
０９００１ ３月２９日 晴 良 （２０阪神２）第１日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時１０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：０９．７
１：０９．１

重

不良

５１０ 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 ４９６＋ ４１：１２．４ ２．１�

７１４ 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 ４１４－ ４１：１２．９３ ６１．７�
７１３ メ リ ト ゥ ム 牡３芦 ５６ 内田 博幸田上 雅春氏 中村 均 静内 岡田スタツド ４５２－ ２１：１３．０クビ ８．８�
８１５ 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 ４９０－ ４ 〃 クビ ４．５�
６１２ 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± ０１：１３．１クビ ４．０�
４８ グラマラスシチー 牝３栗 ５４ 岩田 康誠 �友駿ホースクラブ 五十嵐忠男 静内 光丘牧場 ４８２± ０１：１３．５２� １９．６�
１１ ナリタサイキック 牡３栗 ５６ 角田 晃一�オースミ 沖 芳夫 門別 広富牧場 ５３０－ ４１：１４．１３� ５７．１	
２３ キングセンプー 牡３鹿 ５６

５３ ▲田中 克典池田 豊治氏 山内 研二 新冠 ヤマタケ牧場 ４５４＋ ２ 〃 ハナ ３４１．２

３５ トウケイリリー 牝３栗 ５４ 佐久間寛志木村 信彦氏 鹿戸 明 えりも エクセルマネジメント ４１８－ ８１：１４．５２� ２０３．７�
３６ ニホンピロソフィー 牝３黒鹿５４ 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 静内 片岡牧場 ４８２－ ４ 〃 ハナ ６３．５�
１２ ウォータールフラン 牝３栗 ５４ 熊沢 重文山岡 正人氏 田所 秀孝 静内 飛野牧場 ４４０＋ ４１：１４．７� ２２２．４
２４ メイショウシーマ 牝３鹿 ５４ 幸 英明松本 好雄氏 武田 博 浦河 本巣 敦 ４２８－ ２１：１４．８� ５１．５�
４７ アスールグロリオ �３鹿 ５６ 白坂 聡冨沢 敦子氏 須貝 彦三 新冠 オートファー

ム �渡 ４５０± ０１：１５．０１� ４７０．７�
８１６ マッキーフローラ 牝３栗 ５４

５１ ▲大下 智薪浦 亨氏 梅田 康雄 早来 吉田 三郎 ３８２＋ ４１：１５．３１� ４０５．９�
６１１ セレスマジック 牝３黒鹿５４ 四位 洋文岡 浩二氏 清水 出美 静内 西川富岡牧場 ４４４－１６１：１６．６８ １２０．４�
５９ エプソムコジーン 牡３芦 ５６ 武 幸四郎 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 中尾 正 静内 岡田 猛 ５１０ ― （競走中止） １８．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，８５５，６００円 複勝： １９，０６９，０００円 枠連： １２，１４９，５００円

普通馬連： ４５，４３０，１００円 馬単： ４６，７６６，４００円 ワイド【拡大馬連】： １６，１３３，０００円

３連複： ７７，５７４，２００円 ３連単： 発売なし 計： ２３０，９７７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １５０円 � ７９０円 � ２９０円 枠 連（５－７） １，０６０円

普通馬連 �� ５，９９０円 馬 単 �� ７，２８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８５０円 �� ６５０円 �� ３，７９０円

３ 連 複 ��� １７，６４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １３８５５６ 的中 � ５２０７２（１番人気）
複勝票数 計 １９０６９０ 的中 � ４８８５１（１番人気）� ４６３２（７番人気）� １５９６５（４番人気）
枠連票数 計 １２１４９５ 的中 （５－７） ８５０４（４番人気）
普通馬連票数 計 ４５４３０１ 的中 �� ５６０６（１５番人気）
馬単票数 計 ４６７６６４ 的中 �� ４７４６（２３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６１３３０ 的中 �� ２１０３（１５番人気）�� ６５７７（５番人気）�� １００６（２６番人気）
３連複票数 計 ７７５７４２ 的中 ��� ３２４６（３９番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．１―１１．６―１２．２―１１．７―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２３．７―３５．３―４７．５―５９．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サクラグローリー �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２００７．９．８ 札幌２着

２００５．４．１７生 牡３黒鹿 母 サクラジェンヌ 母母 サクラアイドル ５戦１勝 賞金 ９，１００，０００円
〔競走中止〕 エプソムコジーン号は，競走中に疾病〔左第１指骨粉砕骨折〕を発症し，３コーナーで騎手が落馬したため競走中止。
〔その他〕 セレスマジック号は，３コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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 クリノモンブラン号・スワヤマパレード号・ビッグローズ号・ヤマサエレガント号



０９００２ ３月２９日 晴 良 （２０阪神２）第１日 第２競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時４０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

６８ ヤマニンリュバン 牡３栗 ５６ 酒井 学土井 薫氏 西園 正都 新冠 錦岡牧場 ５２４－ ４１：５３．４ ３．５�

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 ４８０＋ ４１：５３．６１� ２．４�
７１０ パッセジャーレ 牡３鹿 ５６ 角田 晃一藤田 孟司氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム ５３０－ ４１：５４．６６ １５１．９�
８１３ ホッコーキングオー 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎矢部 幸一氏 野村 彰彦 浦河 辻 牧場 ４９６＋ ４１：５４．７� ９．１�
１１ 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± ０１：５４．８� ４２．４�
４５ シャイニーブラウン 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文小林 昌志氏 平田 修 平取 雅 牧場 ５２０－ ２１：５４．９� ５．３�
５７ スズカファイト 牡３栗 ５６ 渡辺 薫彦永井 啓弍氏 西橋 豊治 鵡川 新井牧場 ４５２－ ２１：５５．２２ １２．３�
６９ ブルーアンビシャス 牡３青鹿５６ 岩田 康誠 	ブルーマネジメント中村 均 三石 加野牧場 ４９６－ ２１：５５．４１� １９．３

