
０６０６１ ３月１６日 晴 稍重 （２０阪神１）第６日 第１競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時１０分（番組第２競走を順序変更） （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

７７ マルブツファイン 牡３青鹿５６ 和田 竜二大澤 毅氏 中尾 秀正 浦河 細道牧場 ５１０－ ４１：５６．５ ６．８�

５５ プリンチパーレ 牡３黒鹿５６ 福永 祐一藤田 孟司氏 中竹 和也 追分 追分ファーム ５２４－ ２ 〃 クビ ４．４�
６６ シゲルフセルト 牡３鹿 ５６

５３ ▲田村 太雅森中 蕃氏 川村 禎彦 静内 石川 栄一 ４４６＋ ２１：５６．６クビ １１１．０�
１１ ホッコーキングオー 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦矢部 幸一氏 野村 彰彦 浦河 辻 牧場 ４９２－ ６ 〃 ハナ ５．４�
４４ 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 ５１８－ ２１：５６．７� １．８�
３３ 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 ５００－ ２１：５６．９１� １４．４�
２２ 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 ５００－ ２１：５７．１１� １４．３	

（７頭）

売 得 金

単勝： １６，２３７，９００円 複勝： １８，２６６，８００円 枠連： 発売なし

普通馬連： ４９，６０９，９００円 馬単： ６５，８６３，５００円 ワイド【拡大馬連】： １２，９２２，６００円

３連複： ６４，６７３，１００円 ３連単： 発売なし 計： ２２７，５７３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６８０円 複 勝 � ３８０円 � ２５０円 枠 連 発売なし

普通馬連 �� １，４５０円 馬 単 �� ３，１５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５４０円 �� ４，７４０円 �� ４，１９０円

３ 連 複 ��� １８，２５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １６２３７９ 的中 � １８８５６（４番人気）
複勝票数 計 １８２６６８ 的中 � １７７８７（４番人気）� ３１９２１（２番人気）
普通馬連票数 計 ４９６０９９ 的中 �� ２５３３２（７番人気）
馬単票数 計 ６５８６３５ 的中 �� １５４３７（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２９２２６ 的中 �� ６４６７（６番人気）�� ６４１（２１番人気）�� ７２６（１９番人気）
３連複票数 計 ６４６７３１ 的中 ��� ２６１６（２７番人気）

ハロンタイム １３．０―１２．１―１４．３―１３．４―１３．０―１３．３―１２．７―１２．０―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２５．１―３９．４―５２．８―１：０５．８―１：１９．１―１：３１．８―１：４３．８

コーナー
通過順位

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

２
４
５（１，７）（２，６）３，４・（５，７，６）（３，４）１，２

勝馬の
紹 介

マルブツファイン 

�
父 ブライアンズタイム 


�
母父 ビシヨツプボブ デビュー ２００８．２．２３ 京都４着

２００５．６．１４生 牡３青鹿 母 ファイトカオリ 母母 オンワードプリマ ２戦１勝 賞金 ６，１００，０００円



０６０６２ ３月１６日 晴 稍重 （２０阪神１）第６日 第２競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時４０分（番組第１競走を順序変更） （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 タイキドゥカティ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一�大樹ファーム 藤原 英昭 浦河 三嶋牧場 ５０２ ―１：１２．１ ２．０�

４７ 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 ４８８－ ２１：１３．１６ ７．８�
７１４ リリーレインボー 牡３青鹿５６ 池添 謙一土井 孝夫氏 池添 兼雄 三石 谷口育成牧場 ４９４＋ ６１：１３．３１� ４．５�
２４ シ ル ポ ー ト 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠後藤 繁樹氏 西園 正都 静内 タイヘイ牧場 ４８６± ０１：１３．５１� ５．４�
８１６ ジョーキーマン 牡３栗 ５６ 芹沢 純一上田けい子氏 中村 均 浦河 福田牧場 ４３４－ ６ 〃 ハナ ３６．９�
１１ ガッツパワー 牡３芦 ５６ 川田 将雅�グランド牧場 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 ５０８± ０１：１３．８１� １１．１�
４８ パッセジャーレ 牡３鹿 ５６ 和田 竜二藤田 孟司氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム ５３４－１４１：１３．９クビ ３１３．１	
３５ ヤマサエレガント 牝３栗 ５４ 小牧 太佐藤 雄司氏 飯田 雄三 静内 岡田スタツド ４３４－ ４ 〃 クビ ３６．４

５１０ トウカイテンホー 牡３黒鹿５６ 石橋 守内村 正則氏 野中 賢二 門別 福満牧場 ５３０ ―１：１４．１１� ３１．８�
５９ 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± ０１：１６．０大差 ５４５．８�
６１１ シゲルアンビサウン 牡３青鹿５６ 河北 通森中 蕃氏 小野 幸治 静内 山田牧場 ５５０ ―１：１６．１� ５７０．６
３６ カシノボイス 牝３鹿 ５４

５１ ▲田中 克典柏木 務氏 福永 甲 浦河 アイオイファーム ４７４－ ６１：１６．２クビ １８６．５�
２３ シンコーパワー 牡３栗 ５６

５５ ☆北村 友一豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 三石 三石橋本牧場 ４９４－ ８ 〃 クビ １０５．６�
６１２ メイショウニポポ 牝３鹿 ５４ 柴原 央明松本 好雄氏 武田 博 浦河 本巣 敦 ４２８ ―１：１７．３７ ２０２．４�
８１５ リ ョ ウ ガ 牡３鹿 ５６

５３ ▲船曳 文士安原 浩司氏 安田伊佐夫 浦河 三嶋牧場 ５０８－１６１：１７．７２� ９５．９�

（１５頭）
１２ カネトシレジアス 牝３鹿 ５４ 川島 信二兼松 利男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １９，１８５，８００円 複勝： ２０，４３３，８００円 枠連： １８，１８８，６００円

普通馬連： ５５，４４６，０００円 馬単： ５７，１０８，３００円 ワイド【拡大馬連】： １７，３３１，２００円

３連複： ８５，０４２，９００円 ３連単： 発売なし 計： ２７２，７３６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １２０円 � １４０円 � １５０円 枠 連（４－７） ４５０円

普通馬連 �� ７７０円 馬 単 �� １，２３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３００円 �� ２４０円 �� ３００円

３ 連 複 ��� １，０００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９１８５８ 的中 � ７７７７１（１番人気）
複勝票数 計 ２０４３３８ 的中 � ５４５３３（１番人気）� ３６３４３（２番人気）� ３３４３７（３番人気）
枠連票数 計 １８１８８６ 的中 （４－７） ３０２１２（２番人気）
普通馬連票数 計 ５５４４６０ 的中 �� ５３７９２（２番人気）
馬単票数 計 ５７１０８３ 的中 �� ３４３９４（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７３３１２ 的中 �� １４２９２（２番人気）�� １８９３２（１番人気）�� １４２２３（３番人気）
３連複票数 計 ８５０４２９ 的中 ��� ６２８６３（１番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．２―１１．７―１２．４―１１．９―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２３．８―３５．５―４７．９―５９．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイキドゥカティ �
�
父 フォーティナイナー �

