
０６０８５ ３月２３日 曇 良 （２０阪神１）第８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

６１１ 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 ４７２－ ６１：１２．９ １．７�

３５ マジックディーヴァ 牝３黒鹿５４ 武 豊 �サンデーレーシング 石坂 正 早来 ノーザンファーム ４８８－ ２１：１３．１１� ７．１�
６１２ インターレース 牝３栗 ５４

５１ ▲田中 克典吉田 和美氏 吉田 直弘 浦河 有限会社
松田牧場 ４０８－ ２１：１３．２クビ １２．４�

５９ 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 ４５０－ ２１：１３．９４ ４．３�
２４ メイショウフェーヴ 牝３栗 ５４ 熊沢 重文松本 好雄氏 高橋 成忠 浦河 三嶋牧場 ４２４－ ４１：１４．０� ８１．９�
５１０ ア イ ノ レ オ 牝３芦 ５４ 岩田 康誠田中 一成氏 藤沢 則雄 静内 伊藤 敏明 ４４０＋ ４１：１４．２１� １７７．３�
４７ プリティアリエル 牝３黒鹿５４ 佐藤 哲三横瀬 兼二氏 池添 兼雄 鵡川 市川牧場 ４１８－ ２１：１４．３� １４０．５	
１１ 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 ４５８＋ ４１：１４．５１� ８．２

４８ フラワーネックレス 牝３栗 ５４ 下原 理吉田 照哉氏 北出 成人 千歳 社台ファーム ４６０ ―１：１４．７１� ４５．８�

（兵庫）

７１４ スノースマイル 牝３鹿 ５４ 石橋 守��昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４４４ ―１：１４．８� ３５９．１�

８１６ ルーナキャスケード 牝３鹿 ５４ 福永 祐一伊藤 仁氏 木原 一良 門別 広富牧場 ４３０－ ６１：１４．９� ３９．３
（７９７４）

１２ コウエイルビー 牝３鹿 ５４ 金折 知則西岡 静男氏 松元 茂樹 新冠 ヒノデファーム ４２２＋ ２１：１５．２２ ５２２．８�
７１３ マーブルカーリー 牝３栗 ５４ 吉田 稔下村 直氏 浜田 光正 三石 三石川上牧場 ４２２ ― 〃 ハナ ５３８．６�

（愛知）

２３ エイユーフェアリー 牝３栗 ５４
５１ ▲田村 太雅笹部 義則氏 柴田 光陽 新冠 川上牧場 ４３４－ ８ 〃 ハナ ２７８．３�

８１５ シ ェ リ ア ク 牝３黒鹿５４ 赤木高太郎 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 北出 成人 静内 谷岡牧場 ４４２－１６１：１５．４１� ２５６．７�

３６ ブエンビアッヘ 牝３黒鹿５４ 長谷川浩大�アカデミー 西浦 勝一 新冠 清水 克則 ４４８－１４１：１５．７１� ２５０．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，０４２，５００円 複勝： ２３，６９４，８００円 枠連： １５，５２０，５００円

普通馬連： ５１，０８６，２００円 馬単： ５８，７９７，２００円 ワイド【拡大馬連】： １７，４９４，０００円

３連複： ８３，２２０，３００円 ３連単： 発売なし 計： ２６７，８５５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １８０円 � ２１０円 枠 連（３－６） ５４０円

普通馬連 �� ６８０円 馬 単 �� １，０６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２８０円 �� ２９０円 �� ７７０円

３ 連 複 ��� １，５００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８０４２５ 的中 � ８５１７６（１番人気）
複勝票数 計 ２３６９４８ 的中 � ９８５５９（１番人気）� ２５１７２（４番人気）� ２０６５４（５番人気）
枠連票数 計 １５５２０５ 的中 （３－６） ２１４１７（３番人気）
普通馬連票数 計 ５１０８６２ 的中 �� ５５９９５（３番人気）
馬単票数 計 ５８７９７２ 的中 �� ４１０９５（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７４９４０ 的中 �� １６５０１（３番人気）�� １６０３９（４番人気）�� ４９０１（１０番人気）
３連複票数 計 ８３２２０３ 的中 ��� ４１０９０（６番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．６―１１．８―１２．４―１２．６―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．０―３４．８―４７．２―５９．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．９―３F３８．１
３ １，５，１１－（６，１２）－（４，９）－（７，１４）（３，１０，１５）（２，１６）＝（８，１３） ４ ・（１，５）（１２，１１）（６，４，９）＝（７，１４）（３，１０）（２，１５）１６（８，１３）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

インプリシット �
�
父 Stephen Got Even �

�
母父 Belong to Me デビュー ２００８．３．１ 阪神２着

２００５．３．２生 牝３鹿 母 ヴ ァ リ ュ ー 母母 Vailmont 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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 アナモリ号・ブギウギ号・フジヤマオペラ号・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。



０６０８６ ３月２３日 曇 良 （２０阪神１）第８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

２２ コンプトゥス 牡３芦 ５６ 鮫島 克也吉田 勝己氏 松田 国英 早来 ノーザンファーム ５０６－ ２１：５３．４ ３．１�
（佐賀）

１１ � カネトシヴィゴーレ 牝３栗 ５２ 佐藤 哲三兼松 利男氏 矢作 芳人 豪 Arrowleave
Joint Venture ４２６ ―１：５３．８２� １６．２�

７１０ 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 ５２６－１０１：５４．０１ ２．０�
３３ キリコンバット �３鹿 ５６ 赤木高太郎�本桐牧場 飯田 雄三 静内 坂本 春雄 ４７６ ―１：５５．０６ ３３．０�
８１１ ヨドノヒーロー 牡３黒鹿５６ 吉田 稔海原 聖一氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ４４６－１０１：５５．８５ ２１．１�

（愛知）

８１２ 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 ４９８－ ４１：５６．０１	 ９８．７�
５５ � アドマイヤアタック 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠近藤 利一氏 松田 博資 米 Shadai Cor-

poration ５２０＋１０１：５７．０６ ６．６	
６８ 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 ５１６－ ４１：５７．２１	 ９４．６

５６ ブルーアース �３栗 ５６ 武 幸四郎 �ブルーマネジメント大久保龍志 新冠 タニグチ牧場 ４８８ ―１：５８．２６ １０．４�
７９ 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 ４４０－ ４２：００．０大差 ６２６．４
４４ シルクアルバス 牡３芦 ５６ 四位 洋文有限会社シルク加用 正 早来 ノーザンファーム ５０４ ―２：００．６３� ４２．５�

（１１頭）
６７ 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 ４３８－ ２ （競走除外）

売 得 金

単勝： １７，００８，９００円 複勝： ２３，５３７，４００円 枠連： １４，６９２，３００円

普通馬連： ４６，４７１，５００円 馬単： ５６，７９６，５００円 ワイド【拡大馬連】： １４，７１４，９００円

３連複： ７１，６１９，６００円 ３連単： 発売なし 計： ２４４，８４１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １２０円 � ３４０円 � １１０円 枠 連（１－２） ２，５５０円

普通馬連 �� ２，０７０円 馬 単 �� ３，１３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５１０円 �� １４０円 �� ４５０円