８１２ ニシノシャア 牡３鹿 ５６ 武 幸四郎西山 茂行氏 田所 秀孝 鵡川 西山牧場 ４８８＋ ２１：５６．４６ １７．８�
５６ ラ ブ ズ ラ ブ 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介江口雄一郎氏 石坂 正 静内 千代田牧場 ４９４＋ ４１：５６．７１� １２８．８�
２２ ショウリュウケン 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥村上 稔氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ４４８＋ ８１：５７．１２� ２８３．２
４４ ディベイター 牡３栃栗５６ 池添 謙一岡田 牧雄氏 増本 豊 静内 岡田スタツド ４７８ ―１：５７．５２� １００．０�
７１１ リチャードバローズ 牡３鹿 ５６ 長谷川浩大猪熊 広次氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 ５２０＋ ６１：５８．０３ １３１．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １８，０７２，５００円 複勝： ２６，１７１，７００円 枠連： １４，９７３，５００円

普通馬連： ５１，７５３，７００円 馬単： ５５，８３０，６００円 ワイド【拡大馬連】： １８，０２５，７００円

３連複： ８４，２９１，２００円 ３連単： 発売なし 計： ２６９，１１８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １３０円 � １２０円 � １，６９０円 枠 連（３－６） ２９０円

普通馬連 �� ３４０円 馬 単 �� ８００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １９０円 �� ４，１９０円 �� ３，７７０円

３ 連 複 ��� ９，０４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８０７２５ 的中 � ４１６６８（２番人気）
複勝票数 計 ２６１７１７ 的中 � ５８４９８（２番人気）� ８７４７３（１番人気）� ２０１３（１１番人気）
枠連票数 計 １４９７３５ 的中 （３－６） ３８８２２（１番人気）
普通馬連票数 計 ５１７５３７ 的中 �� １１４１９６（１番人気）
馬単票数 計 ５５８３０６ 的中 �� ５２０２１（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８０２５７ 的中 �� ３２８９５（１番人気）�� ８７０（３３番人気）�� ９６９（３２番人気）
３連複票数 計 ８４２９１２ 的中 ��� ６８８４（２８番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．１―１３．３―１３．０―１２．８―１２．５―１２．５―１２．４―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．０―３７．３―５０．３―１：０３．１―１：１５．６―１：２８．１―１：４０．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．３―３F３７．８
１
３

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

・（３，８）１３（９，１０）（２，７，１１）１（６，１２）５－４・（３，８）（１０，１３）－７（９，５）（１，２）（６，１１）（４，１２）
勝馬の
紹 介

ヤマニンリュバン �
�
父 ヤマニンセラフィム �

�
母父 ソヴィエトスター デビュー ２００８．２．１７ 京都５着

２００５．２．２８生 牡３栗 母 ヤマニンファニオン 母母 ヤマニンシヤレード ４戦１勝 賞金 ７，７００，０００円



０９００３ ３月２９日 晴 良 （２０阪神２）第１日 第３競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１１時１０分 （ダート・右）

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

２４ � エーシンドゥベター 牡３青鹿５６ 四位 洋文平井 宏承氏 小崎 憲 米 Winches-
ter Farm ４８６－１８１：２５．４ ２．１�

６１２ 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 ４５２－ ４ 〃 クビ １８．９�
８１６ 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 ４５０－ ６１：２５．８２� ４．５�
７１４ 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± ０１：２６．０１� ２９．８�
５１０ 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 ４６０－１４１：２６．１クビ ４．３�
７１３ ジョーキーマン 牡３栗 ５６ 内田 博幸上田けい子氏 中村 均 浦河 福田牧場 ４３４± ０１：２６．２� ３３．８�
１１ エアパパガト 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介 �ラッキーフィールド藤岡 健一 千歳 社台ファーム ４５６－ ４１：２６．５１� ９．２	
５９ グレイホーク 牡３青鹿５６ 川田 将雅後藤 繁樹氏 鮫島 一歩 鵡川 宇南山牧場 ４７２－ ６１：２６．９２� １６４．８

３５ 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± ０１：２７．１� ５８．６�
８１５ シルクレボルシオン 牡３栗 ５６

５３ ▲田中 克典有限会社シルク北出 成人 静内 フジワラフアーム ４５６± ０１：２７．６３ ２６８．４�
４７ 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 ４８６－ ８ 〃 クビ ３９０．０
６１１ メイショウセンゴク 牡３栗 ５６ 幸 英明松本 好雄氏 武田 博 様似 猿倉牧場 ４４４－ ６１：２７．７クビ ４５．３�
２３ ランドジーニアス 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三木村 善一氏 矢作 芳人 門別 日西牧場 ４４４ ―１：２８．１２� ２２７．７�
３６ 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 ４０２－ ６１：２８．２� ６１６．４�
４８ メイショウマグマ 牡３栗 ５６ 武 幸四郎松本 好雄氏 安達 昭夫 平取 稲原牧場 ４９６－２０１：２８．７３ ２７．６�
１２ イチライダンツ 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦市来 静夫氏 沖 芳夫 青森 町屋 勝幸 ４３４ ―１：２９．８７ ５０３．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，４５８，７００円 複勝： ２４，９１１，９００円 枠連： １４，４９２，６００円

普通馬連： ５４，２０３，６００円 馬単： ５５，６８２，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，２３５，６００円

３連複： ８９，２０８，４００円 ３連単： 発売なし 計： ２７７，１９３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １４０円 � ２８０円 � １５０円 枠 連（２－６） １，１７０円

普通馬連 �� １，５４０円 馬 単 �� ２，４７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５７０円 �� ２８０円 �� ７００円