�
母父 Deputy Minister 初出走

２００５．２．１４生 牡３鹿 母 ステイトリースター 母母 Stylish Star １戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔出走取消〕 カネトシレジアス号は，疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔発走状況〕 リョウガ号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシノボイス号・シンコーパワー号・メイショウニポポ号は，平成２０年４月１６日まで平地競走に

出走できない。
リョウガ号は，平成２０年５月１６日まで平地競走に出走できない。

※タイキドゥカティ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



０６０６３ ３月１６日 晴 稍重 （２０阪神１）第６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

３３ 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 ５１２＋ ２１：２６．２ ３．８�

２２ トーホウボガード 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠東豊物産� 柴田 光陽 新冠 カミイスタット ４５６－ ６１：２６．４１� ２．２�
１１ サクラグローリー 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介�さくらコマース藤岡 健一 静内 谷岡牧場 ４９２－ ８１：２６．５� ４．５�
８９ マイネルスカール 牡３鹿 ５６ 池添 謙一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中尾 秀正 新冠 坂元 芳春 ４６８－ ６１：２７．１３� ８．２�
７７ ウルドサリエ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一谷和 光彦氏 小崎 憲 浦河 久保農場 ４９６＋２０１：２７．３１� ３７．６�
４４ ネオフリーダム 牡３鹿 ５６ 小牧 太伊達 大雄氏 五十嵐忠男 新冠 競優牧場 ４７４－１０１：２７．７２� １７．０�
５５ マスベルマン 牡３青 ５６ 小林 徹弥上田 忠男氏 清水 出美 門別 高柳 隆男 ４６０－ ４ 〃 ハナ １１．８	
６６ モ ニ カ 牝３鹿 ５４

５１ ▲田村 太雅田口 廣氏 佐山 優 厚真 山下 義之 ４３０－ ６ 〃 ハナ １６３．４

８１０ メイショウアレグロ 牡３青鹿５６ 石橋 守松本 好雄氏 荒川 義之 新冠 大狩部牧場 ４９４－ ４１：２７．８クビ ２９４．２�
７８ シルクレボルシオン 牡３栗 ５６

５５ ☆北村 友一有限会社シルク北出 成人 静内 フジワラフアーム ４５６－ ６１：２８．２２� ８６．５�

（１０頭）

売 得 金

単勝： １５，９００，４００円 複勝： ２０，１８１，８００円 枠連： １４，７９５，６００円

普通馬連： ４９，６４８，３００円 馬単： ６４，７３９，２００円 ワイド【拡大馬連】： １７，２６０，３００円

３連複： ８７，１１７，８００円 ３連単： 発売なし 計： ２６９，６４３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １３０円 � １１０円 � １５０円 枠 連（２－３） ３９０円

普通馬連 �� ４００円 馬 単 �� １，０６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １６０円 �� ３２０円 �� ２４０円

３ 連 複 ��� ５３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １５９００４ 的中 � ３３８００（２番人気）
複勝票数 計 ２０１８１８ 的中 � ３７１０７（２番人気）� ７４４９５（１番人気）� ２８０９４（３番人気）
枠連票数 計 １４７９５６ 的中 （２－３） ２８６５２（１番人気）
普通馬連票数 計 ４９６４８３ 的中 �� ９２９１８（１番人気）
馬単票数 計 ６４７３９２ 的中 �� ４５１４４（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７２６０３ 的中 �� ３２５７６（１番人気）�� １１５６６（５番人気）�� １６８７７（２番人気）
３連複票数 計 ８７１１７８ 的中 ��� １２１５９３（１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２４．２―３６．０―４８．３―１：００．８―１：１３．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネルトリオンフ 
�
父 ア フ リ ー ト 

�
母父 モーニングフローリツク デビュー ２００７．７．２９ 小倉１４着

２００５．４．１５生 牡３栗 母 カチタガール 母母 サウンドレツト ８戦１勝 賞金 ８，５００，０００円
※出走取消馬 セトノアンテウス号（疾病〔感冒〕のため）



０６０６４ ３月１６日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（２０阪神１）第６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

３３ トーセンエタニティ 牡８鹿 ６０ 金子 光希島川 �哉氏 斎藤 宏 静内 石川 栄一 ５３２－１６３：１８．５ ５６．６�

７１２ ライトニングボール �６鹿 ６０ 今村 康成 �キャロットファーム 作田 誠二 早来（有）ノーザンレーシング ４４８－ ２３：１８．８２ ４７．２�
６９ ユウカージナル 牡５青鹿６０ 金折 知則�アイテツ 松元 茂樹 新冠 川上 悦夫 ４９０－ ４３：１９．１１� １５．２�
１１ � 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± ０３：１９．２� １．７�
５８ トウショウズシオウ 牡４黒鹿５９ 林 満明トウショウ産業� 坪 憲章 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ５０４＋ ４ 〃 クビ １１．８	
７１１� タガノハッスル 牡５鹿 ６０ 北沢 伸也八木 良司氏 小原伊佐美 浦河 斉藤 政志 ４９０＋１２３：２０．２６ ９１．１

８１３� マンノダイヤモンド 牝５栗 ５８ 仲田 雅興萬野 順啓氏 武田 博 新冠 若林牧場 ４５２± ０３：２０．４１� ８６．７�
２２ セフティグランプリ 牡５鹿 ６０ 黒岩 悠池田 實氏 崎山 博樹 白老 習志野牧場 ５０２－ ４３：２１．２５ ８．８�
８１４� アタゴハヤブサ 牡５黒鹿６０ 田中 剛坪野谷和平氏 中野 栄治 浦河 鵜木 唯義 ４７８－ ８３：２１．５１� １６．１
５７ スプリングレアル 牡６芦 ６０ 横山 義行加藤 春夫氏 相沢 郁 浦河 川越牧場 ５１２－ ８３：２２．４５ ５．３�
６１０ エアデルソール 牡６栗 ６０ 西谷 誠 �ラッキーフィールド梅田 智之 静内 藤原牧場 ４９８＋ ２３：２７．４大差 ２７．６�
４６ エイシンイッパツ 牡４鹿 ５９ 高田 潤平井 豊光氏 松永 昌博 浦河 丸幸小林牧場 ５１２＋３２３：２９．２大差 ２３．１�
３４ スプリングサンテ 牡４鹿 ５９ 小坂 忠士加藤 春夫氏 橋本 寿正 様似 宮本 一輝 ４５８＋１４３：３１．０大差 ６２．７�
４５ � デルマジュピター �６芦 ６０ 宗像 徹浅沼 廣幸氏 高橋 義博 門別 原口 圭二 ４４６－１２ （競走中止） ２１６．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １５，７１６，１００円 複勝： １４，５５６，６００円 枠連： １８，６１７，４００円