３ 連 複 ��� ８８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 差引計 １７００８９（返還計 ２９２９） 的中 � ４４１８９（２番人気）
複勝票数 差引計 ２３５３７４（返還計 ７１９４） 的中 � ５９６９７（２番人気）� ９０２０（６番人気）� ８８５５９（１番人気）
枠連票数 差引計 １４６９２３（返還計 ２８７） 的中 （１－２） ４２６０（８番人気）
普通馬連票数 差引計 ４６４７１５（返還計 ３０４５８） 的中 �� １６６１２（８番人気）
馬単票数 差引計 ５６７９６５（返還計 ３５７６５） 的中 �� １３４３１（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 １４７１４９（返還計 １３７５９） 的中 �� ５４４６（８番人気）�� ４０７４４（１番人気）�� ６３２６（６番人気）
３連複票数 差引計 ７１６１９６（返還計１１２７０６） 的中 ��� ６０１８６（３番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．５―１３．２―１２．６―１２．９―１３．１―１３．１―１２．６―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．１―３６．３―４８．９―１：０１．８―１：１４．９―１：２８．０―１：４０．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コンプトゥス �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２００８．３．８ 阪神２着

２００５．４．３生 牡３芦 母 コンフィデンス 母母 コ ン カ ロ ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔競走除外〕 メイセイカレン号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。疾病〔右頚部打撲傷〕を発症したため競走除外。発走時刻６分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 メイセイカレン号は，平成２０年３月２４日から平成２０年４月２２日まで出走停止。停止期間の満了後

に開催競馬場で発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シルクアルバス号は，平成２０年４月２３日まで平地競走に出走できない。

パンチガール号は，平成２０年５月２３日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 シーオーバー号（疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため）
※カネトシヴィゴーレ号・キリコンバット号・シルクアルバス号・シーオーバー号・ブルーアース号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したも
のとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０６０８７ ３月２３日 曇 良 （２０阪神１）第８日 第３競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１１時１０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：２１．９
１：２１．９

重

重

６１１ マルブツサクラオー 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠大澤 毅氏 大根田裕之 門別 正和山本牧場 ４６０－ ６１：２５．２ ２．４�

８１６ 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 ４９０－ ６１：２５．８３� ９．１�
８１５ ハマノモナーク 牡３黒鹿５６ 吉田 稔浜井 弘至氏 服部 利之 静内 漆原 信一 ４５６± ０ 〃 クビ ７．１�

（愛知）

１２ ディアプリンシパル 牡３青 ５６ 藤田 伸二寺田千代乃氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント ４５６－ ２１：２６．２２� ６．０�
５１０ ワタシノオウジサマ 牡３鹿 ５６ 川田 将雅飯田 政子氏 坂本 勝美 静内 千代田牧場 B４５８－１８１：２６．６２� ７．０�
１１ ウォルトンコクカ 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥山田美喜男氏 田島 良保 三石 前川牧場 ４３２－１４１：２６．７クビ １４７．６�
６１２ シゲルハラパン 牝３鹿 ５４

５１ ▲田村 太雅森中 蕃氏 小原伊佐美 新冠 須崎牧場 ４３０－ ４１：２６．８� ７４．１�
３５ シルクダイナスティ 牡３栗 ５６ 四位 洋文有限会社シルク加用 正 新冠 	渡 信義 ４６４ ―１：２７．１２ ７．３

３６ 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 ４７４＋１０１：２７．３１� １９．３�
２３ スナークホーオー 牡３栗 ５６ 秋山真一郎杉本仙次郎氏 野村 彰彦 門別 下河辺牧場 ５１６± ０１：２７．８３ ８０．３�
４８ スズカゲイル 牡３鹿 ５６ 上村 洋行永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 小島牧場 ４２４＋ ２１：２７．９� ５８．４
２４ メイショウラルー 牡３芦 ５６ 佐藤 哲三松本 好�氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 ４６４＋ ２１：２８．０� ５２．５�
５９ トーアゲッコウ 牡３鹿 ５６

５３ ▲大江原 圭東亜駿馬� 作田 誠二 豊浦トーア牧場 ５３４－１０１：２８．５３ ６２３．１�
７１３ フミノセントラル 牡３鹿 ５６ 長谷川浩大谷 二氏 西浦 勝一 浦河 斉藤 英 ４７２－ ８ 〃 クビ ４８４．９�
４７ マンテンテイオー 牡３栗 ５６ 菊地 昇吾小島 將之氏 鹿戸 明 門別 山田 政宏 ４６２ ―１：２９．８８ ５０．５�
７１４ トロピカルガイ 牡３黒鹿５６ 鮫島 克也小川 勲氏 武 宏平 静内 武 牧場 ４１８－ ８１：３０．６５ ４１５．４�

（佐賀）

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，０２７，６００円 複勝： ２１，０７２，２００円 枠連： １７，２６３，３００円

普通馬連： ５２，８６５，７００円 馬単： ５２，８２１，２００円 ワイド【拡大馬連】： １７，２３８，５００円

３連複： ７９，２１７，７００円 ３連単： 発売なし 計： ２５８，５０６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １３０円 � ２３０円 � ２４０円 枠 連（６－８） ５３０円

普通馬連 �� １，２７０円 馬 単 �� １，７２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４４０円 �� ５７０円 �� １，０９０円

３ 連 複 ��� ３，７１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８０２７６ 的中 � ５９３９１（１番人気）
複勝票数 計 ２１０７２２ 的中 � ５８４８９（１番人気）� ２０４５９（５番人気）� １９０４６（６番人気）
枠連票数 計 １７２６３３ 的中 （６－８） ２４１７９（１番人気）
普通馬連票数 計 ５２８６５７ 的中 �� ３０９１１（４番人気）
馬単票数 計 ５２８２１２ 的中 �� ２２７５５（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７２３８５ 的中 �� １０３２１（４番人気）�� ７５３６（５番人気）�� ３６７２（１４番人気）
３連複票数 計 ７９２１７７ 的中 ��� １５７７９（８番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．９―１１．９―１２．３―１２．４―１２．２―１２．９

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マルブツサクラオー �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２００８．２．２３ 京都５着

２００５．３．２７生 牡３鹿 母 シェーラザード 母母 Impatiente ２戦１勝 賞金 ５，７００，０００円
〔その他〕 マンテンテイオー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トロピカルガイ号は，平成２０年４月２３日まで平地競走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 マンテンテイオー号は，平成２０年４月２３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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 メイショウアレグロ号
※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。



０６０８８ ３月２３日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２０阪神１）第８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，１９．３．１７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

８１１ ブルーフランカー 牡６鹿 ６０ 菊地 昇吾 �ブルーマネジメント本田 優 静内 片岡牧場 ４４０＋ ６３：２５．２レコード ６．８�

６７ サウスポール 牡８青鹿６２ 熊沢 重文芹澤 精一氏 武 宏平 新冠 武田 修一 ４９２－ ６３：２９．２大差 １．５�
５５ ブラックコンドル 牡７黒鹿６１ 小坂 忠士 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム ４８２＋ ２３：２９．６２� ７．８�
８１０ ダイタクアルビン 牡８黒鹿５９ 高田 潤小林 昌志氏 福島 信晴 平取 雅 牧場 ４７８＋ ２３：３０．２３� ８．５�
４４ 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 ４５０± ０３：３０．４１� ４０．６�
６６ ジンデンバリュー 牡５鹿 ６０ 柴田 大知黒岩統治郎氏 高松 邦男 門別 富川牧場 ４５８－ ８３：３１．４６ １８０．７	
２２ マルブツトップ 牡８栗 ６３