３ 連 複 ��� １，９９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８４５８７ 的中 � ７０８２７（１番人気）
複勝票数 計 ２４９１１９ 的中 � ５８２４２（１番人気）� １７１２３（５番人気）� ４８８１０（３番人気）
枠連票数 計 １４４９２６ 的中 （２－６） ９１４９（５番人気）
普通馬連票数 計 ５４２０３６ 的中 �� ２６１４４（５番人気）
馬単票数 計 ５５６８２５ 的中 �� １６６８６（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０２３５６ 的中 �� ８３１４（６番人気）�� ２００８８（２番人気）�� ６６７２（９番人気）
３連複票数 計 ８９２０８４ 的中 ��� ３３０８６（５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．２―３４．９―４６．９―５９．０―１：１１．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．５―３F３８．５
３ ・（４，１４）１６，１３（１，１０）（１１，１２）－５（３，７）１５，９，８（２，６） ４ ・（４，１４，１６）（１０，１３）（１，１２）１１－（５，７）３－（９，１５）－（６，８）２

勝馬の
紹 介

�エーシンドゥベター �
�
父 Dixie Union �

�
母父 Devil’s Bag デビュー ２００７．１１．１８ 京都２着

２００５．２．９生 牡３青鹿 母 Eishin Blaine 母母 Hot Love ３戦１勝 賞金 ９，８００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 ロードエスクード号



０９００４ ３月２９日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２０阪神２）第１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

４５ メイケイグリーン �４黒鹿５９ 熊沢 重文名古屋競馬� 木原 一良 静内 寺越 政幸 ４８４± ０３：２１．３ ４．７�

２２ チェスナットマン 牡４栗 ５９ 今村 康成猪野毛雅人氏 高橋 隆 三石 猪野毛牧場 ４７４－ ６３：２１．６１� ７．９�
３４ シュトラーレン 牝４鹿 ５７ 林 満明 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 坪 憲章 静内 服部 牧場 ４９６＋ ２３：２２．２３� ３．０�
６９ ワンダータイキ 牡７青鹿６０ 植野 貴也山本 信行氏 佐藤 正雄 三石 フクダファーム ４７８＋１２３：２２．４１ ５．９�
１１ トップアーチ 牡５鹿 ６０ 菊地 昇吾�コオロ 庄野 靖志 浦河 カナイシスタッド ５１８＋１０３：２２．６１� ５９．２�
５７ ワンダーハヤブサ 牡７黒鹿６０ 北沢 伸也山本 信行氏 藤岡 範士 浦河 大島牧場 ５０２＋ ４３：２２．７� １５．９	
６１０ メイショウセイラン 牡４栗 ５９ 仲田 雅興松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 松栄牧場 ４８２－ ４３：２３．７６ １２９．７

７１２ ツルミトゥインクル 牝５鹿 ５８ 高田 潤�鶴見ホース 柴田 光陽 浦河 信岡牧場 ４３０－ ６３：２４．０２ ２２．１�
８１４ ビコーフェザー �４鹿 ５９ 岩崎 祐己�レジェンド 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４２８－ ６３：２４．８５ １０８．２�
７１１ ファンドリゲット 牡４鹿 ５９ 出津 孝一水戸 富雄氏 岩元 市三 門別 槇本牧場 ４８４＋ ８３：２５．１１� ６７．３
５８ 	 ジーンハンター 牡６鹿 ６０ 金折 知則前田 幸治氏 松元 茂樹 門別 法理牧場 ５４８＋２２３：２５．２� １９．３�
８１３ テイエムヨカオゴ 牝６鹿 ５８ 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 新冠 テイエム牧場 ４６８＋１２３：２５．８３� ５７．７�
４６ デンシャミチ 牡５黒鹿６０ 小坂 忠士小田切有一氏 田中 章博 静内 タイヘイ牧場 ４９６＋ ６３：２６．４３� ６．７�
３３ 
 ピサノベガス 牡６芦 ６０ 西谷 誠市川 義美氏 白井 寿昭 米

W. S. Farish & Kil-
roy Thoroughbred
Partnership

４９４－ ８３：３０．０大差 ２５．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １２，６０３，２００円 複勝： １２，９００，６００円 枠連： １４，３０６，２００円

普通馬連： ４３，９５０，９００円 馬単： ４４，６７０，６００円 ワイド【拡大馬連】： １３，８３１，３００円

３連複： ７３，１８８，８００円 ３連単： 発売なし 計： ２１５，４５１，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � １５０円 � １９０円 � １２０円 枠 連（２－４） １，４６０円

普通馬連 �� １，９００円 馬 単 �� ３，２４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６２０円 �� ２００円 �� ３８０円

３ 連 複 ��� １，０３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １２６０３２ 的中 � ２１５０７（２番人気）
複勝票数 計 １２９００６ 的中 � ２３２６２（２番人気）� １４３８０（４番人気）� ３５８４４（１番人気）
枠連票数 計 １４３０６２ 的中 （２－４） ７２４３（７番人気）
普通馬連票数 計 ４３９５０９ 的中 �� １７１０４（７番人気）
馬単票数 計 ４４６７０６ 的中 �� １０１８７（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３８３１３ 的中 �� ４７２９（７番人気）�� ２１５４５（１番人気）�� ８４９４（３番人気）
３連複票数 計 ７３１８８８ 的中 ��� ５２８３２（１番人気）

上り １マイル １：４９．５ ４F ５４．０－３F ４０．９
コーナー
通過順位

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

�
�

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

メイケイグリーン �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２００７．１．８ 京都１６着

２００４．４．１８生 �４黒鹿 母 マイグリーン 母母 マイサクセション 障害：７戦１勝 賞金 １７，４００，０００円
〔発走状況〕 テイエムヨカオゴ号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
〔調教再審査〕 テイエムヨカオゴ号は，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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 スタッテン号・テイエムハーン号