普通馬連： ５０，６７３，５００円 馬単： ５４，４７５，９００円 ワイド【拡大馬連】： １５，３０３，２００円

３連複： ９３，６０９，６００円 ３連単： 発売なし 計： ２６２，９５２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５，６６０円 複 勝 � １，０００円 � ７９０円 � ４８０円 枠 連（３－７） １８，６５０円

普通馬連 �� ６４，０４０円 馬 単 �� ８６，０９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８，６８０円 �� ６，２４０円 �� ６，５１０円

３ 連 複 ��� ２２１，４３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １５７１６１ 的中 � ２１８９（１０番人気）
複勝票数 計 １４５５６６ 的中 � ３６９０（１０番人気）� ４７７９（９番人気）� ８５６６（６番人気）
枠連票数 計 １８６１７４ 的中 （３－７） ７３７（３０番人気）
普通馬連票数 計 ５０６７３５ 的中 �� ５８４（６７番人気）
馬単票数 計 ５４４７５９ 的中 �� ４６７（１１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５３０３２ 的中 �� ４３３（５８番人気）�� ６０５（４７番人気）�� ５７９（４８番人気）
３連複票数 計 ９３６０９６ 的中 ��� ３１２（２３１番人気）

上り １マイル １：４７．４ ４F ５４．１－３F ４０．６
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トーセンエタニティ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ノーアテンシヨン デビュー ２００２．８．２４ 札幌１０着

２０００．２．１７生 牡８鹿 母 ウインフェアリー 母母 ウインアイドル 障害：７戦１勝 賞金 １０，２００，０００円
〔競走中止〕 デルマジュピター号は，６号障害〔竹柵〕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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 アザンクール号・フサイチシャナオー号
（非抽選馬） ２頭 ファンドリゲット号・ワンダータイキ号



０６０６５ ３月１６日 晴 良 （２０阪神１）第６日 第５競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１２時３０分 （芝・右・外）

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

１：４５．３
１：４４．１

良

良

８１６ アドマイヤコマンド 牡３鹿 ５６ 川田 将雅近藤 利一氏 橋田 満 早来 ノーザンファーム ４８２ ―１：４８．８ ４．０�

１２ ホクテンミラー 牝３栗 ５４ 芹沢 純一小川 幸助氏 加藤 敬二 浦河 マミーファーム ４１８ ―１：５０．０７ ３８．６�
２３ テイエムクロカミ 牝３鹿 ５４ 池添 謙一竹園 正繼氏 柴田 政見 静内 藤原牧場 ４６４ ―１：５０．１� １０９．６�
７１３ アズマクロリス 牝３黒鹿５４ 藤岡 佑介東 哲次氏 藤岡 健一 門別 日高大洋牧場 ４５８ ―１：５０．７３� １０．１�
４８ ファイナルヘヴン 牝３栗 ５４ 渡辺 薫彦林 順子氏 佐山 優 新冠 協和牧場 ４０２ ―１：５０．８� １８．４�
５１０ ケイアイフェラーリ 牡３黒鹿５６ 内田 浩一亀田 守弘氏 池江 泰郎 浦河 富田牧場 ４６６ ―１：５０．９クビ ３．６�
１１ ニ イ ニ イ 牡３鹿 ５６

５３ ▲田中 克典廣村 茂一氏 須貝 彦三 静内 フジワラフアーム ４６６ ―１：５１．１１� ４６．２�
８１５ テイエムテクノオー 牡３黒鹿５６ 田嶋 翔竹園 正繼氏 小島 貞博 三石 猪野毛牧場 ５３６ ―１：５１．３１� １９．８	
２４ メイショウアローネ 牡３鹿 ５６ 石橋 守松本 好
氏 松永 幹夫 浦河 伏木田牧場 ４８８ ―１：５１．４� ３．９�
３５ ランドプレミアム 牡３黒鹿５６ 小林 徹弥木村 善一氏 安達 昭夫 門別 日西牧場 ４６２ ―１：５１．５� ９４．０�
７１４ エーティーダビンチ 牡３鹿 ５６

５５ ☆北村 友一荒木 徹氏 湯窪 幸雄 三石 城地 守明 ４７２ ―１：５１．６クビ ２８．１
６１２ ロマンゴールド 牝３鹿 ５４ 荻野 要西村新一郎氏 野元 昭 鵡川 貞広 賢治 ４１６ ―１：５１．７� ２００．４�
４７ ウイニングフルール 牝３鹿 ５４ 橋本 美純早川 澄雄氏 沖 芳夫 早来 ノーザンファーム ３８８ ―１：５２．１２� ５４．７�
３６ セリースピリット 牝３芦 ５４

５１ ▲船曳 文士芹澤 精一氏 武 宏平 広島（有）ホースプロジェクト ４５６ ―１：５４．２大差 １２５．４�
６１１ クローズユアアイズ 牝３鹿 ５４ 長谷川浩大大迫久美子氏 西浦 勝一 新冠 村上 欽哉 ４７２ ―１：５６．５大差 ９７．６�
５９ ドントブレイム 牡３鹿 ５６ 四位 洋文杉立 恭平氏 角居 勝彦 浦河 三枝牧場 ４８８ ― （競走中止） ８．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，１４７，６００円 複勝： １６，９５０，８００円 枠連： ２０，５４４，０００円

普通馬連： ５０，４０３，１００円 馬単： ５２，４８２，１００円 ワイド【拡大馬連】： １５，４９９，０００円

３連複： ７９，６７６，２００円 ３連単： 発売なし 計： ２５１，７０２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � ２００円 � ９２０円 � ２，４６０円 枠 連（１－８） ３，５３０円

普通馬連 �� ９，２１０円 馬 単 �� １４，２３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，８２０円 �� ５，１９０円 �� １７，９６０円

３ 連 複 ��� ２１９，４１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １６１４７６ 的中 � ３２０９５（３番人気）
複勝票数 計 １６９５０８ 的中 � ２８７１０（３番人気）� ４２８８（９番人気）� １５１１（１５番人気）
枠連票数 計 ２０５４４０ 的中 （１－８） ４３０３（１３番人気）
普通馬連票数 計 ５０４０３１ 的中 �� ４０４３（３０番人気）
馬単票数 計 ５２４８２１ 的中 �� ２７２２（４３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５４９９０ 的中 �� １３７１（３１番人気）�� ７３５（４４番人気）�� ２１０（９３番人気）
３連複票数 計 ７９６７６２ 的中 ��� ２６８（２９８番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．２―１１．３―１２．５―１２．８―１２．５―１２．２―１１．６―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．０―３５．３―４７．８―１：００．６―１：１３．１―１：２５．３―１：３６．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．２―３F３５．７
３ ・（２，１０）１４－（８，１３）－１６（４，５）１２（３，７，１１）＝１５－１，６ ４ ・（２，１０）１４（８，１３）１６（４，５）１２（３，７）－１，１５，１１－６
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アドマイヤコマンド �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 カ ー ネ ギ ー 初出走

