人気）
馬単票数 計 ７７４１５６ 的中 �� １１３０７（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７０３３４ 的中 �� ８３１８（６番人気）�� ３２０４５（２番人気）�� １７５６５（３番人気）
３連複票数 計 ８５７２９８ 的中 ��� ７８９８５（３番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．７―１３．５―１３．０―１２．９―１２．６―１２．４―１２．０―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．７―３８．２―５１．２―１：０４．１―１：１６．７―１：２９．１―１：４１．１

コーナー
通過順位

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

２
４

・（７，８）（５，６）（２，４）（１，３）・（７，８）（５，６）（２，４）３－１
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アグネスマクシマム �

父 アグネスタキオン �


母父 ノーザンテースト デビュー ２００７．２．１１ 京都３着

２００４．４．５生 牡４栗 母 エアシャロン 母母 エ コ ル シ ユ １３戦２勝 賞金 ２４，１５６，０００円



０６０３１ ３月８日 晴 良 （２０阪神１）第３日 第７競走 ��１，２００�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

１：０９．７
１：０９．１

重

不良

７９ 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 ４９４－ ４１：１１．１ １．５�

４４ プリムローズヒル 牝５鹿 ５５
５２ ▲田中 克典�下河辺牧場 野中 賢二 門別 下河辺牧場 ４６６－１０１：１２．２７ ６７．０�

６６ ニホンピロコナユキ 牝４栗 ５５ 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 静内 福岡 清 ４６０＋１８１：１２．３� １９．３�
３３ � デンコウニンジャ 牡５鹿 ５７ 幸 英明田中 康弘氏 武田 博 様似 中脇 一幸 ４２０－ ４１：１２．４クビ ６６．６�
７８ シルクヘラクレス 牡４栗 ５７ 吉田 稔有限会社シルク田島 良保 新冠 渕瀬フアーム ５１４－ ３ 〃 クビ １０．４�

（愛知）

２２ カシノマイケル 牡５青鹿５７ 川原 正一柏木 務氏 田所 清広 新冠 小泉 学 ４６６－ ２１：１２．５� ７１．２�
（兵庫）

５５ ダイナミックターン 牡５栗 ５７
５４ ▲田村 太雅小川 勲氏 目野 哲也 三石 ヒサイファーム B４７８－ ２１：１２．６� ３５．８	

６７ プラグマティック �４鹿 ５７ 岩田 康誠 
ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 中竹 和也 浦河 ヒダカフアーム ５４８＋ ６１：１２．７クビ １０．０�

１１ 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 ４４０－ ２１：１３．０１� ９．２�

８１０ クレバージェフリー 牡５鹿 ５７ 四位 洋文田 正明氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 ４５６＋ ２１：１３．２１� ６．２�
８１１ チャンプイズヒア 牡５鹿 ５７ 赤木高太郎岩� 僖澄氏 大橋 勇樹 新冠 清水 克則 ４７８＋ ４１：１４．２６ ２８８．２�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １８，０２４，８００円 複勝： ４０，５３３，２００円 枠連： １６，５９０，１００円

普通馬連： ６１，８２２，３００円 馬単： ８２，９８０，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，２５０，９００円

３連複： １００，３４１，５００円 ３連単： 発売なし 計： ３４０，５４２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � ９００円 � ３９０円 枠 連（４－７） ３，４１０円

普通馬連 �� ４，３９０円 馬 単 �� ５，２００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４５０円 �� ５２０円 �� ７，０９０円

３ 連 複 ��� １７，４９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８０２４８ 的中 � ９５６１９（１番人気）
複勝票数 計 ４０５３３２ 的中 � ２５７１２７（１番人気）� ４７２８（８番人気）� １２６０７（６番人気）
枠連票数 計 １６５９０１ 的中 （４－７） ３５９７（１０番人気）
普通馬連票数 計 ６１８２２３ 的中 �� １０４０６（１３番人気）
馬単票数 計 ８２９８００ 的中 �� １１７９９（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０２５０９ 的中 �� ３３６４（１５番人気）�� １０５００（５番人気）�� ６６０（４１番人気）
３連複票数 計１００３４１５ 的中 ��� ４２３５（３９番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．１―１１．８―１２．０―１１．５―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．６―３５．４―４７．４―５８．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワンダープロ �
�
父 ヘクタープロテクター �

�
母父 Common Grounds デビュー ２００５．８．７ 小倉１０着

２００３．４．２９生 牡５栗 母 ワンダーレイズ 母母 Private Bucks ２６戦３勝 賞金 ３５，１５０，０００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。



０６０３２ ３月８日 晴 良 （２０阪神１）第３日 第８競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１４時００分（番組第６競走を順序変更） （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

７１３ コロナグラフ 牡３鹿 ５６ 武 豊 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム ４８２－ ６１：５２．８ ２．９�

３６ トーホウオルビス 牡３栗 ５６ 小林 徹弥東豊物産� 谷 潔 門別 竹島 幸治 ４９４－ ８１：５３．０１� ８９．７�
１１ ピエナポパイ 牡３栗 ５６ 幸 英明本谷 兼三氏 木原 一良 浦河 岡本牧場 ４７０－１４１：５３．２１� ２５．３�
２４ メイショウクオリア 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 富田牧場 ４５４－ ４１：５３．４１� ２．２�
４７ ロールオブザダイス 牡３栗 ５６ 四位 洋文 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４５６－ ２１：５３．６１� ３２．１�
７１４ アンヴェイル 牡３栗 ５６ 小牧 太 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９８－ ２１：５３．８１� ２０．７	
３５ アグネススターチ 牡３鹿 ５６ 赤木高太郎渡辺 孝男氏 大根田裕之 千歳 社台ファーム ４７０－ ４ 〃 アタマ ８．０

２３ ナムラソワン 牝３鹿 ５４

５１ ▲田中 克典奈村 信重氏 野村 彰彦 門別 いとう牧場 ４６６－ ６１：５４．６５ ５９．７�
５９ バトルブリンディス 牡３青鹿５６ 川田 将雅宮川 秋信氏 矢作 芳人 門別 モリナガファーム ４６０± ０ 〃 クビ ９２．９�
１２ バイオスフィア 牡３鹿 ５６ 石橋 守 �サンデーレーシング 野中 賢二 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７４± ０１：５４．９１� ５１．６
４８ 	 モエレデジャヴ 牡３鹿 ５６ 川原 正一中村 和夫氏 曽和 直栄 三石 中村 和夫 ４６８－ ２１：５５．６４ ２５５．９�

（兵庫） （兵庫）

８１６ ゴーフォアブローク 牡３鹿 ５６ 長谷川浩大�アカデミー 西浦 勝一 新冠 清水 克則 ４８２－ ６１：５５．７� １０６．２�
６１２ ハッピーラベンダー 牝３鹿 ５４ 池添 謙一宮本 貞雄氏 羽月 友彦 門別 石原牧場 ４４０－ ４１：５６．６５ １９４．５�
８１５	 ホウライコロナ 牝３鹿 ５４ 吉田 稔橋元美代子氏 藤ヶ崎一男 門別 ナカノファーム ４３２＋ ２１：５６．７� ４７６．９�

（愛知） （愛知）

５１０ スリーアリスト 牡３栗 ５６ 角田 晃一永井商事� 武 宏平 静内 武 牧場 ４７０＋ ２１：５７．１２� ３３．６�
６１１ ヴ ィ ジ レ 牡３青 ５６ 岩田 康誠藤田 孟司氏 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム B４９６＋１４１：５７．７３� １１．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，２９６，４００円 複勝： ３６，５８１，９００円 枠連： ２３，７８５，３００円

普通馬連： ９９，９８２，２００円 馬単： ９３，０８３，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，７４８，８００円