６０ ▲船曳 文士大澤 毅氏 加用 正 浦河 岡本牧場 ５００＋ ８３：３５．３大差 ２４．６

７９ 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± ０３：３６．５７ ５０．８�
１１ 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± ０３：３６．７１� １０５．３�
７８ メイショウオオナミ 牡７鹿 ５９ 金折 知則松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 ４８０± ０３：３７．１２� １３０．４
３３ メイショウオキナ 牡７黒鹿６０ 西谷 誠松本 好雄氏 武田 博 浦河 成隆牧場 ４８６－ ８ （競走中止） １８．３�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １５，９１３，３００円 複勝： ２６，２３７，３００円 枠連： １５，８７３，３００円

普通馬連： ４５，８６０，５００円 馬単： ６４，２６７，０００円 ワイド【拡大馬連】： １４，６３７，１００円

３連複： ８５，５９６，８００円 ３連単： 発売なし 計： ２６８，３８５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６８０円 複 勝 � １６０円 � １１０円 � １５０円 枠 連（６－８） ２３０円

普通馬連 �� ４１０円 馬 単 �� １，４２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２１０円 �� ４５０円 �� ２１０円

３ 連 複 ��� ７７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １５９１３３ 的中 � １８５６３（２番人気）
複勝票数 計 ２６２３７３ 的中 � ２２４９４（４番人気）� １６１３３４（１番人気）� ２６０５７（２番人気）
枠連票数 計 １５８７３３ 的中 （６－８） ５２０５９（１番人気）
普通馬連票数 計 ４５８６０５ 的中 �� ８２６１６（１番人気）
馬単票数 計 ６４２６７０ 的中 �� ３３５７６（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４６３７１ 的中 �� １８７６５（２番人気）�� ６８１８（６番人気）�� １９２２０（１番人気）
３連複票数 計 ８５５９６８ 的中 ��� ８２８２８（３番人気）

上り １マイル １：４４．３ ４F ５１．７－３F ３８．９
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブルーフランカー �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２００５．２．５ 京都３着

２００２．４．３生 牡６鹿 母 ブルースターライト 母母 カ ユ ガ 障害：２戦２勝 賞金 ２３，５００，０００円
〔競走中止〕 メイショウオキナ号は，競走中に疾病〔右第１指関節脱臼〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。



０６０８９ ３月２３日 曇 良 （２０阪神１）第８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）

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

１：３２．０
１：３１．５

良

良

２４ フサイチダイチャン 牡３鹿 ５６ 四位 洋文関口 房朗氏 松田 国英 早来 ノーザンファーム ４９２ ―１：３６．３ ６．４�

４８ ハッピープレゼント 牝３栗 ５４ 武 豊 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム ５１４ ―１：３６．９３� ２．０�
１２ ファンキードラゴン 牡３黒鹿５６ 鮫島 克也松岡 隆雄氏 石坂 正 新冠 若林牧場 ５１２ ―１：３７．０� １６．５�

（佐賀）

８１５ クーノキセキ 牝３栗 ５４ 酒井 学吉田 照哉氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ５００ ―１：３７．２１� ３３．０�
８１６ フサイチピージェイ 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎関口 房朗氏 池江 泰寿 千歳 社台ファーム ４８０ ― 〃 クビ １５．７�
２３ ホウライアラムシャ 牝３黒鹿５４ 熊沢 重文橋元 幸平氏 平田 修 門別 福満牧場 ４３４ ―１：３７．３クビ ６４．６�
１１ ハギノハーセルフ 牝３栗 ５４ 長谷川浩大日隈 良江氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ４５２ ― 〃 クビ １４．３	
５１０ メイショウリバー 牡３鹿 ５６ 高橋 亮松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 三嶋牧場 ４６２ ―１：３７．５１� １８７．０

４７ ヤマニンシャタン 牝３栗 ５４

５１ ▲田中 克典土井 肇氏 橋本 寿正 新冠 錦岡牧場 ３９８ ― 〃 ハナ ２２１．９�
６１１ ホーリーグレイル 牝３黒鹿５４ 岩田 康誠 �ノースヒルズマネ

ジメント 池江 泰郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ３９０ ―１：３８．４５ ９．７�
３５ ユキノペガサス 牡３青鹿５６ 渡辺 薫彦井上 基之氏 南井 克巳 浦河 吉田 又治 ４８２ ―１：３８．６１� ５４．０
６１２ サイキョウツバキ 牝３栗 ５４ 佐藤 友則奥本賢一郎氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４１０ ― 〃 クビ ２４１．０�

（笠松）

７１３ マハーバリプラム 牝３青 ５４ 川田 将雅吉田 勝己氏 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４５２ ―１：３８．７� ５．１�
５９ テンシノクリーン 牝３栗 ５４ 上村 洋行杉谷 枡夫氏 橋口弘次郎 門別 浜本牧場 ４４２ ―１：３８．９１ １３２．５�
７１４ ドンペトリュス 牡３鹿 ５６ 橋本 美純大内 景子氏 柴田 政見 静内（有）石川牧場 ４９０ ― 〃 ハナ ２４２．２�
３６ フォティディクター 牡３栗 ５６ 赤木高太郎加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム ４７６ ―１：３９．５３� ２０７．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，４３７，２００円 複勝： ２０，３１７，５００円 枠連： １６，３７３，７００円

普通馬連： ５７，３２４，６００円 馬単： ６５，９１３，８００円 ワイド【拡大馬連】： １６，５８６，２００円

３連複： ８３，２９８，３００円 ３連単： 発売なし 計： ２７８，２５１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６４０円 複 勝 � １７０円 � １２０円 � ３００円 枠 連（２－４） ６３０円

普通馬連 �� ７００円 馬 単 �� １，８７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２９０円 �� ８６０円 �� ６６０円

３ 連 複 ��� ２，２２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８４３７２ 的中 � ２２８７６（３番人気）
複勝票数 計 ２０３１７５ 的中 � ２９１４２（３番人気）� ６３７５７（１番人気）� １２１８０（６番人気）
枠連票数 計 １６３７３７ 的中 （２－４） １９２２６（２番人気）
普通馬連票数 計 ５７３２４６ 的中 �� ６０８０８（２番人気）
馬単票数 計 ６５９１３８ 的中 �� ２６０７９（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６５８６２ 的中 �� １６２９０（２番人気）�� ４３９４（１１番人気）�� ５９３１（５番人気）
３連複票数 計 ８３２９８３ 的中 ��� ２７７８８（６番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．５―１１．７―１２．６―１２．６―１２．４―１１．６―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．１―３４．８―４７．４―１：００．０―１：１２．４―１：２４．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フサイチダイチャン �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Sadler’s Wells 初出走

２００５．３．１４生 牡３鹿 母 サドラーズメイド 母母 Amazer １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１４頭 オースミアタック号・カネトシヴィゴーレ号・キリコンバット号・タガノアンクルベル号・ディアプリマ号・

ニシノレイチェル号・パープルマンスリー号・ファイブスター号・ブルーアース号・ブレイブファイト号・
メイショウチュラマ号・メイショウホバート号・ランスロットル号・リバーミラクル号