２００５．２．１４生 牡３鹿 母 ト コ ア 母母 パーソナルファイル １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走状況〕 ニイニイ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 ドントブレイム号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症したため向正面で競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セリースピリット号・クローズユアアイズ号は，平成２０年４月１６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 ウインオンリー号・キリコンバット号・クーノキセキ号・ダイシンサーベル号・タガノアンクルベル号・

ドリームトラベラー号・ハギノハーセルフ号・ハッピープレゼント号・フサイチダイチャン号・
フサイチピージェイ号・ブレイブファイト号・ホウライアラムシャ号・ホーリーグレイル号・マハーバリプラム号・
ヤマニンシャタン号・リバーミラクル号



０６０６６ ３月１６日 晴 稍重 （２０阪神１）第６日 第６競走 ��
��１，４００�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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

５９ � アンダーカウンター 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Mr. & Mrs. Wayne
L Morris Sr. ５０４± ０１：２４．２ ４．３�

１１ サンライズラッシュ 牡３栗 ５６ 岩田 康誠松岡 隆雄氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 ４５８＋ ４１：２４．６２� ３．１�
４８ ミッキーフォルテ 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己三木 久史氏 中村 均 静内 三宅牧場 ５２２－ ２１：２５．０２� ３．３�
７１４ 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 ４７４－ ２１：２５．２１� ６．１�
３６ カネトシトレンド 牡３鹿 ５６ 角田 晃一兼松 昌男氏 橋本 寿正 浦河 村下 明博 ４３４± ０１：２５．４１ ５０．１�
８１５ アグネスラナップ 牡３青 ５６ 池添 謙一渡辺 孝男氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 ４９４－ ２ 〃 クビ １３．１�
２４ 	 クイックリープ 牡３栗 ５６

５３ ▲田村 太雅松平 正樹氏 柴田 光陽 浦河（有）ビクトリーホース
ランチ 荻野 豊 ４３４－ ２１：２５．９３ １４８．２�

６１１ スナークアステール 牡３栗 ５６ 高橋 亮杉本仙次郎氏 高橋 隆 浦河 高村牧場 ４５６－ ２１：２６．３２� ２９０．９	
２３ テイケイプリオール 牡３黒鹿５６ 小牧 太兼松 忠男氏 大橋 勇樹 三石 折手牧場 ４５６＋ １１：２６．６２ １４２．５

８１６ ナムラウィッシュ 牝３青鹿５４ 藤田 伸二奈村 信重氏 五十嵐忠男 門別 いとう牧場 ４４２－ ２ 〃 クビ ３５．５�
５１０ グランジョイ 牝３鹿 ５４ 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４６０－ ４１：２６．７クビ ５０．５�
４７ 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 ４９２－ ２ 〃 ハナ ５８．０
７１３ スリーリンクス 牝３黒鹿５４ 岩崎 祐己永井商事� 西橋 豊治 静内 岡野牧場 ４２６－１０１：２７．６５ ３７４．８�
６１２ コウエイビート 牡３栗 ５６ 長谷川浩大西岡 静男氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 ４５６＋ ６ 〃 ハナ ４４３．１�
３５ ニューロザリオ 牡３鹿 ５６

５３ ▲田中 克典本間 茂氏 池添 兼雄 静内 藤川フアーム ４６４＋ ２１：２８．１３ １７４．４�
１２ ウインアトラス 牡３栗 ５６ 千田 輝彦�ウイン 藤原 英昭 新冠 村上 欽哉 ４５６＋１４１：２９．５９ ２５．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，９２６，５００円 複勝： ３１，０２４，６００円 枠連： ２３，９４２，２００円

普通馬連： ７４，８０７，１００円 馬単： ７６，７８５，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，０３７，８００円

３連複： １１６，０６０，０００円 ３連単： 発売なし 計： ３６８，５８３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １５０円 � １４０円 � １３０円 枠 連（１－５） ７１０円

普通馬連 �� ７８０円 馬 単 �� １，９２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３００円 �� ２７０円 �� ２５０円

３ 連 複 ��� ８５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１９２６５ 的中 � ４１０７６（３番人気）
複勝票数 計 ３１０２４６ 的中 � ４７６８５（４番人気）� ６２９４３（２番人気）� ７５２２９（１番人気）
枠連票数 計 ２３９４２２ 的中 （１－５） ２４９４８（２番人気）
普通馬連票数 計 ７４８０７１ 的中 �� ７１６１６（２番人気）
馬単票数 計 ７６７８５３ 的中 �� ２９６５１（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４０３７８ 的中 �� １８９１１（４番人気）�� ２２４４６（２番人気）�� ２５３７６（１番人気）
３連複票数 計１１６０６００ 的中 ��� １００９３０（１番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．１―１１．８―１２．３―１２．２―１２．１―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．４―３５．２―４７．５―５９．７―１：１１．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．０―３F３６．７
３ ・（１，８）１４（２，４，１５）（９，１６）（３，１０）１２（５，６，１１）７，１３ ４ １（８，１４）（９，１５）（４，１６）１０（３，６）（１１，１２）（５，７）２，１３

勝馬の
紹 介

�アンダーカウンター �
�
父 Stravinsky �

�
母父 Hennessy デビュー ２００７．１２．２２ 阪神１１着

２００５．３．２０生 牡３栗 母 Counter Cat 母母 Ticket Counter ４戦２勝 賞金 １４，８００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウインアトラス号は，平成２０年４月１６日まで平地競走に出走できない。



０６０６７ ３月１６日 晴 稍重 （２０阪神１）第６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）

牝，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

４４ ヤサシイキモチ 牝３鹿 ５４ 池添 謙一宮城 寛也氏 梅田 智之 新冠 田渕牧場 ４４６± ０１：１２．１ １０．６�

６７ ファルネーゼ 牝３栗 ５４ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５６＋ ２１：１２．２� ３．１�

５５ トーホウドルチェ 牝３黒鹿５４ 川島 信二東豊物産� 田島 良保 門別 竹島 幸治 ４３８± ０ 〃 ハナ ４．８�
８１１ ウォーターリング 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲田中 克典山岡 正人氏 武 邦彦 門別 豊洋牧場 ４３２± ０ 〃 クビ ３３．７�
７１０ サウスエンピリカル 牝３青鹿５４ 藤田 伸二南波 壽氏 藤原 英昭 浦河 高岸 節雄 ４３６－１２１：１２．７３ ７．１�
３３ メイショウベルーガ 牝３芦 ５４ 四位 洋文松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 ４７８－ ４１：１２．９１� ３．４	
６８ キンショーオトヒメ 牝３栗 ５４ 芹沢 純一礒野日出夫氏 中村 均 浦河 昭和牧場 ４３０± ０１：１３．０� ６７．９

７９ トップコマチ 牝３鹿 ５４ 和田 竜二�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４３２－ ４１：１３．１� １６．４�
５６ メジロシーゴー 牝３栗 ５４