３連複： １４２，４２６，３００円 ３連単： 発売なし 計： ４５０，９０４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １６０円 � １，３１０円 � ６１０円 枠 連（３－７） １，１６０円

普通馬連 �� ７，６４０円 馬 単 �� １０，４９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，２００円 �� １，４５０円 �� １０，５５０円

３ 連 複 ��� ４３，１７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２５２９６４ 的中 � ７１０７４（２番人気）
複勝票数 計 ３６５８１９ 的中 � ８６１６２（２番人気）� ５６９５（１１番人気）� １３１８２（６番人気）
枠連票数 計 ２３７８５３ 的中 （３－７） １５２３９（４番人気）
普通馬連票数 計 ９９９８２２ 的中 �� ９６５８（１９番人気）
馬単票数 計 ９３０８３７ 的中 �� ６５５４（２８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９７４８８ 的中 �� ３３４８（２０番人気）�� ５１５７（１３番人気）�� ６７７（６１番人気）
３連複票数 計１４２４２６３ 的中 ��� ２４３５（９３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．６―３７．１―４９．８―１：０２．９―１：１５．６―１：２８．０―１：４０．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コロナグラフ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２００７．１２．８ 阪神２着

２００５．５．３生 牡３鹿 母 フラワーコロネット 母母 ダイナラセーヌ ３戦２勝 賞金 １４，８００，０００円
〔発走状況〕 ホウライコロナ号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
※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 スナークアステール号・メイショウオニカゲ号
※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８日 晴 良 （２０阪神１）第３日 第９競走 ��
��２，４００�

あ わ じ

淡 路 特 別
発走１４時３５分 （芝・右・外）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
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 ２７３，０００円 ７８，０００円 ３９，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２４．７
２：２２．１

良

良

３３ ケンブリッジレーザ 牡５青 ５７ 武 豊中西 健造氏 大根田裕之 浦河 ヒダカフアーム ４９８＋ ２２：２８．２ ３．６�

７１０ ニホンピロレガーロ 牡５鹿 ５７ 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 静内 福岡 清 ５０４± ０ 〃 ハナ ４０．６�
１１ キャプテンベガ 牡５黒鹿５７ 安藤 勝己吉田 和子氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４４４＋ ４２：２８．４１� ２．３�
４４ スズカストロング 牡４黒鹿５６ 岩田 康誠永井 啓弍氏 橋本 寿正 浦河 辻 牧場 ５００－ ６２：２８．５� １４．６�
５５ マイネルアンサー 牡４鹿 ５６ 角田 晃一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 三石 稲葉牧場 ５０２－ ４２：２８．６� １０．１�
２２ パッシングマーク 牡５鹿 ５７ 福永 祐一 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム ４７８＋ ２２：２９．０２� ２８．６	
５６ マイネジャーダ 牝５黒鹿５５ 池添 謙一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 阿部 新生 白老 白老ファーム ４９２＋ ８ 〃 クビ １６．９

７９ ストロングドン 牡８鹿 ５７ 小原 義之新木 鈴子氏 小原伊佐美 千歳 社台ファーム ５２８－ ６２：２９．１� ２３１．８�
８１２ テンシノゴールド 牡５鹿 ５７ 上村 洋行杉谷 枡夫氏 橋口弘次郎 門別 北海牧場 ４６６＋ ２２：２９．２クビ ４．９�
８１１ テイエムサッカー 牡７栗 ５７ 和田 竜二竹園 正繼氏 柴田 光陽 静内 武岡牧場 ４７６＋ ４ 〃 アタマ ４６．１
６８ エプソムアルテマ 牡７鹿 ５７ 小牧 太 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 中野 栄治 静内 田原橋本牧場 ４８０＋２０２：２９．６２� ９９．０�
６７ テイエムヘネシー 牡７栗 ５７ 吉田 稔竹園 正繼氏 新川 恵 静内 矢野牧場 ４６４± ０２：２９．９２ ２５８．８�

（愛知）

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３０，９３３，３００円 複勝： ３４，８６９，９００円 枠連： ２５，１８０，０００円

普通馬連： １１４，０１９，７００円 馬単： ８６，０３９，０００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，８４４，５００円

３連複： １２１，５８７，８００円 ３連単： ３３６，７１１，２００円 計： ７８０，１８５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １５０円 � ５９０円 � １３０円 枠 連（３－７） ８，７３０円

普通馬連 �� ９，２８０円 馬 単 �� １４，１５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６５０円 �� １９０円 �� １，４７０円

３ 連 複 ��� ５，６２０円 ３ 連 単 ��� ５５，２３０円

票 数

単勝票数 計 ３０９３３３ 的中 � ６８８１１（２番人気）
複勝票数 計 ３４８６９９ 的中 � ６４０８８（２番人気）� ９３２１（９番人気）� １０３６０３（１番人気）
枠連票数 計 ２５１８００ 的中 （３－７） ２１３１（２３番人気）
普通馬連票数 計１１４０１９７ 的中 �� ９０７０（２４番人気）
馬単票数 計 ８６０３９０ 的中 �� ４４８９（４３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０８４４５ 的中 �� ３８６８（２２番人気）�� ５２５４９（１番人気）�� ４３７４（２１番人気）
３連複票数 計１２１５８７８ 的中 ��� １５９９１（１７番人気）
３連単票数 計３３６７１１２ 的中 ��� ４５００（１５９番人気）

ハロンタイム １３．２―１２．１―１２．９―１３．１―１２．８―１２．７―１３．０―１２．１―１１．８―１１．７―１０．８―１２．０

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―３８．２―５１．３―１：０４．１―１：１６．８―１：２９．８―１：４１．９―１：５３．７―２：０５．４―２：１６．２

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ケンブリッジレーザ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 タマモクロス デビュー ２００５．１２．１１ 阪神１着

２００３．３．７生 牡５青 母 ブレスマイソウル 母母 ウ ェ ル デ ン １６戦４勝 賞金 ５５，２１０，０００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８日 晴 良 （２０阪神１）第３日 第１０競走 ��
��１，６００�

む こ が わ

武庫川ステークス
発走１５時１０分 （芝・右・外）

４歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，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 ３９９，０００円 １１４，０００円 ５７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．５

良

良

１１ ゲイルスパーキー 牡４鹿 ５７ 福永 祐一�RRA 古賀 慎明 静内 タイヘイ牧場 ４９６＋ ２１：３４．５ ４．４�

２３ トップオブツヨシ 牡５鹿 ５７ 池添 謙一横瀬 兼二氏 鶴留 明雄 早来 ノーザンファーム ４７４＋１２ 〃 クビ ６．５�
７１４ マイネルクラッチ 牡４鹿 ５７ 武 豊 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 鵡川 新井牧場 ４９８－ ６ 〃 ハナ １２．６�
３６ キタノリューオー 牡４栗 ５７ 岩田 康誠穴澤 正氏 高橋 裕 新冠 アラキフアーム ５４４－１２１：３４．８１� ３．７�
４７ ベイリングボーイ 牡４栗 ５７ 渡辺 薫彦冨沢 敦子氏 田所 清広 浦河 浦河小林牧場 B４４８－ ６１：３５．０１� １０．０�
５１０ エーティーボス 牡４鹿 ５７ 赤木高太郎荒木 徹氏 湯窪 幸雄 静内 伊藤 敏明 ４７８± ０ 〃 ハナ １９．６�
４８ クラクエンスキー 牡７鹿 ５７ 四位 洋文熊田 晋作氏 羽月 友彦 登別 青藍牧場 ４８８＋１２１：３５．１クビ ２５．３	
３５ フィレンツェ 牡７黒鹿５７ 石橋 守 
サンデーレーシング 野中 賢二 白老 白老ファーム ４８６－１０１：３５．２� １７．０�
１２ 	 アンティークコイン 牡７鹿 ５７ 川原 正一 
社台レースホース小崎 憲 米 Fontainebleau