※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。



０６０９０ ３月２３日 曇 良 （２０阪神１）第８日 第６競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１３時００分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

１１ ナムラハンター 牡３青鹿５６ 角田 晃一奈村 信重氏 松永 昌博 三石 平野牧場 ４７８－ ６１：５３．０ ７．６�

４６ ピイラニハイウェイ 牡３黒鹿５６ 武 豊金子真人ホール
ディングス� 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４５４－ ６１：５３．１� １．３�

５８ ナムラハーン 牡３鹿 ５６ 上村 洋行奈村 信重氏 福島 信晴 静内 八田ファーム ４９６＋ ２１：５３．９５ １３．４�
６１１ バトルブリンディス 牡３青鹿５６ 岩田 康誠宮川 秋信氏 矢作 芳人 門別 モリナガファーム ４４８－１２１：５４．０クビ ３５．０�
２３ � プラチナメーン 牡３栗 ５６ 吉田 稔広尾レース� 森 秀行 米 Dede McGehee &

Delia McGehee ４８８＋ ８１：５４．４２� ６．０�
（愛知）

３５ モ シ カ シ テ 牡３黒鹿５６ 鮫島 克也小田切有一氏 谷 潔 三石 木下牧場 B４５６± ０１：５４．９３ ５８．９�
（佐賀）

７１２ オーミプレシャス 牡３黒鹿５６ 四位 洋文岩� 僖澄氏 田島 良保 様似 山本 和彦 ４２６－ ８ 〃 クビ ４２．２	
６１０ チャーミングシチー 牝３芦 ５４ 小林 徹弥 �友駿ホースクラブ 清水 出美 門別 富川田中牧場 ４１２－ ２１：５５．２１� １７５．０

２２ キ ア ー ロ 牝３栗 ５４ 渡辺 薫彦 �ローレルレーシング 佐山 優 新冠 大栄牧場 ４３８－ ８１：５５．３クビ １２３．２�
８１５ アマゾネスバイオ 牝３鹿 ５４ 和田 竜二バイオ� 領家 政蔵 早来 ノーザンファーム ５２２＋ ６１：５５．５１	 ９２．６�
４７ シゲルクシエラ 牝３鹿 ５４ 熊沢 重文森中 蕃氏 大根田裕之 三石 佐藤 陽一 ４４０－ ４１：５６．０３ ３２０．９
３４ シュウボンバー 牡３栗 ５６ 下原 理小田 吉男氏 坂口 正則 三石 折手牧場 B５１０－ ４１：５６．２１ ７９．３�

（兵庫）

５９ メイショウヘルメス 牡３黒鹿５６ 高橋 亮松本 好雄氏 高橋 隆 浦河 大島牧場 ４７６－１０１：５７．５８ ２４９．１�
８１４
 チェイリュイ 牡３鹿 ５６ 佐藤 友則村田 裕子氏 井上 孝彦 三石 森 俊雄 ４２６－ ２１：５７．９２� ３３６．２�

（笠松） （笠松）

（１４頭）
７１３ ボクノタイヨウ 牡３黒鹿５６ 藤田 伸二平田 修氏 白井 寿昭 新冠 秋田牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２５，９７５，５００円 複勝： ４７，４１６，８００円 枠連： １７，６２７，３００円

普通馬連： ６８，７０１，６００円 馬単： ９５，１７０，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，１７１，９００円

３連複： １１５，００７，８００円 ３連単： 発売なし 計： ３９３，０７１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７６０円 複 勝 � １６０円 � １１０円 � １９０円 枠 連（１－４） ３９０円

普通馬連 �� ３９０円 馬 単 �� １，４４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １９０円 �� ５１０円 �� ２５０円

３ 連 複 ��� ７３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２５９７５５ 的中 � ２７１７９（３番人気）
複勝票数 計 ４７４１６８ 的中 � ４０２３８（３番人気）� ２９９６２０（１番人気）� ３０８３０（４番人気）
枠連票数 計 １７６２７３ 的中 （１－４） ３３９５３（２番人気）
普通馬連票数 計 ６８７０１６ 的中 �� １３０１０６（２番人気）
馬単票数 計 ９５１７０４ 的中 �� ４８８４５（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３１７１９ 的中 �� ３５７３６（２番人気）�� ９３０２（７番人気）�� ２３６６０（３番人気）
３連複票数 計１１５００７８ 的中 ��� １１７１０２（２番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．４―１３．７―１２．３―１２．２―１２．６―１３．３―１２．２―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．２―３７．９―５０．２―１：０２．４―１：１５．０―１：２８．３―１：４０．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．６―３F３８．０
１
３

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

・（４，５）（２，６，１４，１５）１（３，８）（９，７）－（１０，１１，１２）・（４，５）（２，６，１４，１５）（１，８，７）３（１０，１２）（９，１１）
勝馬の
紹 介

ナムラハンター �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 ジェニュイン デビュー ２００８．２．２３ 京都１１着

２００５．３．１１生 牡３青鹿 母 ナムラミステリー 母母 タイキミステリー ３戦２勝 賞金 １２，０００，０００円
〔出走取消〕 ボクノタイヨウ号は，疾病〔左肩跛行〕のため出走取消。
※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。



０６０９１ ３月２３日 曇 良 （２０阪神１）第８日 第７競走 ��２，０００�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

２：０１．０
２：０１．０

不良

不良

８９ 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 ５１４－ ２２：０６．４ ２．８�

５５ ウインスペンサー 牡４黒鹿５７ 武 豊�ウイン 池江 泰郎 浦河 丸幸小林牧場 ５２０＋ ２２：０６．８２� ３．０�
２２ 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 ５０８－１０２：０６．９� ８．２�
１１ ウォータークルーズ 牡５栗 ５７ 武 幸四郎山岡 正人氏 田所 秀孝 浦河 伏木田牧場 ４６８－ ２２：０７．３２� ５．９�
７７ ク オ ン 牡４栗 ５７ 福永 祐一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 大橋 勇樹 浦河 鮫川牧場 ４６２± ０２：０７．５１� ６．０�
６６ キクノプログレッソ 牡５鹿 ５７ 角田 晃一佐々木幸子氏 南井 克巳 静内 漆原 哲雄 B５０２－ ３ 〃 クビ １９．６�
８８ � デルタウイング 牡５栗 ５７ 吉田 稔 	キャロットファーム 松元 茂樹 浦河 宮内牧場 ４９８－ ４２：０８．６７ １１８．４


（愛知）

３３ ワイルドキング 牡４芦 ５７ 岩田 康誠小川 勲氏 作田 誠二 鵡川 清水ファーム ５００＋ ６２：１０．１９ ３０．９�
４４ � ドールリヴィエール 牡４鹿 ５７ 渡辺 薫彦服部 新平氏 吉岡 八郎 新冠 メイタイ牧場 ４８６＋ ２２：１０．３１� ６６．６�

（９頭）

売 得 金

単勝： １９，３９４，７００円 複勝： ２３，９６０，０００円 枠連： １５，５３１，８００円

普通馬連： ６６，５０５，２００円 馬単： ８２，４４８，４００円 ワイド【拡大馬連】： １９，２１８，３００円

３連複： １０２，６９０，５００円 ３連単： 発売なし 計： ３２９，７４８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １２０円 � １５０円 � １９０円 枠 連（５－８） ６２０円