５１ ▲丸田 恭介メジロ商事� 伊藤 圭三 洞爺 メジロ牧場 B４４６－ ４１：１３．４２ ４３．２�
８１２ レディマハロ 牝３栗 ５４ 小牧 太矢野 文雄氏 坂口 正則 浦河 駿河牧場 ４４８± ０１：１４．２５ ９６．９
１１ アキノジャブ 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介穐吉 正孝氏 藤岡 健一 青森 伊藤牧場 ４１４－２０１：１４．４� ８１．５�
２２ パラダイスプラム 牝３栗 ５４ 角田 晃一伊藤 信之氏 本田 優 静内 フジワラフアーム ４５４－ ４１：１４．８２� ２２．８�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２４，１５３，８００円 複勝： ３４，９９６，２００円 枠連： ２１，６６０，５００円

普通馬連： ８９，１２９，４００円 馬単： ８３，８８１，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，１９７，７００円

３連複： １２７，３０７，０００円 ３連単： 発売なし 計： ４０８，３２６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０６０円 複 勝 � ２１０円 � １４０円 � １７０円 枠 連（４－６） １，４５０円

普通馬連 �� １，６５０円 馬 単 �� ３，６６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５３０円 �� ７７０円 �� ３４０円

３ 連 複 ��� ２，１９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４１５３８ 的中 � １８００４（５番人気）
複勝票数 計 ３４９９６２ 的中 � ３６３１９（５番人気）� ８５４９７（１番人気）� ５２９８４（３番人気）
枠連票数 計 ２１６６０５ 的中 （４－６） １１０３１（７番人気）
普通馬連票数 計 ８９１２９４ 的中 �� ４００７８（７番人気）
馬単票数 計 ８３８８１８ 的中 �� １６９２９（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７１９７７ 的中 �� １２５３４（５番人気）�� ８２２５（１０番人気）�� ２１４３５（２番人気）
３連複票数 計１２７３０７０ 的中 ��� ４３０５５（５番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．０―１１．８―１２．３―１２．１―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．３―３５．１―４７．４―５９．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．８―３F３７．０
３ ・（５，４，７）６（９，１０）１１（８，１２）２－３，１ ４ ・（５，４）（７，６）９，１０，１１，１２（２，８）３－１

勝馬の
紹 介

ヤサシイキモチ �
�
父 ビッグサンデー �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２００７．９．１７ 札幌６着

２００５．５．５生 牝３鹿 母 ビッグハッピー 母母 モルゲンロート ８戦２勝 賞金 １７，５５０，０００円
※パラダイスプラム号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



０６０６８ ３月１６日 晴 良 （２０阪神１）第６日 第８競走 ��
��２，２００�サラブレッド系４歳以上

発走１４時００分 （芝・右）

５００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上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

２：１０．９
２：１０．１

良

良

７８ � ミスティックベル 牡４黒鹿５６ 安藤 勝己山本 英俊氏 藤沢 和雄 米 Robert S.
Evans ５３４－ ６２：１５．８ １．６�

２２ マイネルオレア 牡５栗 ５７ 川島 信二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 荒川 義之 新冠 コスモビューファーム ５３４＋１４２：１６．６５ ５．８�

１１ アドマイヤビアン 牝４鹿 ５４ 川田 将雅近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ４１４＋ ４２：１６．８１� １５．３�
４４ イナズマイージス 牝５黒鹿５５ 福永 祐一小泉 賢悟氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ４６８± ０２：１７．０１� １３．６�
６７ プレインセイリング 牡４鹿 ５６ 小牧 太吉田 勝己氏 吉田 直弘 早来 ノーザンファーム ４５２－ ４２：１７．２１� ９．４�
５５ デ ル マ ア ン 牝４鹿 ５４ 岩田 康誠浅沼 廣幸氏 高橋 義博 門別 ファニーヒルファーム ４４８－１４２：１７．５１	 ３３．９�
８１１ タマモモダンタイム 牡４栗 ５６

５３ ▲田村 太雅タマモ� 小原伊佐美 門別 中川牧場 ４５２－ ８２：１７．８１	 ６９．６	
７９ 
 ドールリヴィエール 牡４鹿 ５６ 渡辺 薫彦服部 新平氏 吉岡 八郎 新冠 メイタイ牧場 ４８４－ ２２：１７．９� ２１２．５

３３ サウンドローデッド 牡４鹿 ５６ 藤田 伸二増田 雄一氏 昆 貢 浦河 笹地牧場 ４３２－ ４ 〃 ハナ ２１．４�
６６ トットコヒーロー 牡６黒鹿 ５７

５４ ▲田中 克典吉田 修氏 坪 憲章 門別 貞廣牧場 B４５６＋ ２ 〃 ハナ ４７．２�
８１０� セイウンロデム 牡４青鹿５６ 和田 竜二西山 茂行氏 宮本 博 英 L. Dettori ４８２－ ２ 〃 クビ １１．３

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２１，２１３，３００円 複勝： ３０，０７９，１００円 枠連： １９，７９１，８００円

普通馬連： ７７，３６６，２００円 馬単： ９５，３６３，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，４５５，０００円

３連複： １２４，６９８，６００円 ３連単： 発売なし 計： ３９１，９６７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � ２２０円 枠 連（２－７） ４２０円

普通馬連 �� ４６０円 馬 単 �� ７００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １９０円 �� ３５０円 �� ７６０円

３ 連 複 ��� １，２８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１２１３３ 的中 � １０７６４８（１番人気）
複勝票数 計 ３００７９１ 的中 � １５４２７０（１番人気）� ３８２４４（２番人気）� １８９５４（５番人気）
枠連票数 計 １９７９１８ 的中 （２－７） ３５１８５（１番人気）
普通馬連票数 計 ７７３６６２ 的中 �� １２４３９６（１番人気）
馬単票数 計 ９５３６３０ 的中 �� １０１６５５（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３４５５０ 的中 �� ３９１８９（１番人気）�� １５５９９（４番人気）�� ６２３８（１１番人気）
３連複票数 計１２４６９８６ 的中 ��� ７２４４６（３番人気）

ハロンタイム １３．２―１１．５―１２．３―１３．５―１２．９―１２．７―１２．２―１２．０―１２．１―１１．６―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１３．２―２４．７―３７．０―５０．５―１：０３．４―１：１６．１―１：２８．３―１：４０．３―１：５２．４―２：０４．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ミスティックベル �
�
父 Dynaformer �

�
母父 Gone West デビュー ２００６．８．２７ 札幌４着

２００４．３．１生 牡４黒鹿 母 Pulsatilla 母母 Peggibonsi ８戦２勝 賞金 １７，８００，０００円
［他本会外：１戦０勝］



０６０６９ ３月１６日 晴 良 （２０阪神１）第６日 第９競走 ��
��１，６００�

た ん ば

丹 波 特 別
発走１４時３５分 （芝・右・外）
４歳以上，１，０００万円以下，１９．３．１０以降２０．３．９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