Farm Inc. ５３０－ ８１：３５．３� １９．１�
（兵庫）

６１２ マヤノスターダム 牡６鹿 ５７ 吉田 稔田所 英子氏 坂口 正大 静内 千代田牧場 ４８４－ ６１：３５．４� １０２．０
（愛知）

２４ 	 ゼットカーク 牡４鹿 ５７ 川田 将雅
フォーレスト 山内 研二 英 Chippenham
Lodge Stud Ltd ４６６－ ６１：３５．５� ４７．５�

６１１ シルクドラグーン 牡５鹿 ５７ 武 英智有限会社シルク山内 研二 三石 山際牧場 ４８０－ ２１：３５．７１
 １０．１�
７１３ プリンスコウベ 牡７芦 ５７ 和田 竜二渡辺 重夫氏 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 ５１６－ ４１：３５．９１� １７１．１�
８１５ ルタンティール 牡７黒鹿５７ 高田 潤西森 鶴氏 中川 公成 静内 石川 昌義 ４５８－１０１：３６．０� ２５２．１�
５９ ヒシハイグレード 牡５栗 ５７ 藤岡 佑介阿部雅一郎氏 手塚 貴久 門別 シンコーファーム ５４４－ ２ 〃 クビ １１．５�

（１５頭）
８１６ サクラランサー 牡６鹿 ５７ 小牧 太�さくらコマース伊藤 圭三 静内 新和牧場 ４９０－１２ （競走除外）

売 得 金

単勝： ２８，８２４，５００円 複勝： ４３，２４８，４００円 枠連： ３６，２０６，９００円

普通馬連： １６５，６５５，４００円 馬単： ９５，２２９，０００円 ワイド【拡大馬連】： ３８，５８２，２００円

３連複： １６１，８８４，５００円 ３連単： ３４９，７６７，４００円 計： ９１９，３９８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １９０円 � ２１０円 � ３６０円 枠 連（１－２） １，０１０円

普通馬連 �� １，２３０円 馬 単 �� ２，０１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４６０円 �� １，１６０円 �� １，４８０円

３ 連 複 ��� ４，８７０円 ３ 連 単 ��� ２２，１３０円

票 数

単勝票数 差引計 ２８８２４５（返還計 ７２６２） 的中 � ５２３３３（２番人気）
複勝票数 差引計 ４３２４８４（返還計 １１８５８） 的中 � ６８７０９（２番人気）� ５７４００（３番人気）� ２６９６１（８番人気）
枠連票数 差引計 ３６２０６９（返還計 ４１２） 的中 （１－２） ２６６５３（３番人気）
普通馬連票数 差引計１６５６５５４（返還計 ７５０５５） 的中 �� ９９５６５（３番人気）
馬単票数 差引計 ９５２２９０（返還計 ４３８０４） 的中 �� ３５１２３（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ３８５８２２（返還計 ２４１２３） 的中 �� ２２５５８（２番人気）�� ７９７６（１２番人気）�� ６１４６（２１番人気）
３連複票数 差引計１６１８８４５（返還計１２６８９０） 的中 ��� ２４５４５（１１番人気）
３連単票数 差引計３４９７６７４（返還計２６９２０７） 的中 ��� １１６６５（３０番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．６―１２．５―１２．１―１１．７―１１．３―１０．６―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１３．０―２４．６―３７．１―４９．２―１：００．９―１：１２．２―１：２２．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．３―３F３３．６
３ ３，１４（１，１３）１０（６，１５，９）（５，２，７）８（４，１１）－１２ ４ ３，１４（１，１３，１５）（１０，９）（５，６，７）２（１１，８）４，１２

勝馬の
紹 介

ゲイルスパーキー �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ランズダーン デビュー ２００７．１．２７ 東京４着