０９００５ ３月２９日 晴 良 （２０阪神２）第１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）

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

１：４５．３
１：４４．１

良

良

６１１ コーニングストーン 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三後藤 繁樹氏 崎山 博樹 静内 有限会社 レキ
シントンファーム ４６６＋ ４１：４８．７ ３．０�

８１８ フロイラインローゼ 牝３鹿 ５４ 小牧 太 �サンデーレーシング 宮本 博 早来 ノーザンファーム ４３０＋ ６１：４８．９１� ７．７�
１２ ニシノレイチェル 牝３栗 ５４ 幸 英明西山 茂行氏 北出 成人 鵡川 西山牧場 ４７６ ―１：４９．１１� ４３．５�
２３ タガノアンクルベル 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎八木 良司氏 岡田 稲男 浦河 谷川牧場 ４２０ ― 〃 アタマ ９９．８�
４７ サムワントゥラブ 牝３鹿 ５４ 内田 博幸金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 門別 シンコーファーム ４３８－１０ 〃 ハナ ４．１�
３６ ナッシュビル 牝３黒鹿５４ 川島 信二吉橋 計氏 戸田 博文 門別 白瀬 明 ４７６－ ８１：４９．２クビ ６３．８	
１１ ホッコーティアラ 牝３青 ５４ 渡辺 薫彦矢部 幸一氏 浜田 光正 門別 浦新牧場 ４４２－ ４ 〃 ハナ ９．１

４８ ヴ ェ ン テ ィ 牝３栗 ５４ 角田 晃一 �ノースヒルズマネ

ジメント 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント B４８８＋ ８ 〃 クビ ６６．６�
３５ ディアプリマ 牝３鹿 ５４ 川田 将雅寺田千代乃氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント ４８４ ―１：４９．５２ ８６．０�
５９ メイショウデイジー 牝３鹿 ５４ 高橋 亮松本 好雄氏 高橋 隆 門別 日西牧場 ４２０＋ ２１：４９．６クビ １３４．４
２４ ガイラルディア 牝３鹿 ５４ 池添 謙一�谷川牧場 鶴留 明雄 浦河 谷川牧場 ４９６－ ８１：４９．９１� ３７．０�
７１５ ゴールデンプライズ 牝３黒鹿５４ 岩田 康誠 �社台レースホース中村 均 千歳 社台ファーム ４６６＋１２１：５０．０� ６．３�
７１３ クロスピレッテ 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎佐々木 徹氏 増本 豊 新冠 シンユウフアーム ４６２－ ６１：５０．１クビ １２．４�
５１０ フレッシュホーラー 牝３黒鹿５４ 飯田 祐史松坂 記吉氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４２４－１０１：５０．２� ４３５．５�
８１７ スマートドレス 牝３芦 ５４ 四位 洋文大川 徹氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４４４－ ２１：５０．９４ １６．９�
８１６ エイシンチーター 牝３黒鹿５４ 柴山 雄一平井 豊光氏 坂口 正則 様似 富田 恭司 ４０２－ ２１：５１．１１� １２０．６�
７１４ マルサンヒロイン 牝３鹿 ５４ 小原 義之松井三千年氏 小原伊佐美 様似 様似堀牧場 ４６６ ―１：５１．７３� ４２２．０�
６１２ クルトゥーア 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介�アカデミー 吉田 直弘 新冠 清水 克則 ４５０ ―１：５２．１２� ４８．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １５，５８３，５００円 複勝： ２４，２５９，４００円 枠連： １７，７１９，３００円

普通馬連： ５２，５６３，６００円 馬単： ４９，３８９，１００円 ワイド【拡大馬連】： １６，４７１，３００円

３連複： ７６，７８９，５００円 ３連単： 発売なし 計： ２５２，７７５，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １５０円 � ２９０円 � ７４０円 枠 連（６－８） ７７０円

普通馬連 �� １，４５０円 馬 単 �� ２，３００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６００円 �� １，７００円 �� ３，２３０円

３ 連 複 ��� １２，６６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １５５８３５ 的中 � ４１６２２（１番人気）
複勝票数 計 ２４２５９４ 的中 � ６１６４０（１番人気）� １９９４７（５番人気）� ６３５２（８番人気）
枠連票数 計 １７７１９３ 的中 （６－８） １７２０１（３番人気）
普通馬連票数 計 ５２５６３６ 的中 �� ２６９１３（３番人気）
馬単票数 計 ４９３８９１ 的中 �� １５８５９（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６４７１３ 的中 �� ７３１９（６番人気）�� ２３４０（１９番人気）�� １２０１（３４番人気）
３連複票数 計 ７６７８９５ 的中 ��� ４４７９（３８番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．９―１１．６―１２．６―１３．０―１２．４―１２．０―１１．３―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．５―３５．１―４７．７―１：００．７―１：１３．１―１：２５．１―１：３６．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．０―３F３５．６
３ ６，８－１３（４，１１，１５，１６）１（１０，２）（７，５，１７）－（３，１８）－（９，１２）１４ ４ ・（６，８）（１３，１５）（４，１１，１６）２（１，１０）（７，１７）５（３，１８）（９，１２，１４）

勝馬の
紹 介

コーニングストーン �
�
父 アグネスゴールド �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２００７．１１．１８ 京都７着

２００５．３．２４生 牝３鹿 母 リキパラダイス 母母 ヒ コ ８戦１勝 賞金 １０，０５０，０００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） ３頭 テイエムマイサクラ号・ブレイジングスター号・ワイルドエキサイト号
（非抽選馬） ２頭 カネトシフローラル号・ラガーサージュ号



０９００６ ３月２９日 晴 良 （２０阪神２）第１日 第６競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１３時００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