普通馬連 �� ６３０円 馬 単 �� １，２９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２３０円 �� ４５０円 �� ４６０円

３ 連 複 ��� １，４１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９３９４７ 的中 � ５５６４４（１番人気）
複勝票数 計 ２３９６００ 的中 � ７２５９８（１番人気）� ４０４１４（３番人気）� ２５７４７（５番人気）
枠連票数 計 １５５３１８ 的中 （５－８） １８７４４（１番人気）
普通馬連票数 計 ６６５０５２ 的中 �� ７９００２（１番人気）
馬単票数 計 ８２４４８４ 的中 �� ４７５０５（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９２１８３ 的中 �� ２３７１４（１番人気）�� ９９９１（７番人気）�� ９５２２（８番人気）
３連複票数 計１０２６９０５ 的中 ��� ５３９４０（７番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．７―１１．９―１４．０―１３．０―１２．７―１２．４―１２．５―１２．２―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．０―２４．７―３６．６―５０．６―１：０３．６―１：１６．３―１：２８．７―１：４１．２―１：５３．４

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

グッドフロマージュ 
�
父 コマンダーインチーフ 

�
母父 スルーザドラゴン デビュー ２００５．１１．１９ 京都１０着

２００３．５．２生 牡５鹿 母 シスタースルー 母母 ロ ジ ー タ ２６戦３勝 賞金 ３８，４８０，０００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。



０６０９２ ３月２３日 曇 良 （２０阪神１）第８日 第８競走 ��１，４００�サラブレッド系４歳以上
発走１４時００分 （ダート・右）

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

８１５ ヘラクレスバイオ 牡５鹿 ５７
５４ ▲船曳 文士バイオ� 鶴留 明雄 早来 ノーザンファーム ５４０－ ２１：２４．４ ９．３�

８１６ ゼンノグッドウッド 牡５鹿 ５７ 武 幸四郎大迫久美子氏 武 邦彦 千歳 社台ファーム ５２８＋ ２１：２４．６１� ２２．３�
４８ プライベートプラン 牡５鹿 ５７ 川田 将雅 �ノースヒルズマネ

ジメント 小島 太 浦河 富田牧場 ５３２－１２１：２４．７� ５．５�
４７ リングジアラーム 牝４芦 ５５ 角田 晃一 �社台レースホース松山 康久 追分 追分ファーム ５２８－ ２１：２５．０１� ９．３�
３５ トウカイフラッグ 牡６青鹿５７ 四位 洋文内村 正則氏 野中 賢二 新冠 長浜牧場 ４７０＋ ４１：２５．２１� ２９．３�
５９ コパノカチドキ 牡５鹿 ５７ 武 豊小林 祥晃氏 小島 太 門別 ヤナガワ牧場 ４９０－１４ 〃 ハナ ８．０	
１１ ブ レ イ バ ー 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠古賀 和夫氏 和田 正道 様似 様似渡辺牧場 ４６４－ ６ 〃 アタマ ２．９

７１４ マイネルガリレイ 牡４栗 ５７ 佐藤 哲三 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐々木晶三 浦河 ガーベラパー
クスタツド ４５２－ ８１：２５．４１ ６０．３�

５１０ シルクパスワード 牡６栗 ５７ 小林 徹弥有限会社シルク目野 哲也 静内 カタオカフアーム ４７４＋１０ 〃 クビ ９３．４�
３６ 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 ４３０－ ８１：２５．７１� ４２．９
６１１ マンノレーシング 牡５鹿 ５７ 金折 知則萬野 順啓氏 松元 茂樹 新冠 若林牧場 ４６８＋ ８ 〃 ハナ ２９．６�
６１２ ツルマルフェロー 牡６鹿 ５７ 上村 洋行鶴田 任男氏 橋口弘次郎 門別 浜本牧場 ４３４＋ ２１：２５．８� ８．４�
２４ ランヘランバ 牡５黒鹿５７ 田島 裕和田中 充氏 藤沢 則雄 浦河 太陽牧場 ４５４＋ ８ 〃 アタマ １１．５�
７１３ ソブリンブライト 牡６鹿 ５７ 熊沢 重文�藤沢牧場 �田 研二 静内 藤沢牧場 ４８８＋ ４１：２６．０１� ２９５．７�
１２ マルブツランナー 牡５栗 ５７ 吉田 稔大澤 毅氏 加用 正 浦河 松田 憲一 ４８０＋１２１：２６．２１� １４１．７�

（愛知）

２３ グランプリペガサス 牡６鹿 ５７ 鮫島 克也�グランプリ 加藤 征弘 早来 ノーザンファーム B４７６－ ４１：２６．４１� ９９．９�
（佐賀）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，８７３，３００円 複勝： ３２，９７１，０００円 枠連： ２７，９８５，８００円

普通馬連： ９６，４１１，４００円 馬単： ８４，５６８，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，７０２，２００円

３連複： １４４，９９４，７００円 ３連単： 発売なし 計： ４３６，５０７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９３０円 複 勝 � ２７０円 � ５３０円 � ２００円 枠 連（８－８） ６，０５０円

普通馬連 �� ６，４５０円 馬 単 �� １０，６００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，９２０円 �� １，０６０円 �� ２，０５０円

３ 連 複 ��� １５，１４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１８７３３ 的中 � １８６９５（６番人気）
複勝票数 計 ３２９７１０ 的中 � ３３２１３（５番人気）� １３７０５（８番人気）� ５２３６３（２番人気）
枠連票数 計 ２７９８５８ 的中 （８－８） ３４１６（２３番人気）
普通馬連票数 計 ９６４１１４ 的中 �� １１０４６（２５番人気）
馬単票数 計 ８４５６８９ 的中 �� ５８９３（４５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７７０２２ 的中 �� ３５１８（２４番人気）�� ６６１３（１２番人気）�� ３２９１（２６番人気）
３連複票数 計１４４９９４７ 的中 ��� ７０７１（４７番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．９―１２．１―１２．４―１２．４―１１．９―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２３．６―３５．７―４８．１―１：００．５―１：１２．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヘラクレスバイオ �
�
父 バ チ ア ー �

�
母父 Darshaan デビュー ２００６．５．１３ 京都１５着

２００３．２．３生 牡５鹿 母 ダルーゼット 母母 Hebba １８戦３勝 賞金 ３３，９７４，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１７頭 アグネスレプトン号・アレクシオス号・アースコマンダー号・エヴァシャイン号・カブキメーク号・

クリノゴールド号・サンエムウラノス号・シルクオルフェウス号・スズカオペラ号・セイウンマル号・
ナムラアトランテス号・ノーストピア号・ハードランナー号・ホワイトペッパー号・マイプリティワン号・
ラインストーム号・ワンダーポデリオ号

※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。



０６０９３ ３月２３日 曇 良 （２０阪神１）第８日 第９競走 ��
��１，４００�

ゆ き わ り そ う

雪 割 草 特 別
発走１４時３５分 （芝・右）

３歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 １０，０００，０００円 ４，０００，０００円 ２，５００，０００円 １，５００，０００円 １，０００，０００円
付 加 賞 ４６９，０００円 １３４，０００円 ６７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．９
１：１９．０