１：３２．０
１：３１．５

良

良

２２ ライトグランデュア 牡４青 ５４ 角田 晃一藤本 幸雄氏 北出 成人 新冠 蛯名牧場 ４８２－ ４１：３６．１ １３．４�

８１２� セヴンワンダーズ 牡５鹿 ５３ 長谷川浩大前田 幸治氏 和田 正道 新冠 北星村田牧場 ５２８＋ ４ 〃 クビ ２５．１�
３３ ザ リ ー ン 牝４鹿 ５４ 四位 洋文田所 英子氏 安達 昭夫 門別 天羽牧場 ４３６－ ６１：３６．３１� ６．５�
５７ カームブレイカー 牡８栗 ５４ 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 大久保洋吉 早来 ノーザンファーム ５４８－ ６ 〃 ハナ ２９．０�
４４ � ホウショウループ 牝４鹿 ５３ 福永 祐一芳賀 吉孝氏 友道 康夫 米 Green

Gates Farm ４８６－ ２１：３６．４クビ ３．２�
７１１� エイシンインパール 牡６芦 ５３ 小牧 太平井 豊光氏 沖 芳夫 米 Mueller

Farms, Inc. ５１２－ ４１：３６．５� ７．０�
５６ タケデンサンバ 牝５栗 ５２ 川島 信二武市 弘氏 高橋 義博 浦河 安藤牧場 ４６２－ ２１：３６．７１� ６３．６	
６９ クラウニングワーク 牡６栗 ５３ 北村 友一 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 正道 静内 藤原牧場 ４４０－１０１：３６．８	 ２６．６�
８１３� エイシンヴァイデン 牡６栗 ５６ 石橋 守平井 豊光氏 松永 昌博 米 Winches-

ter Farm ４８０＋ ２１：３６．９クビ ２１．１�
４５ ヤ ナ ギ ム シ 牡９栗 ５３ 岩部 純二井口 莞爾氏 和田 正道 鵡川 上水牧場 B４９８－１０ 〃 ハナ ４１．０
７１０� ケイアイマイスキー 牡４鹿 ５７ 藤田 伸二亀田 守弘氏 白井 寿昭 米 Mr. & Mrs.

J. S. Moss B４６４－ ２１：３７．１１� ２．８�
１１ � 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 ４３０－１０１：３７．４１	 ７０．２�
６８ ノーストピア 牝７鹿 ５０ 船曳 文士�平成フアーム飯田 雄三 浦河 平成ファーム ４５６± ０１：３７．５� ２２１．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２８，２０３，０００円 複勝： ４１，６６９，０００円 枠連： ３０，９４１，６００円

普通馬連： １３４，３７３，１００円 馬単： ９７，０６３，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３７，１７０，４００円

３連複： １４３，０５０，７００円 ３連単： ３８０，００４，２００円 計： ８９２，４７５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３４０円 複 勝 � ４７０円 � ８９０円 � ２４０円 枠 連（２－８） ７，２８０円

普通馬連 �� １８，３７０円 馬 単 �� ３５，０３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，４６０円 �� １，５６０円 �� ３，３８０円

３ 連 複 ��� ４４，５５０円 ３ 連 単 ��� ３６１，８７０円

票 数

単勝票数 計 ２８２０３０ 的中 � １６６５８（５番人気）
複勝票数 計 ４１６６９０ 的中 � ２２４３７（５番人気）� １０７７３（９番人気）� ５５５９１（３番人気）
枠連票数 計 ３０９４１６ 的中 （２－８） ３１４０（１７番人気）
普通馬連票数 計１３４３７３１ 的中 �� ５３９９（４２番人気）
馬単票数 計 ９７０６３５ 的中 �� ２０４５（７５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３７１７０４ 的中 �� ２０２７（４２番人気）�� ６００７（１８番人気）�� ２６８７（３４番人気）
３連複票数 計１４３０５０７ 的中 ��� ２３７０（１０４番人気）
３連単票数 計３８０００４２ 的中 ��� ７７５（６５５番人気）

ハロンタイム １３．２―１１．５―１２．５―１２．６―１２．４―１１．５―１０．８―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１３．２―２４．７―３７．２―４９．８―１：０２．２―１：１３．７―１：２４．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．３―３F３３．９
３ １２（２，１３）５，１１（６，７）（３，１０）－（４，９）８，１ ４ １２（２，１３）５（６，１１）７（３，１０）（４，９）（１，８）

勝馬の
紹 介

ライトグランデュア �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００６．１１．１８ 京都４着

２００４．５．１２生 牡４青 母 エイシンオープン 母母 エイシンジユエリー １１戦３勝 賞金 ３６，２３６，０００円
※カームブレイカー号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



０６０７０ ３月１６日 晴 稍重 （２０阪神１）第６日 第１０競走 ��
��１，８００�

こうなん

甲南ステークス
発走１５時１０分 （ダート・右）

４歳以上，１，６００万円以下；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 ４０６，０００円 １１６，０００円 ５８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

５８ ゲイルバニヤン 牡５黒鹿５７ 藤岡 佑介津村 靖志氏 池江 泰郎 新冠 松浦牧場 ４７８－ ８１：５０．８ ５．５�

７１２ ヤマタケゴールデン 牡５栗 ５７ 岩田 康誠山中 和子氏 畠山 重則 静内 静内酒井牧場 ４９０－１０１：５１．４３� ２９．２�
８１３ セフティーステージ 牡６鹿 ５７ 河北 通池田 實氏 小野 幸治 門別 沖田牧場 ４９６－ ８１：５２．０３� ２４．１�
３３ ビッグカポネ 牡５鹿 ５７ 芹沢 純一藤井 宏次氏 中尾 正 門別 下河辺牧場 ４６２＋ ４１：５２．１クビ １２．９�
２２ フリートアドミラル 牡４鹿 ５７ 安藤 勝己 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 静内 矢野牧場 ５０６－ ４１：５２．２� １．８�
４５ ホーマンオブジェ 牡８栗 ５７ 和田 竜二久保 久人氏 安田 隆行 浦河 大島牧場 ５０４＋ ２ 〃 ハナ ６０．４�
６９ � サンワードラン 牡６鹿 ５７ 高橋 亮佐藤 幸彦氏 中尾 正 米 Silverleaf

Farms, Inc. ５０８＋ ２１：５２．４１� １９．１	
６１０� コンプレッソ 牡５鹿 ５７ 小牧 太藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 Pegasus Blood-

stock USA, Inc. ４８２－ ４１：５３．２５ ２１．７

３４ マコトスペリオル 牡６鹿 ５７ 長谷川浩大眞壁 明氏 西園 正都 早来 ノーザンファーム ４８２± ０１：５３．９４ １４２．３�
４６ ピサノフィリップ 牡７鹿 ５７ 池添 謙一市川 義美氏 田所 清広 静内 クドウファーム ４８６－ ８１：５４．０� ２５．０�
１１ ダイワオンディーヌ 牝５芦 ５５ 渡辺 薫彦大城 敬三氏 池上 昌弘 早来 ノーザンファーム ４５４－１２１：５４．３２ ７３．１
８１４ メイショウゲンスイ 牡４鹿 ５７ 藤田 伸二松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 杵臼牧場 ５０６± ０１：５４．６１	 ６．５�
５７ 
 チ ェ リ ス ト 牡６鹿 ５７ 生野 賢一 �イースターサンデー 鈴木 勝美 浦河 秋場牧場 ４６６－ ８１：５４．７	 ２６７．２�
７１１ エ ア サ バ ス 牡６黒鹿５７ 角田 晃一 �ラッキーフィールド庄野 靖志 千歳 社台ファーム ５３２＋１０１：５４．８クビ ６４．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ４５，９２９，９００円 複勝： ５７，６３３，６００円 枠連： ４４，８２３，８００円