１：１９．９
１：１９．０

良

良

２４ ブラストオフ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠 �キャロットファーム 中尾 正 浦河 ガーベラパー
クスタツド ４６２ ―１：２３．０ ７．５�

３５ エスポワールシチー 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三 �友駿ホースクラブ 安達 昭夫 門別 幾千世牧場 ４７４－１６ 〃 ハナ ４．１�
８１７ アウロラプラネット 牝３鹿 ５４ 川田 将雅西浦 和男氏 音無 秀孝 門別 出口牧場 ４２６－１０１：２３．１� ７．０�
３６ シロキタカーニバル 牝３栗 ５４ 角田 晃一小西 和子氏 佐山 優 門別 門別フアーム ４４８± ０ 〃 クビ ４．５�
１２ ワイルドヒーロー 牡３鹿 ５６ 川島 信二小川 勲氏 作田 誠二 静内 武 牧場 ４３２－１４１：２３．３１� ３８１．８�
４７ ホッカイシーラ 牝３鹿 ５４ 池添 謙一�北海牧場 庄野 靖志 門別 北海牧場 ４２２－ ８１：２３．７２� ５５．４	
１１ マイネルオール 牡３青鹿５６ 小牧 太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐々木晶三 新冠 ビッグレッドファーム ４８４－ ４ 〃 クビ １３．７

６１１ ランスロットル 牡３鹿 ５６ 和田 竜二�アカデミー 南井 克巳 新冠 清水 克則 ５７０ ―１：２３．８クビ ５．４�
４８ マルヨフォーティ 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介野村 春行氏 領家 政蔵 えりも 上島牧場 ４８０＋ ６ 〃 クビ １２７．８�
５１０ エ ア メ ギ ド 牡３鹿 ５６ 内田 博幸 �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４２４± ０１：２４．０１� １５．４
２３ エ ク レ ウ ス 牡３黒鹿５６ 秋山真一郎 �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 ４８４－１０１：２４．１クビ １６０．６�
８１６ シゲルエスペランサ 牝３鹿 ５４ 幸 英明森中 蕃氏 沖 芳夫 三石 沖田 繁 ４２８－ ８１：２４．３１� １２６．４�
７１５ コロナドリリー 牝３栗 ５４ 長谷川浩大�谷口牧場 西浦 勝一 浦河トラストスリーファーム ４５６＋ ４ 〃 ハナ １３．９�
８１８ ビップホーラー 牝３黒鹿５４ 飯田 祐史松坂 明子氏 飯田 明弘 浦河 村下 明博 ４４８－ ８１：２４．５１� １６４．８�
７１４ トムウィンズ 牡３芦 ５６ 渡辺 薫彦半田 勉氏 西橋 豊治 静内 聖心台牧場 ４６６－ ４１：２４．７１� ２７．０�
７１３ ミルフルール 牝３鹿 ５４

５１ ▲大下 智 �キャロットファーム 松永 幹夫 早来 ノーザンファーム ３８６－１８１：２４．８� ９１．９�
５９ ダノンタイガー 牡３青 ５６ 柴山 雄一�ダノックス 坂口 正則 様似 猿倉牧場 ４５６＋ ４１：２５．０１� ４０．２�
６１２ ヒ ミ ノ ド ン 牡３鹿 ５６ 石橋 守佐々木八郎氏 松永 昌博 平取 二風谷ファーム ４９２ ―１：２５．６３� ３７５．９�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １８，３６１，５００円 複勝： ２１，６２２，１００円 枠連： １９，６５５，６００円

普通馬連： ５８，７１５，９００円 馬単： ５４，１１０，７００円 ワイド【拡大馬連】： １７，６１５，０００円

３連複： ８６，４２１，４００円 ３連単： 発売なし 計： ２７６，５０２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７５０円 複 勝 � ２８０円 � １６０円 � ２４０円 枠 連（２－３） ９１０円

普通馬連 �� １，６６０円 馬 単 �� ３，６９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５００円 �� １，０４０円 �� ６１０円

３ 連 複 ��� ３，３８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８３６１５ 的中 � １９５３１（５番人気）
複勝票数 計 ２１６２２１ 的中 � １７６９２（５番人気）� ４５２９８（１番人気）� ２２４４３（４番人気）
枠連票数 計 １９６５５６ 的中 （２－３） １５９７２（３番人気）
普通馬連票数 計 ５８７１５９ 的中 �� ２６２３４（６番人気）
馬単票数 計 ５４１１０７ 的中 �� １０８２４（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７６１５０ 的中 �� ９０７６（２番人気）�� ４００１（１５番人気）�� ７２４２（５番人気）
３連複票数 計 ８６４２１４ 的中 ��� １８８８５（７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．２―３５．０―４７．０―５８．７―１：１０．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．０―３F３６．０
３ １７（８，９，１５）（６，７）（４，５）１１（２，３，１３，１８）（１，１０，１４，１６）－１２ ４ １７（９，１５）（８，６，７）（４，５）１１（２，３，１８）（１３，１６）（１，１４）１０－１２

勝馬の
紹 介

ブラストオフ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 エルセニョール 初出走

２００５．３．３生 牡３鹿 母 ユウサンポリッシュ 母母 エルゼビアー １戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 イサミスピリッツ号・メイショウシーカー号・ワイルドパンチ号