良

良

４８ シゲルハスラット 牡３栗 ５６ 川田 将雅森中 蕃氏 鶴留 明雄 浦河 中村 雅明 ４５０＋ ２１：２２．６ ５．９�

３６ � メ ス ナ ー 牡３芦 ５６ 佐藤 哲三岡田 繁幸氏 稲葉 隆一 門別 旭 牧場 ４４０± ０ 〃 クビ ８．２�
５１０� アイファーダイオー 牡３鹿 ５６ 吉田 稔中島 稔氏 藤田 正治 新冠 中村農場 ４５４－ ６１：２２．７クビ １３２．６�

（笠松） （愛知）

８１５ メイショウアサガオ 牝３青 ５４ 武 豊松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 ４３２－ ２ 〃 ハナ ９．４�
７１４ マルカベスト 牡３栗 ５６ 長谷川浩大河長産業� 鶴留 明雄 様似 猿倉牧場 ４５８－ ４１：２２．９１� ３．０�
１２ メイショウローラン 牡３鹿 ５６ 石橋 守松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 磯野牧場 ４５２－ ４１：２３．０クビ １５．５�
７１３	 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± ０ 〃 ハナ ４４．０

３５ ギンザフローラル 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠有馬 博文氏 安田 隆行 早来 ノーザンファーム B４８６－ ８１：２３．１� ３６．６�
２３ テイエムセッペトベ 牝３鹿 ５４ 田嶋 翔竹園 正繼氏 小島 貞博 鹿児島 テイエム牧場 ４１０－ ６ 〃 ハナ ７８．３�
６１２ バクシンミノル 牡３鹿 ５６ 四位 洋文吉岡 實氏 南井 克巳 新冠 須崎牧場 ４７８－ ６１：２３．２� ４１．７
２４ 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 ４７６－ ２ 〃 クビ １５．１�
８１６ メイショウヨリトモ 牡３黒鹿５６ 武 幸四郎松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 B４６６－１０１：２３．４１
 １０．８�
６１１ ルールプロスパー 牡３青鹿５６ 角田 晃一儀賀 好子氏 北出 成人 浦河 岡崎牧場 ４５４＋ ４１：２３．７１� ６．４�
４７ スズノカイソク 牡３栗 ５６ 西田雄一郎小紫 芳夫氏 佐藤 全弘 早来 ノーザンファーム ４９６－ ８１：２３．８� １７６．６�
５９ � スターオブジャンプ 牡３青鹿５６ 鮫島 克也光安 慎一氏 真島 元徳 平取 船越 伸也 ４６８－１０１：２４．１２ ２４．１�

（佐賀） （佐賀）

１１ � モエレヒストリー 牝３鹿 ５４ 下原 理水上ふじ子氏 岡田 稲男 三石 中村 和夫 ４４０－ ６１：２５．６９ ３２６．９�
（兵庫）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，７００，２００円 複勝： ４２，０４７，５００円 枠連： ３３，５３３，１００円

普通馬連： １３６，５２０，３００円 馬単： ９１，０９５，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，７８６，７００円

３連複： １５２，２６２，３００円 ３連単： ３４２，１４５，３００円 計： ８６２，０９０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５９０円 複 勝 � １９０円 � ３２０円 � ３，１７０円 枠 連（３－４） ２，３４０円

普通馬連 �� ２，２５０円 馬 単 �� ４，９６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７９０円 �� １３，７２０円 �� ２１，１８０円

３ 連 複 ��� １３３，４６０円 ３ 連 単 ��� ５５６，１８０円

票 数

単勝票数 計 ２８７００２ 的中 � ３８４０９（２番人気）
複勝票数 計 ４２０４７５ 的中 � ７３０４１（２番人気）� ３４３２６（５番人気）� ２６９８（１４番人気）
枠連票数 計 ３３５３３１ 的中 （３－４） １０５８７（１１番人気）
普通馬連票数 計１３６５２０３ 的中 �� ４４９５１（７番人気）
馬単票数 計 ９１０９５１ 的中 �� １３５８０（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５７８６７ 的中 �� １１９７３（７番人気）�� ６２２（８０番人気）�� ４０２（９２番人気）
３連複票数 計１５２２６２３ 的中 ��� ８４２（２２９番人気）
３連単票数 計３４２１４５３ 的中 ��� ４５４（１０６５番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．７―１１．３―１１．７―１１．９―１１．８―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．２―３４．５―４６．２―５８．１―１：０９．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シゲルハスラット �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２００７．８．５ 新潟８着

２００５．４．１生 牡３栗 母 ステラクィーン 母母 シアトルフェアー １１戦２勝 賞金 ２３，９６９，０００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 サワヤカラスカル号・スカイビューティー号・ダイナミックゲイト号・ファリダット号・マイネエスポワール号
※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。



０６０９４ ３月２３日 曇 良 （２０阪神１）第８日 第１０競走 ��
��２，０００�

た じ ま

但馬ステークス
発走１５時１０分 （芝・右）
４歳以上，１，６００万円以下，１９．３．１７以降２０．３．１６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 ３３６，０００円 ９６，０００円 ４８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５８．１
１：５６．４

良

良

３５ � バトルハートオー 牡７黒鹿５３ 吉田 稔宮川 秋信氏 矢作 芳人 浦河 多田 善弘 ４９８＋ ４２：０１．９ ６６．０�
（愛知）

８１５� アキノレッドスター 牡５栗 ５６ 四位 洋文穐吉 正孝氏 藤岡 健一 米 Skymarc
Farm Inc ４９４－ ８ 〃 クビ ８．３�

５８ ブラックシャンツェ 牡４鹿 ５６ 藤田 伸二畑佐 博氏 長浜 博之 門別 坂戸 節子 ５１０－１０２：０２．０� ４．０�
４７ キングトップガン 牡５鹿 ５７ 川田 将雅池田 豊治氏 鮫島 一歩 新冠 北星村田牧場 ４９６－ ６２：０２．２１	 １３．０�
２２ エーティーボス 牡４鹿 ５５ 赤木高太郎荒木 徹氏 湯窪 幸雄 静内 伊藤 敏明 ４７６－ ２ 〃 アタマ ２４．８�
２３ パッションレッド 牝４栗 ５４ 福永 祐一 �社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム ４７６＋ ４２：０２．３クビ １１．５�
４６ サンデーストリーム 
７栗 ５６ 下原 理小林 英一氏 藤沢 和雄 静内 千代田牧場 B４９２－ ６ 〃 ハナ １８．１	

（兵庫）

３４ ダイイチアトム 牡７鹿 ５５ 岩田 康誠吉田 千津氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４８４－ ２２：０２．４� ５．３

１１ ケンブリッジレーザ 牡５青 ５５ 武 豊中西 健造氏 大根田裕之 浦河 ヒダカフアーム ４９６－ ２ 〃 クビ ４．４�
７１２ ビーオブザバン 牡５鹿 ５５ 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 ５０４－ ４２：０２．５クビ ２２．７
５９ フィレンツェ 牡７黒鹿５５ 石橋 守 �サンデーレーシング 野中 賢二 白老 白老ファーム B４８８＋ ２２：０２．６� ２７．６�
８１４ ビッグベアシチー 牡５栗 ５４ 佐藤 哲三 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 門別 旭 牧場 ４７６－ ８２：０２．７クビ ２２．４�
６１０ ローズプレステージ 牡４栗 ５７ 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 ４６０＋ ６２：０２．９１	 ４８．９�
７１３� マックスチャンプ 牡７鹿 ５３ 鮫島 克也田所 英子氏 梅田 智之 門別 白井牧場 ４８４± ０ 〃 ハナ ５７．７�

（佐賀）

６１１ ファランドール 牝６鹿 ５５ 武 幸四郎 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 坪 憲章 静内 服部 牧場 ４４２－ ６ 〃 アタマ ２６．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３３，２２９，８００円 複勝： ５３，３８３，８００円 枠連： ４０，１１３，９００円

普通馬連： １９０，９７８，７００円 馬単： １１６，３８０，０００円 ワイド【拡大馬連】： ４９，５４９，５００円

３連複： ２０６，９１３，２００円 ３連単： ４５０，２７８，６００円 計： １，１４０，８２７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６，６００円 複 勝 � １，３２０円 � ２５０円 � １８０円 枠 連（３－８） １，７７０円

普通馬連 �� ３２，５３０円 馬 単 �� ８４，２９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７，８００円 �� ４，６５０円 �� ６００円

３ 連 複 ��� ４０，７３０円 ３ 連 単 ��� ４４９，６７０円

票 数

単勝票数 計 ３３２２９８ 的中 � ３９７２（１５番人気）
複勝票数 計 ５３３８３８ 的中 � ８０７８（１５番人気）� ５８６９６（４番人気）� ９６２３１（１番人気）
枠連票数 計 ４０１１３９ 的中 （３－８） １６７９１（８番人気）
普通馬連票数 計１９０９７８７ 的中 �� ４３３４（７８番人気）
馬単票数 計１１６３８００ 的中 �� １０１９（１７１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４９５４９５ 的中 �� １４９６（８２番人気）�� ２５２６（５９番人気）�� ２２２０２（４番人気）
３連複票数 計２０６９１３２ 的中 ��� ３７５０（１２５番人気）
３連単票数 計４５０２７８６ 的中 ��� ７３９（１２２５番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．７―１２．８―１２．５―１２．６―１２．５―１２．０―１１．３―１１．５―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２４．３―３７．１―４９．６―１：０２．２―１：１４．７―１：２６．７―１：３８．０―１：４９．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�バトルハートオー �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ナイスダンサー

２００１．４．２３生 牡７黒鹿 母 バトルハート 母母 フミノアミューズ ２８戦３勝 賞金 ５３，３１４，０００円
初出走 JRA

※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。



０６０９５ ３月２３日 曇 良 （２０阪神１）第８日 第１１競走 ��
��３，０００�第５６回阪 神 大 賞 典（ＧⅡ）

発走１５時４５分 （芝・右）
４歳以上；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減，１９．３．１７以降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，１９．３．１６以前のGⅠ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）

兵庫県知事賞・京阪神不動産株式会社賞（１着）
賞 品

本 賞 ６５，０００，０００円 ２６，０００，０００円 １６，０００，０００円 ９，８００，０００円 ６，５００，０００円
付 加 賞 ９２４，０００円 ２６４，０００円 １３２，０００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

３：０２．５
３：０２．５

良

良

１１ アドマイヤジュピタ 牡５栗 ５８ 岩田 康誠近藤 利一氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ５０２－１０３：０８．７ ７．５�

２２ アイポッパー 牡８栗 ５８ 藤田 伸二 �サンデーレーシング 清水 出美 早来 ノーザンファーム ４５４－１４３：０９．１２� １４．４�
３３ ポップロック 牡７鹿 ５８ 武 豊吉田 勝己氏 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ５０２± ０３：０９．２クビ １．９�
６９ トウカイトリック 牡６鹿 ５７ 四位 洋文内村 正則氏 野中 賢二 三石 土田 扶美子 ４４６＋ ６３：０９．３� ７．４�
６８ トウカイエリート 牡８黒鹿５７ 上村 洋行内村 正則氏 野中 賢二 新冠 長浜牧場 ４９０± ０３：０９．５１	 ４７．４�
７１１ アドマイヤフジ 牡６黒鹿５７ 川田 将雅近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ５３８－ ４３：０９．６� ４．３�
５７ ダークメッセージ 牡５栃栗５７ 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 ４７８－ ４３：０９．７クビ ３０．２	
４５ ドリームフライト 牡４栗 ５６ 西田雄一郎吉田 勝己氏 福永 甲 早来 ノーザンファーム ４９６＋ ６３：０９．８� ８３．９

８１２ エーシンダードマン 牡４青鹿５６ 角田 晃一平井 宏承氏 大久保龍志 浦河 栄進牧場 ４９０＋１０ 〃 アタマ ３６．１�
４４ 
 チャンストウライ 牡５鹿 ５７ 下原 理ジェントルマンホースクラブ 寺嶋 正勝 平取 協栄組合 ５２０＋ ７３：１０．０１	 ８７．９�

（兵庫） （兵庫）

８１３ 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 ５１４＋ ２３：１０．２１	 ４４．０
５６ マ ヒ オ レ 牡４黒鹿５６ 鮫島 克也金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ４８４－ ４３：１０．３� １１７．３�
（佐賀）

７１０ ペガサスファイト 牡６鹿 ５７ 武 幸四郎�天羽牧場 長浜 博之 門別 天羽牧場 ５２０＋ ２３：１１．０４ ９６．３�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １４２，４６４，２００円 複勝： １５１，１１２，３００円 枠連： １１９，８４２，９００円

普通馬連： ７３４，３１８，７００円 馬単： ５１０，５９２，３００円 ワイド【拡大馬連】： １７３，７３５，４００円

３連複： ７７１，１９０，４００円 ３連単： ２，０５２，３８０，８００円 計： ４，６５５，６３７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７５０円 複 勝 � １９０円 � ２９０円 � １２０円 枠 連（１－２） ４，６２０円

普通馬連 �� ４，５４０円 馬 単 �� ９，１７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４７０円 �� ３２０円 �� ４９０円

３ 連 複 ��� ２，３８０円 ３ 連 単 ��� １９，５７０円

票 数

単勝票数 計１４２４６４２ 的中 � １５０１７１（４番人気）
複勝票数 計１５１１１２３ 的中 � １８５７７８（４番人気）� ９９３１４（５番人気）� ４７７３７６（１番人気）
枠連票数 計１１９８４２９ 的中 （１－２） １９１６５（１７番人気）
普通馬連票数 計７３４３１８７ 的中 �� １１９４８５（１６番人気）
馬単票数 計５１０５９２３ 的中 �� ４１１０４（２６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１７３７３５４ 的中 �� ２５９９５（１６番人気）�� １５０２９４（３番人気）�� ８８４３２（６番人気）
３連複票数 計７７１１９０４ 的中 ��� ２３９５１０（７番人気）
３連単票数 計２０５２３８０８ 的中 ��� ７７４１７（５７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００� ２，４００�
１３．０―２４．６―３７．４―５０．４―１：０３．８―１：１６．８―１：３０．０―１：４４．１―１：５７．１―２：０９．７―２：２２．１―２：３３．９

２，６００� ２，８００�
―２：４５．３―２：５６．６

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

アドマイヤジュピタ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー ２００５．１１．１３ 京都８着

２００３．３．１生 牡５栗 母 ジェイズジュエリー 母母 アサーション １２戦６勝 賞金 １９１，４２９，０００円
〔発走状況〕 アドマイヤジュピタ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
※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。