２００４．４．９生 牡４鹿 母 フェイムオブラス 母母 マンジユデンスター １０戦４勝 賞金 ５９，３３４，０００円
〔競走除外〕 サクラランサー号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔発走状況〕 ヒシハイグレード号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
※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 エアサバス号・サンクスアロット号
※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。



０６０３５ ３月８日 晴 良 （２０阪神１）第３日 第１１競走 ��
��１，６００�第１５回チューリップ賞（ＪｐｎⅢ）

発走１５時４５分 （桜花賞トライアル） （芝・右・外）

牝，３歳；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 ３８，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，５００，０００円 ５，７００，０００円 ３，８００，０００円
付 加 賞 ６０９，０００円 １７４，０００円 ８７，０００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

５１０ エアパスカル 牝３黒鹿５４ 藤岡 佑介 �ラッキーフィールド池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ４１８－ ８１：３５．８ １３．８�

１２ トールポピー 牝３鹿 ５４ 池添 謙一 �キャロットファーム 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ４７０＋ ４ 〃 ハナ ２．２�
８１５ オ デ ィ ー ル 牝３芦 ５４ 安藤 勝己 �ノースヒルズマネ

ジメント 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４３８－ ８ 〃 ハナ ３．３�
２４ スペルバインド 牝３鹿 ５４ 四位 洋文 �社台レースホース長浜 博之 追分 追分ファーム ４８０＋ ２１：３６．０１� ８．０�
７１３ ヤマカツオーキッド 牝３青 ５４ 長谷川浩大山田 博康氏 池添 兼雄 静内 岡田牧場 ４６８－ ２１：３６．１� ３７．２�
４８ ムードインディゴ 牝３栗 ５４ 上村 洋行金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６０－ ４１：３６．３１� ６１．２	

８１６ ハイカックウ 牝３鹿 ５４ 川田 将雅�桜井牧場 鈴木 康弘 静内 桜井牧場 ４３２－ ２１：３６．４� １５１．５

６１２ ジョイフルスマイル 牝３栗 ５４ 吉田 稔上茶谷 一氏 矢作 芳人 早来 ノーザンファーム ４４４± ０ 〃 アタマ １７０．１�

（愛知）

６１１ メイショウジェイ 牝３鹿 ５４ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 門別 浦新 徳司 ４５０－ ６ 〃 ハナ １０．８�
１１ マルチメトリック 牝３鹿 ５４ 福永 祐一 �キャロットファーム 奥平 雅士 三石 鳥井牧場 ４５６－１２ 〃 アタマ ２２．１
７１４ コウヨウマリーン 牝３青鹿５４ 幸 英明寺内 正光氏 武藤 善則 浦河 谷川牧場 ４４８－１０ 〃 アタマ ３１．３�
４７ ギュイエンヌ 牝３青鹿５４ 岩田 康誠杉山 忠国氏 萩原 清 三石 明治牧場 ４６２± ０１：３６．６１� １９．７�
５９ ユキノサッシュ 牝３黒鹿５４ 小牧 太河原 純之氏 羽月 友彦 浦河 絵笛牧場 ３９４－ ６１：３６．７� ２０９．２�
２３ オペラセリア 牝３鹿 ５４ 赤木高太郎 �キャロットファーム 大根田裕之 早来 ノーザンファーム ４１４－ ６１：３６．８クビ １７６．８�
３６ メジロアースラ 牝３青鹿５４ 石橋 守�メジロ牧場 田島 良保 洞爺 メジロ牧場 ４８０＋２４１：３７．３３ ２５４．０�
３５ 	 ニックバイエフオー 牝３栗 ５４ 松平 幸秀栗本 博晴氏 橋本 和男 門別 沖田牧場 ４１８－ ７１：３８．３６ ３５３．１�

（兵庫） （兵庫）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ８８，９３５，９００円 複勝： １２０，２１９，１００円 枠連： ８２，９６８，７００円