普通馬連： １９９，９９６，７００円 馬単： １４２，４９８，４００円 ワイド【拡大馬連】： ５３，９３４，５００円

３連複： ２０３，４４０，０００円 ３連単： ５１６，２０１，０００円 計： １，２６４，４５７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５５０円 複 勝 � ２３０円 � ６５０円 � ４５０円 枠 連（５－７） ７，０６０円

普通馬連 �� １０，６４０円 馬 単 �� １７，４２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，８２０円 �� １，８７０円 �� ４，３００円

３ 連 複 ��� ４９，７５０円 ３ 連 単 ��� ２３５，０２０円

票 数

単勝票数 計 ４５９２９９ 的中 � ６６８０８（２番人気）
複勝票数 計 ５７６３３６ 的中 � ８０８１６（３番人気）� ２０７４３（９番人気）� ３１５５４（６番人気）
枠連票数 計 ４４８２３８ 的中 （５－７） ４６９０（２０番人気）
普通馬連票数 計１９９９９６７ 的中 �� １３８７２（２９番人気）
馬単票数 計１４２４９８４ 的中 �� ６０３７（４４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５３９３４５ 的中 �� ４６９９（２９番人気）�� ７２１１（１８番人気）�� ３０５５（４０番人気）
３連複票数 計２０３４４００ 的中 ��� ３０１８（１１４番人気）
３連単票数 計５１６２０１０ 的中 ��� １６２１（５０９番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．４―１２．３―１１．９―１２．５―１２．９―１２．８―１２．６―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．０―３５．３―４７．２―５９．７―１：１２．６―１：２５．４―１：３８．０

コーナー
通過順位

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

ゲイルバニヤン �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Theatrical デビュー ２００６．５．６ 京都２着

２００３．３．１７生 牡５黒鹿 母 バ ロ ネ ッ セ 母母 Baroness Direct １９戦４勝 賞金 ６５，４０８，０００円
〔制裁〕 フリートアドミラル号の騎手安藤勝己は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。
※出走取消馬 エプソムドン号（疾病〔右寛跛行〕のため）・シーサンダー号（疾病〔疝痛〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１５頭 ウルフボーイ号・コウエイノホシ号・ゴッドセンド号・シルククルセイダー号・ストラディヴァリオ号・

トーセンアーチャー号・ニシノプライド号・ビッグホワイト号・ビーオブザバン号・ブリッコーネ号・
プログレスエバー号・マルブツリード号・メジロバーミューズ号・リオサンバシチー号・リスキーアフェア号



０６０７１ ３月１６日 晴 良 （２０阪神１）第６日 第１１競走 ��
��１，４００�第４２回報知杯フィリーズレビュー（ＪｐｎⅡ）

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
報知新聞社賞（１着）

賞 品
本 賞 ５２，０００，０００円 ２１，０００，０００円 １３，０００，０００円 ７，８００，０００円 ５，２００，０００円
付 加 賞 １，３４４，０００円 ３８４，０００円 １９２，０００円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：１９．９
１：１９．０

良

良

４８ マイネレーツェル 牝３鹿 ５４ 池添 謙一 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 五十嵐忠男 青森 佐々木牧場 ３９６－ ８１：２２．５ ５３．１�

１１ ベストオブミー 牝３栗 ５４ 安藤 勝己飯田 正剛氏 鮫島 一歩 静内 千代田牧場 ４４６＋ ２ 〃 ハナ １６．４�
２３ レ ジ ネ ッ タ 牝３鹿 ５４ 小牧 太 �社台レースホース浅見 秀一 新冠 追分ファーム ４３６－ ６ 〃 アタマ ９．２�
５１０ ラ ベ 牝３黒鹿５４ 川田 将雅 �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 ４０４－ ６ 〃 クビ ９．３�
３５ ビーチアイドル 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ４３４－ ６１：２２．６クビ １７．２�
７１３ エイシンパンサー 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介平井 豊光氏 平田 修 浦河 高野牧場 ４４０－ ６１：２２．８１� ９．５	
１２ マチカネハヤテ 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦細川 益男氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ４２８－ ８１：２３．０１� ９１．９

５９ 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 ４３４－１０１：２３．１� ３８．４�
６１２� ミゼリコルデ 牝３鹿 ５４ 和田 竜二吉田 和子氏 音無 秀孝 英 Meon Val-

ley Stud ４６８－ ６１：２３．２クビ ２３．７�
８１５ エイムアットビップ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一飯田 正剛氏 矢作 芳人 静内 千代田牧場 ４６４＋１０１：２３．３� ２．６
２４ マイネブリッツ 牝３鹿 ５４ 芹沢 純一 �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 ４４０± ０１：２３．５１	 ２２５．９�
４７ ペプチドルビー 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二沼川 一彦氏 境 直行 平取 坂東牧場 ４６６＋１８ 〃 ハナ ９．０�
６１１ パッションローズ 牝３栗 ５４ 北村 友一�下河辺牧場 岡田 稲男 門別 下河辺牧場 ４９２± ０１：２３．７１ １０４．６�
３６ � エーソングフォー 牝３栗 ５４ 四位 洋文小田 吉男氏 森 秀行 米 Robert

Spiegel ４９２± ０１：２４．２３ ４．９�
８１６ リマレックス 牝３栗 ５４ 田中 克典�ファイブウィン 中尾 正 新冠 田渕牧場 ４３８－１６１：２４．４１	 １４６．３�
７１４ ワンモアグリッター 牝３栗 ５４ 橋本 美純松井 一三氏 安田 隆行 新冠 長浜 秀昭 ４５８＋ ４１：２４．５� ２７６．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２０，３４３，６００円 複勝： １７３，７４０，５００円 枠連： １２９，３１９，８００円

普通馬連： ８５４，６３６，１００円 馬単： ４７４，１１７，０００円 ワイド【拡大馬連】： １７７，３５７，９００円

３連複： ８６０，２７３，４００円 ３連単： １，９３０，４４５，１００円 計： ４，７２０，２３３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５，３１０円 複 勝 � １，０００円 � ５４０円 � ３１０円 枠 連（１－４） ５，０１０円

普通馬連 �� ２５，６７０円 馬 単 �� ７１，１１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６，３５０円 �� ３，５１０円 �� ２，１７０円