０９００７ ３月２９日 晴 良 （２０阪神２）第１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

７１３ トーホウドルチェ 牝３黒鹿５４ 内田 博幸東豊物産� 田島 良保 門別 竹島 幸治 ４３４－ ４１：１１．５ ３．１�

１１ ドリームクラウン 牡３栗 ５６ 岩田 康誠セゾンレースホース� 中村 均 静内 へいはた牧場 ５０２＋ ６ 〃 クビ ３．３�
３６ タマモクリエイト 牡３鹿 ５６ 幸 英明タマモ� 小原伊佐美 新冠 須崎牧場 ５０２＋ ２１：１２．５６ １４．６�
５９ シュウボンバー 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介小田 吉男氏 坂口 正則 三石 折手牧場 B５０６－ ４１：１２．６クビ ６２．４�
６１２ グランプリヒーロー 牡３鹿 ５６ 四位 洋文�グランプリ 矢作 芳人 静内 静内酒井牧場 ４６２＋ ４ 〃 クビ ３．０�
１２ テイエムクレナイ 牝３栗 ５４ 小林 徹弥竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 高岸 節雄 ４６０－ ２１：１２．７クビ ４０．８�
８１６ ボストンオー 牡３芦 ５６ 和田 竜二ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４７２＋ ４１：１３．４４ ２５．７	
４８ � ウィキッドウィンド 牡３栗 ５６ 川島 信二加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Millennium

Farms ５３６－ ２ 〃 クビ ４２８．１

２４ ド キ ャ ー レ 牡３栗 ５６ 渡辺 薫彦浜RC組合 大橋 勇樹 静内 酒井 静男 ４６０＋ ２１：１３．６１� ３５．３�
５１０ アイファーハクオー 牡３芦 ５６ 佐藤 哲三中島 稔氏 福永 甲 門別 荒木牧場 ４６０－ ６１：１３．９２ ４２４．５�
８１５� ブ ル ー ラ ヴ 牡３鹿 ５６ 小牧 太 �ブルーマネジメント森 秀行 米 Dell Ridge

Farm ４７８＋ ２ 〃 アタマ ２２．０
６１１ キンシニューストン 牡３栗 ５６ 長谷川浩大若草クラブ 浅見 秀一 浦河 冨岡牧場 ４５４－１０ 〃 ハナ １８８．９�
２３ � シ ュ ロ 牡３黒鹿５６ 田嶋 翔池田 豊治氏 小島 貞博 三石 中橋 清 ４４８－ ４１：１４．１１	 ５５５．９�
７１４ テイエムデスカイ 牡３鹿 ５６

５３ ▲大下 智竹園 正繼氏 鹿戸 明 平取 北島牧場 ４３４± ０ 〃 アタマ ２１４．７�
４７ ワンモアグリッター 牝３栗 ５４

５１ ▲田中 克典松井 一三氏 安田 隆行 新冠 長浜 秀昭 ４５８± ０１：１４．４１
 ２３．１�
３５ ダイナミックゲイト 牡３鹿 ５６ 上野 翔小川 勲氏 目野 哲也 浦河 杵臼牧場 ４９８＋ ２１：１４．６１	 ７４．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，９０５，７００円 複勝： ２４，９６４，０００円 枠連： １８，０６９，４００円

普通馬連： ６７，６７８，２００円 馬単： ７１，８４７，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，１６５，９００円

３連複： １０４，３６４，１００円 ３連単： 発売なし 計： ３２７，９９４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １３０円 � １３０円 � ２５０円 枠 連（１－７） ４９０円

普通馬連 �� ５２０円 馬 単 �� １，０２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２１０円 �� ６１０円 �� ５５０円

３ 連 複 ��� １，８１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８９０５７ 的中 � ４８３１３（２番人気）
複勝票数 計 ２４９６４０ 的中 � ６１４９９（１番人気）� ６１１９４（２番人気）� １８３１９（４番人気）
枠連票数 計 １８０６９４ 的中 （１－７） ２７３５９（２番人気）
普通馬連票数 計 ６７６７８２ 的中 �� ９７２４２（２番人気）
馬単票数 計 ７１８４７１ 的中 �� ５２１７７（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２１６５９ 的中 �� ３１４０６（１番人気）�� ８０６３（５番人気）�� ９０５６（４番人気）
３連複票数 計１０４３６４１ 的中 ��� ４２７０６（２番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１１．７―１１．８―１２．０―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．４―３５．１―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―３F３６．４
３ ８，１３（１，１２）（４，１４）（２，５，１５）９（７，６）（３，１６）１０－１１ ４ ・（８，１３）１２（１，１５）（９，１４）－（２，４，６）５（７，１６）－３，１０，１１

勝馬の
紹 介

トーホウドルチェ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００７．１１．１７ 京都３着

２００５．３．３０生 牝３黒鹿 母 トーホウウインド 母母 テルノビクトリ ５戦２勝 賞金 １７，６００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 エーシンジーライン号・クイックリープ号・クリスタルドア号・ノーブルマン号・マルシゲヨカニセ号・

ミステリアスバイオ号



０９００８ ３月２９日 晴 良 （２０阪神２）第１日 第８競走 ��
��１，２００�サラブレッド系４歳以上

発走１４時００分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．７
１：０９．１

重

不良

２４ サンマルチーフ 牡４栗 ５７ 岩田 康誠相馬 勇氏 大橋 勇樹 門別 田端牧場 ５０２＋ ２１：１２．０ ３．６�

５９ � エイシンダンベリー 牡５栗 ５７ 池添 謙一平井 豊光氏 宮本 博 米 James Spicer B４９４＋ ２１：１２．４２� １３．９�
３６ ローランバーク 牡４栗 ５７ 四位 洋文斉藤 敏博氏 水野 貴広 浦河 宮内牧場 ４７０＋ ２ 〃 ハナ ５．４�
６１２ サザンビューティー 牝５芦 ５５ 田嶋 翔南波 壽氏 小島 貞博 三石 猪野毛牧場 ４７４＋ ２１：１２．５� ８．９�
１１ メイショウソーラー 牡５鹿 ５７ 石橋 守松本 好雄氏 河内 洋 三石 木下牧場 ４５０＋１２１：１２．６	 ５１．０�
２３ バイオレットピース 牡４栗 ５７ 内田 博幸中野 銀十氏 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 B４６０＋ ４１：１２．８１ ２６．７�
６１１ ナムラオルフェ 牡６黒鹿５７ 佐藤 哲三奈村 信重氏 柄崎 孝 浦河 帰山 清貴 ４８０－１０１：１２．９	 ５１．５�
７１３ ノースフォンテン 牡４芦 ５７