０６０９６ ３月２３日 小雨 良 （２０阪神１）第８日 第１２競走 ��
��１，２００�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

１：０９．７
１：０９．１

重

不良

５９ � マルブツバンダリー 牡５栗 ５７ 岩田 康誠大澤 毅氏 白井 寿昭 米
Runnymede
Farm Inc. &
Catesby W. Clay

５２４－２２１：１１．５ １８．４�

７１３� ミリオンディスク 牡４栗 ５７ 武 幸四郎 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム ５０８＋ ６１：１１．６	 ２．７�
３５ � 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

５３４＋ ４ 〃 ハナ ３．７�
４７ マイネルラファエロ 牡７栗 ５７ 佐藤 哲三 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 柴田 政見 門別 道見牧場 ５４８＋ ２ 〃 ハナ ２０．２�
６１１� エーシンエフダンズ 牡４黒鹿５７ 福永 祐一平井 宏承氏 藤岡 健一 米 Winches-

ter Farm ４９０－ ４１：１１．７クビ １２．６�
８１５ ポートジェネラル 牡５栃栗５７ 石橋 守水戸眞知子氏 西園 正都 新冠 前川 隆範 ４８２＋ ２ 〃 ハナ ２７．９	
３６ バトルサクヤビメ 牝５黒鹿５５ 上村 洋行宮川 秋信氏 福島 信晴 静内 白老ファーム ４５２± ０ 〃 アタマ ５．８

６１２ ハードムーン 牡６黒鹿５７ 吉田 稔津田 一男氏 福永 甲 浦河 日優牧場 ４８４－ ４１：１１．９１ １３７．７�

（愛知）

４８ � ネ オ ナ ー ト 牡６鹿 ５７ 渡辺 薫彦藤田 孟司氏 中竹 和也 米
Rio Claro Thorough-
breds, R. D. Hubbard
& C. Sczesny

４９６＋ ６１：１２．１１ ４２．５�
２４ ヘッドライナー 牡４鹿 ５７ 和田 竜二 �社台レースホース西園 正都 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９４－ ６１：１２．３１ ９．８
５１０ リバイバルグレイ 牡６栗 ５７ 上野 翔山田 貢一氏 柴田 政見 静内 酒井 亨 ４７０－１６１：１２．８３ ２５１．２�
７１４� パレスルビー 牝４鹿 ５５ 田嶋 翔西村 豊氏 小島 貞博 浦河 岡崎牧場 ５０６－ ６１：１３．０１
 ６５．７�
２３ シンキッカー 牡６鹿 ５７ 下原 理星野 壽市氏 梅内 忍 三石 前川 隆則 ４８２＋ ２１：１３．３２ ２２９．０�

（兵庫）

８１６ テイエムシップウ 牡４栗 ５７ 高井 彰大竹園 正繼氏 岩元 市三 静内 千代田牧場 ４７８＋ ８ 〃 ハナ ２２３．０�
１２ � アンクルストロング 牡５鹿 ５７ 鮫島 克也塚本 能交氏 田島 良保 米 Dinwiddie

Farm B５１４－ ２ 〃 クビ ２１．５�
（佐賀）

１１ リキアイヤマノオー 牡８鹿 ５７
５４ ▲田村 太雅高山 幸雄氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ５０６＋ ４１：１３．９３	 １０１．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５４，６６２，８００円 複勝： ６２，２４１，８００円 枠連： ６１，５５２，９００円

普通馬連： ２４１，２５５，７００円 馬単： １６１，３７７，６００円 ワイド【拡大馬連】： ６３，８６７，５００円

３連複： ２５７，０５４，９００円 ３連単： ６２４，９４９，５００円 計： １，５２６，９６２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，８４０円 複 勝 � ４１０円 � １６０円 � １５０円 枠 連（５－７） ２，５１０円

普通馬連 �� ２，９１０円 馬 単 �� ６，８５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０５０円 �� ９００円 �� ２５０円

３ 連 複 ��� ３，０７０円 ３ 連 単 ��� ２８，４６０円

票 数

単勝票数 計 ５４６６２８ 的中 � ２３４２５（６番人気）
複勝票数 計 ６２２４１８ 的中 � ２８５１３（９番人気）� １２０８７３（２番人気）� １３３５８９（１番人気）
枠連票数 計 ６１５５２９ 的中 （５－７） １８１２５（１２番人気）
普通馬連票数 計２４１２５５７ 的中 �� ６１２５６（９番人気）
馬単票数 計１６１３７７６ 的中 �� １７４０３（２５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６３８６７５ 的中 �� １３５８７（１３番人気）�� １６０３３（８番人気）�� ７４８８７（１番人気）
３連複票数 計２５７０５４９ 的中 ��� ６１８７７（６番人気）
３連単票数 計６２４９４９５ 的中 ��� １６２０７（７３番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．６―１１．３―１１．９―１２．２―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．８―３４．１―４６．０―５８．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．７―３F３７．４
３ ・（１，１１）（１３，１４）４（２，５）（６，１６）８（７，９）（１０，１２）１５－３ ４ １１，１３（１，１４）５（４，１６）（２，６）（８，９）７（１０，１５）１２－３

勝馬の
紹 介

�マルブツバンダリー �
�
父 Boundary �

�
母父 Seeking the Gold デビュー ２００６．５．１３ 東京２着

２００３．１．２８生 牡５栗 母 Seek Easy 母母 Slew and Easy １６戦３勝 賞金 ４２，９０２，０００円
〔発走状況〕 シンキッカー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 シンキッカー号は，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７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ７頭 アグネスハッピー号・キーレター号・コアレスパレード号・シセイヒカリ号・シルクゲイナー号・

ディープスマート号・リトルホープ号
※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８日 ３月２３日（日曜日） 曇後雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １６９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

３１５，１２０，０００円
４，２６０，０００円
１３，１１０，０００円
２，４７０，０００円
３４，２３０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６０，１２５，５００円
５，１４５，２００円
１，７０６，９００円

勝馬投票券売得金
４１３，７３０，０００円
５２７，９９２，４００円
３９５，９１０，８００円
１，７８８，３００，１００円
１，４４０，２２８，４００円
４７３，７０２，２００円
２，１５３，０６６，５００円
３，４６９，７５４，２００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 １０，６６２，６８４，６００円

総入場人員 ２３，４８４名 （有料入場人員 ２２，３７４名）



平成２０年度 第１回阪神競馬 総計

競走回数 ９６回 出走延頭数 １，３１９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

２，１０１，８３０，０００円
３９，９５０，０００円
１３３，８６０，０００円
１６，８７０，０００円
２２７，８９０，０００円
８７０，０００円
８７０，０００円

４７５，３３８，０００円
４０，３５８，２００円
１３，３２１，９００円

勝馬投票券売得金
２，８７３，８５３，９００円
３，９７２，９０６，７００円
２，８８３，７７０，１００円
１２，７４１，１２９，２００円
９，９８８，０８７，０００円
３，３６８，５６１，９００円
１５，１７１，５７７，０００円
２２，３２９，２７９，５００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 ７３，３２９，１６５，３００円

総入場延人員 １６５，０６０名 （有料入場延人員 １５７，４５３名）