３ 連 複 ��� ５９，４３０円 ３ 連 単 ��� ４６１，６６０円

票 数

単勝票数 計１２０３４３６ 的中 � １７８８５（１１番人気）
複勝票数 計１７３７４０５ 的中 � ４１５３５（１１番人気）� ８２４００（８番人気）� １６９７５６（４番人気）
枠連票数 計１２９３１９８ 的中 （１－４） １９０７０（２２番人気）
普通馬連票数 計８５４６３６１ 的中 �� ２４５７５（５５番人気）
馬単票数 計４７４１１７０ 的中 �� ４９２１（１１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１７７３５７９ 的中 �� ６８０３（５４番人気）�� １２４３７（４１番人気）�� ２０３８５（２６番人気）
３連複票数 計８６０２７３４ 的中 ��� １０６８４（１３９番人気）
３連単票数 計１９３０４４５１ 的中 ��� ３０８６（８８７番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．０―１１．７―１１．９―１１．６―１１．８―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２３．１―３４．８―４６．７―５８．３―１：１０．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネレーツェル �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 サクラユタカオー デビュー ２００７．７．２１ 小倉１着

２００５．４．４生 牝３鹿 母 ケイアイベール 母母 ダイアナスキー ９戦３勝 賞金 ９６，０５３，０００円
〔発走状況〕 マイネレーツェル号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 サワヤカラスカル号・パラダイスプラム号
※一般事項Ⅴ－２の（４）によりマイネレーツェル号・ベストオブミー号・レジネッタ号は，桜花賞（JpnⅠ）競走に優先出走できる。



０６０７２ ３月１６日 晴 稍重 （２０阪神１）第６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

７１３ ナムラスピード 牡５栗 ５７ 和田 竜二奈村 信重氏 大橋 勇樹 静内 野坂牧場 ５０２－ ２２：０４．４ ２１．５�

３６ バンブーワールド 牡５鹿 ５７
５４ ▲田村 太雅�バンブー牧場 佐藤 正雄 浦河 バンブー牧場 ５３２－ ４２：０５．４６ ６１．６�

２３ フォーリクラッセ 牡５鹿 ５７ 藤田 伸二 �キャロットファーム 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４９０－１０ 〃 クビ １２．５�

３５ � 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 ４９６－ ４２：０５．５� ５３．０�
（７９７４）

５１０ メ ン デ ル 牡６鹿 ５７ 小牧 太太田 美實氏 梅田 智之 静内 藤原牧場 B４６８－ ２２：０５．７１� ８８．０�
６１２ ピサノバンキッシュ 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠市川 義美氏 藤沢 和雄 門別 下河辺牧場 B５３６－ ４２：０５．８クビ ２．６�
８１６ キタノアラワシ 牡４鹿 ５７ 藤岡 佑介河内 孝夫氏 岡田 稲男 新冠 中地 康弘 ４９６± ０ 〃 ハナ ５．３	
１２ テンザンコノハナ 牝４鹿 ５５ 角田 晃一平野 澄江氏 松永 昌博 静内 藤原牧場 ４７０± ０２：０５．９� １３．０

４７ トウカイポリシー 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲田中 克典内村 正則氏 野中 賢二 新冠 長浜牧場 ４４６－ ８２：０６．１� １６．０�
２４ 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± ０ 〃 ハナ １５．４�
１１ テンザンメダリスト 牡４鹿 ５７ 小林 徹弥平野 澄江氏 松永 昌博 静内 藤原牧場 ５３２＋ ４２：０６．３１� ３８．９
８１５ イ エ ス 牡８黒鹿５７ 石橋 守小田切有一氏 谷 潔 三石 木下牧場 ５５８＋ ２ 〃 アタマ ７３．８�
６１１ クリアヴィジョン 牡７栗 ５７

５６ ☆北村 友一吉田 勝己氏 梅田 智之 早来 ノーザンファーム ４６２－ ４２：０６．４クビ ３５．３�
４８ アクセルカフェ 牡４黒鹿５７ 池添 謙一平賀 修二氏 山内 研二 静内 出羽牧場 ５４４＋ ４ 〃 ハナ ４．８�
５９ � メインバンク 牡５鹿 ５７ 橋本 美純青山 洋一氏 大久保龍志 門別 出口牧場 ４７０－１０２：０７．１４ ４８．４�
７１４ ゴールデンエビス 牡４鹿 ５７ 長谷川浩大山本 廣氏 橋本 寿正 静内 静内白井牧場 ４８４－ ４２：０７．４２ １９３．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５２，９８５，６００円 複勝： ７６，３０８，８００円 枠連： ６９，５７２，５００円

普通馬連： ２５２，９４４，８００円 馬単： １６７，３４３，６００円 ワイド【拡大馬連】： ６９，９６９，２００円

３連複： ２５８，１５７，１００円 ３連単： ５９０，０３７，７００円 計： １，５３７，３１９，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，１５０円 複 勝 � ５４０円 � １，２１０円 � ３８０円 枠 連（３－７） １０，４３０円

普通馬連 �� ４０，４３０円 馬 単 �� ８５，０６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １１，０００円 �� ２，６１０円 �� ８，３１０円

３ 連 複 ��� １２１，９００円 ３ 連 単 ��� ８６２，２８０円

票 数

単勝票数 計 ５２９８５６ 的中 � １９４２１（８番人気）
複勝票数 計 ７６３０８８ 的中 � ３７８８１（８番人気）� １５２３９（１１番人気）� ５８１２６（４番人気）
枠連票数 計 ６９５７２５ 的中 （３－７） ４９２４（３０番人気）
普通馬連票数 計２５２９４４８ 的中 �� ４６１８（８０番人気）
馬単票数 計１６７３４３６ 的中 �� １４５２（１５６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６９９６９２ 的中 �� １５５３（８０番人気）�� ６６８８（２７番人気）�� ２０６１（７１番人気）
３連複票数 計２５８１５７１ 的中 ��� １５６３（２６３番人気）
３連単票数 計５９００３７７ 的中 ��� ５０５（１６４７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２４．０―３６．３―５０．１―１：０２．９―１：１５．３―１：２７．６―１：４０．０―１：５２．０

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ナムラスピード �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Afleet デビュー ２００６．６．１７ 京都１２着

２００３．２．２３生 牡５栗 母 ネクストタイム 母母 ジ ャ ビ ラ バ １３戦４勝 賞金 ４２，７７１，０００円
〔発走状況〕 テンザンメダリスト号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔調教再審査〕 テンザンメダリスト号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 サンシーズン号



（２０阪神１）第６日 ３月１６日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １６０頭 本 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

２８０，９００，０００円
２３，５８０，０００円
３，０８０，０００円
３０，８００，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５７，６６２，０００円
５，１０６，８００円
１，６１６，０００円

勝馬投票券売得金
３９７，９４３，５００円
５３５，８４１，６００円
４１２，１９７，８００円
１，９３９，０３４，２００円
１，４３１，７２１，６００円
４９１，４３８，８００円
２，２４３，１０６，４００円
３，４１６，６８８，０００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 １０，８６７，９７１，９００円

総入場人員 ２５，０７０名 （有料入場人員 ２３，９００名）