５４ ▲田中 克典北村実地子氏 池添 兼雄 浦河 向別牧場 ４７２－ ６１：１３．０� １２６．６	
４８ 
 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 ４１４－ ６ 〃 ハナ １８．１

８１５ 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 ４５４－ ６１：１３．１� ７．２�
３５ � ウインハンズダウン 牡４鹿 ５７ 小牧 太前田 幸治氏 白井 寿昭 米 Golden Oak

Farm LLC ４４２－ ２ 〃 アタマ ４．０�
７１４� マルターズマゼル 牡４鹿 ５７ 川田 将雅藤田与志男氏 岡田 稲男 米 Yoshio Fujita ４４６－ ４１：１３．３１� ９９．７
５１０ プルーヴドメリト 牡５鹿 ５７ 和田 竜二 �社台レースホース西園 正都 白老 白老ファーム B４８６＋ ２１：１３．４クビ ２１．５�
１２ カシノアマゾネス 牝４栗 ５５

５２ ▲大下 智柏木 務氏 福永 甲 青森 野々宮牧場 ４３８＋ ２ 〃 ハナ ４４３．４�
４７ ウィズインデザート 牡４栗 ５７ 金折 知則内藤 耕造氏 梅田 康雄 静内 キヨタケ牧場 ４８４－ ２１：１４．５７ ２８６．４�
８１６
 フジヤマロマン 牝４鹿 ５５ 藤岡 佑介藤本 龍也氏 小崎 憲 三石 仲野牧場 ４６８－ ６ 〃 ハナ ４２．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，４４３，１００円 複勝： ２７，４５８，８００円 枠連： ２０，５６４，０００円

普通馬連： ７８，６７１，２００円 馬単： ６８，０６４，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，６２５，７００円

３連複： １１５，２１４，１００円 ３連単： 発売なし 計： ３５０，０４１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １４０円 � ３６０円 � ２００円 枠 連（２－５） １，２１０円

普通馬連 �� ２，１８０円 馬 単 �� ３，１９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８７０円 �� ４３０円 �� １，２８０円

３ 連 複 ��� ３，７５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７４４３１ 的中 � ３８４５３（１番人気）
複勝票数 計 ２７４５８８ 的中 � ６７８１４（１番人気）� １５２１２（６番人気）� ３４４１３（３番人気）
枠連票数 計 ２０５６４０ 的中 （２－５） １２５９２（６番人気）
普通馬連票数 計 ７８６７１２ 的中 �� ２６７５０（９番人気）
馬単票数 計 ６８０６４３ 的中 �� １５７６４（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２６２５７ 的中 �� ６２５５（８番人気）�� １４１３２（２番人気）�� ４１３５（１６番人気）
３連複票数 計１１５２１４１ 的中 ��� ２２６８１（９番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．９―１１．４―１１．７―１２．４―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２３．５―３４．９―４６．６―５９．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンマルチーフ �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 ヤエノムテキ デビュー ２００６．１１．１１ 京都１０着

２００４．４．３０生 牡４栗 母 カルメンスルー 母母 ロージースルー １５戦２勝 賞金 ２２，８４０，０００円
［他本会外：１戦０勝］

※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 アンジェラスキッス号・レジェンドバローズ号



０９００９ ３月２９日 晴 良 （２０阪神２）第１日 第９競走 ��
��１，６００�

さ ん よ う

山 陽 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，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 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．５

良

良

５９ キャプテンベガ 牡５黒鹿５７ 岩田 康誠吉田 和子氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４４２－ ２１：３４．３ １．８�

２３ トレノジュビリー 牡５鹿 ５７ 武 幸四郎廣崎 利洋氏 藤原 英昭 静内 藤原牧場 ４５６－ ８１：３４．４� ５２．２�
５８ � エイシンヴァイデン 牡６栗 ５７ 石橋 守平井 豊光氏 松永 昌博 米 Winches-

ter Farm ４７８－ ２１：３４．５	 ７９．８�
７１２
 クイックシューター 牡５鹿 ５７ 柴山 雄一金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 早来 ノーザンファーム ４６４－ ２ 〃 クビ ２０１．６�
３４ ニホンピロリビエラ 牡６鹿 ５７ 川島 信二小林百太郎氏 大橋 勇樹 静内 片岡牧場 ４７４＋ ２１：３４．６	 ４０．８�
８１４
 フレアリングベスト 牡７鹿 ５７ 渡辺 薫彦山口 克己氏 本郷 一彦 平取 山口 明彦 ５１２－ ８ 〃 ハナ １１５．９�
７１３ ドリームサンデー 牡４青 ５７ 幸 英明ロイヤルファーム	 池江 泰郎 千歳 ロイヤルファーム ４９０－ ２ 〃 クビ １０．９

４７ シンボリハレー 牡５黒鹿５７ 川田 将雅シンボリ牧場 古賀 慎明 門別 和田農林（有） ４３８－ ６１：３４．７� ９．４�
１１ カームブレイカー 牡８栗 ５７ 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 ５４０－ ８１：３４．８	 ２９．５�
６１１� ケイアイマイスキー 牡４鹿 ５７ 小牧 太亀田 守弘氏 白井 寿昭 米 Mr. & Mrs.