普通馬連： ５３０，３５６，８００円 馬単： ３４１，６９２，９００円 ワイド【拡大馬連】： １２２，８１４，５００円

３連複： ５５２，９０２，８００円 ３連単： １，４１５，２９０，２００円 計： ３，２５５，１８０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３８０円 複 勝 � ２１０円 � １１０円 � １３０円 枠 連（１－５） ９８０円

普通馬連 �� １，０６０円 馬 単 �� ３，７８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３６０円 �� ５００円 �� １７０円

３ 連 複 ��� ９６０円 ３ 連 単 ��� ９，５００円

票 数

単勝票数 計 ８８９３５９ 的中 � ５０９９８（５番人気）
複勝票数 計１２０２１９１ 的中 � ９６９３５（４番人気）� ３９９９５３（１番人気）� ２５４６９７（２番人気）
枠連票数 計 ８２９６８７ 的中 （１－５） ６２６９０（３番人気）
普通馬連票数 計５３０３５６８ 的中 �� ３６９３６５（３番人気）
馬単票数 計３４１６９２９ 的中 �� ６６８０１（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１２２８１４５ 的中 �� ７６９７７（３番人気）�� ５１４９６（６番人気）�� ２２６２８４（１番人気）
３連複票数 計５５２９０２８ 的中 ��� ４２８２６０（２番人気）
３連単票数 計１４１５２９０２ 的中 ��� １０９９５１（２２番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．２―１２．３―１２．６―１２．６―１２．０―１０．７―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．８―３６．１―４８．７―１：０１．３―１：１３．３―１：２４．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エアパスカル �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．９．２９ 阪神２着

２００５．２．１１生 牝３黒鹿 母 ラ フ ィ カ 母母 オーピーキャット ６戦２勝 賞金 ５６，０９７，０００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） ３頭 グランジョイ号・チェレブリタ号・マイネエスポワール号
※一般事項Ⅴ－２の（４）によりエアパスカル号・トールポピー号・オディール号は，桜花賞（JpnⅠ）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８日 晴 良 （２０阪神１）第３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）

牝，１０００万円以下；負担重量は，５５�
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

２３ サクラワイズ 牝４栗 ５５ 川田 将雅�さくらコマース伊藤 圭三 静内 新和牧場 B４９０± ０１：２５．３ ２０．７�

５１０ フォルテピアノ 牝５栗 ５５ 小牧 太 �キャロットファーム 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４８６－ ２１：２５．５１� ２．３�
６１１ アルコイリス 牝４芦 ５５ 池添 謙一中村 政勝氏 池上 昌弘 浦河 駿河牧場 ４５４－ ２ 〃 クビ ４０．８�
４８ カントリースタイル 牝８鹿 ５５ 上野 翔津村 圭一氏 目野 哲也 浦河 桑田牧場 ４３４－ ８１：２５．６� ６２．８�
３５ ホワイトペッパー 牝６芦 ５５ 安藤 勝己 �社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム ４８２＋ ２ 〃 アタマ ５．６�
７１４ ネバーエンディング 牝６鹿 ５５

５２ ▲田中 克典 �サンデーレーシング 野村 彰彦 白老 白老ファーム ４３８＋ ４１：２５．７� ４６．６	
８１５ エイダイタカラブネ 牝５芦 ５５ 赤木高太郎�東振牧場 鈴木 康弘 鵡川 東振牧場 ４８８－ ２１：２５．９１ ２１．３

１１ オースノムスメ 牝４鹿 ５５ 藤岡 佑介林 順子氏 鶴留 明雄 新冠 協和牧場 ４８６＋ ２ 〃 ハナ ２７．４�
４７ ワンモアフリート 牝６鹿 ５５ 小林 徹弥�グランド牧場 高松 邦男 静内 グランド牧場 ４３２－ ２１：２６．２２ ７３．４�
８１６ アイファーラブラブ 牝６鹿 ５５ 岩田 康誠中島 稔氏 小島 茂之 静内 静内山田牧場 ４５６－ ２ 〃 クビ ５．０
６１２ ホワイトヴェール 牝４芦 ５５ 武 豊下河辺隆行氏 小西 一男 門別 下河辺牧場 ４３８－１４１：２６．３クビ ７．８�
３６ ディープスマート 牝５栗 ５５ 川原 正一深見 富朗氏 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 ４６０＋ ４１：２６．４� ７６．７�

（兵庫）

１２ オポテューニティ 牝６鹿 ５５ 酒井 学平岡 茂樹氏 �田 研二 浦河 大野牧場 ４９４－ ２１：２６．５� ３０５．５�
２４ アサヒカレンダー 牝５鹿 ５５ 幸 英明久野 正弘氏 梅田 康雄 新冠 片倉 拓司 ４６８－ ６１：２６．６� １０３．５�
７１３ メイショウコレット 牝４栗 ５５ 四位 洋文松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 ４５４＋ ４１：２６．８１� １３．４�
５９ トーホウカウンター 牝５栗 ５５ 上村 洋行東豊物産� 田中 章博 浦河 吉田 隆 ４４６－ ６１：２７．０� １３０．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４０，５８７，７００円 複勝： ４８，８２４，０００円 枠連： ４５，８５８，８００円

普通馬連： １８３，１１１，８００円 馬単： １２４，７２２，２００円 ワイド【拡大馬連】： ５０，７８３，０００円

３連複： １８８，１９０，５００円 ３連単： ４６１，０５２，９００円 計： １，１４３，１３０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，０７０円 複 勝 � ５４０円 � １５０円 � ７３０円 枠 連（２－５） ２，２１０円

普通馬連 �� ２，４４０円 馬 単 �� ６，２１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０４０円 �� ６，７７０円 �� １，４００円

３ 連 複 ��� ２２，８５０円 ３ 連 単 ��� １６７，１３０円

票 数

単勝票数 計 ４０５８７７ 的中 � １５５１５（６番人気）
複勝票数 計 ４８８２４０ 的中 � １９２４６（７番人気）� １２３８４０（１番人気）� １３８６８（９番人気）
枠連票数 計 ４５８５８８ 的中 （２－５） １５３６９（９番人気）
普通馬連票数 計１８３１１１８ 的中 �� ５５３８４（８番人気）
馬単票数 計１２４７２２２ 的中 �� １４８２８（２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５０７８３０ 的中 �� １２４１９（９番人気）�� １７８３（５７番人気）�� ９０１４（１２番人気）
３連複票数 計１８８１９０５ 的中 ��� ６０７９（６５番人気）
３連単票数 計４６１０５２９ 的中 ��� ２０３６（４２０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２４．１―３６．２―４８．７―１：０１．３―１：１２．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．１―３F３６．６
３ ３－１１（６，１０）（２，８，１２）（１５，１４）５－７（１６，１３）（１，９）４ ４ ３，１１（６，１０）（８，１２，１４）（２，１５，１３）（５，１６）７（１，９）４

勝馬の
紹 介

サクラワイズ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００６．６．１７ 福島８着

２００４．４．３０生 牝４栗 母 サクラテンシ 母母 ローラローラ １７戦３勝 賞金 ２７，２５０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ８頭 エプソムアイリス号・シュウザンアイ号・ショウナンラノビア号・テンザンコノハナ号・トップアクトレス号・

レゾリューション号・ワンダーグラス号・ワーキングウーマン号
※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。



（２０阪神１）第３日 ３月８日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １５５頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２４８，０４０，０００円
８，５２０，０００円
４，３８０，０００円
１，８３０，０００円
２６，２８０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５７，１３０，０００円
４，３０２，０００円
１，５６５，５００円

勝馬投票券売得金
３４８，０４４，５００円
４８１，６７７，５００円
３０７，２６５，５００円
１，４８４，７６３，２００円
１，２１６，００３，０００円
３９７，３７９，３００円
１，７７６，９３１，３００円
２，５６２，８２１，７００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 ８，５７４，８８６，０００円

総入場人員 ２０，０１３名 （有料入場人員 １９，１７０名）