J. S. Moss B４６０－ ４ 〃 ハナ １７．３
２２ スパニッシュソウル 牝５鹿 ５５ 橋本 美純八木 良司氏 中尾 秀正 門別 日高大洋牧場 ４５０－１０１：３４．９	 １６．４�
４６ � ワイルドイリーガル 牡４鹿 ５７ 角田 晃一深見 富朗氏 本田 優 加 Ormonde

Farm ５１４＋ ８ 〃 ハナ ６．６�
６１０ ザ リ ー ン 牝４鹿 ５５ 四位 洋文田所 英子氏 安達 昭夫 門別 天羽牧場 ４３８＋ ２１：３５．１１� １１．１�
３５ � ヒシワンスモア 牝５黒鹿５５ 池添 謙一阿部雅一郎氏 佐山 優 米 Masa-

ichiro Abe ４１６－ ６１：３５．３１� ３６．７�
８１５ ノーストピア 牝７鹿 ５５ 和田 竜二	平成フアーム飯田 雄三 浦河 平成ファーム ４６０＋ ４１：３５．５１	 ４３９．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２９，１３４，５００円 複勝： ４２，７５４，１００円 枠連： ２９，０４４，２００円

普通馬連： １３０，００２，２００円 馬単： ９５，９９７，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，９９８，７００円

３連複： １３９，５９９，５００円 ３連単： ３５８，４０９，７００円 計： ８５８，９４０，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １２０円 � １，１１０円 � １，４９０円 枠 連（２－５） １，１１０円

普通馬連 �� ６，６００円 馬 単 �� ８，３２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，２４０円 �� ２，５８０円 �� ２３，４５０円

３ 連 複 ��� １００，１３０円 ３ 連 単 ��� ３２９，８１０円

票 数

単勝票数 計 ２９１３４５ 的中 � １３１６８６（１番人気）
複勝票数 計 ４２７５４１ 的中 � １７９４３８（１番人気）� ６３５５（１１番人気）� ４６３１（１３番人気）
枠連票数 計 ２９０４４２ 的中 （２－５） １９３８７（５番人気）
普通馬連票数 計１３０００２２ 的中 �� １４５４３（２２番人気）
馬単票数 計 ９５９９７７ 的中 �� ８５１８（２３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３９９８７ 的中 �� ３７９１（２４番人気）�� ３２７６（２７番人気）�� ３５０（８４番人気）
３連複票数 計１３９５９９５ 的中 ��� １０２９（１７２番人気）
３連単票数 計３５８４０９７ 的中 ��� ８０２（６４３番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１２．３―１２．２―１２．１―１１．３―１０．８―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．４―３５．７―４７．９―１：００．０―１：１１．３―１：２２．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キャプテンベガ �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００５．１０．９ 京都４着

２００３．３．３生 牡５黒鹿 母 ベ ガ 母母 アンテイツクヴアリユー １３戦４勝 賞金 ５５，８６９，０００円



０９０１０ ３月２９日 晴 良 （２０阪神２）第１日 第１０競走 ��
��１，２００�

な る と

鳴門ステークス
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 ３５７，０００円 １０２，０００円 ５１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０９．７
１：０９．１

重

不良

５１０ ビッグジェム 牡７黒鹿５７ 内田 博幸沼川 一彦氏 境 直行 浦河 杵臼牧場 ４９０± ０１：１０．６ ４．２�

１２ � アポインテッドボブ 牡４鹿 ５７ 池添 謙一藤田与志男氏 手塚 貴久 米 Fox Hill
Farms, Inc. ５１４－１６１：１０．７� ４．５�

７１４� ガ ブ リ ン 牡６鹿 ５７ 藤岡 佑介榮 義則氏 森 秀行 豪 Mr JR
Fleming ４７０－ ６１：１０．８	 ３．２�

６１２� フサイチギガダイヤ 牡５鹿 ５７ 渡辺 薫彦関口 房朗氏 森 秀行 米 ClassicStar ４７６± ０１：１１．１１	 ３０．１�
４８ 
 ツタンカーメン 牡８黒鹿５７ 小牧 太杉岡 時治氏 庄野 靖志 様似 �村 伸一 ５１２＋ ４１：１１．４１	 １６．６�
１１ ベルモントプロテア 牝４黒鹿５５ 川島 信二 �ベルモントファーム 川村 禎彦 新冠 ベルモント

ファーム ４８４＋ ２１：１１．５� ６６．２�
４７ ゼンノトレヴィ 牡６黒鹿５７ 幸 英明大迫久美子氏 藤沢 則雄 千歳 社台ファーム ５６０＋ ８１：１１．６クビ ５３．２	
５９ グリーンアラモード 牡５鹿 ５７ 川田 将雅 
グリーンファーム 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ５６２－１４ 〃 ハナ ７．５�
２３ カシノエスケイプ 牝５栗 ５５ 大下 智柏木 務氏 梅内 忍 えりも えりもホースクラブ ４９６－ ６１：１１．７� ９．２�
６１１ アグネスボゾン 牡７鹿 ５７ 角田 晃一渡辺 孝男氏 湯窪 幸雄 千歳 社台ファーム ４９０＋ ８１：１１．９１� ５６．２
３６ スペースフライト 牡４栃栗５７ 佐藤 哲三 �ノースヒルズマネ

ジメント 佐々木晶三 三石 土居 忠吉 ４７２＋ ４１：１２．０� ５７．４�
２４ ビッグホワイト 牡６芦 ５７ 田村 太雅小林 昌志氏 中尾 正 門別 下河辺牧場 ４７２＋ ４１：１２．１	 ７０．６�
８１６ プリンスコウベ 牡７芦 ５７ 長谷川浩大渡辺 重夫氏 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 ５２２＋ ６１：１２．２クビ １１５．９�
８１５ メイショウディオ 牡６鹿 ５７ 石橋 守松本 好雄氏 高橋 成忠 静内 三木田 明仁 ５８２－ ２１：１２．３	 ２５９．０�
３５ パープルストック 牝４栗 ５５ 南井 大志臼田 浩義氏 高橋 祥泰 千歳 社台ファーム ４８２－ ２１：１２．４� ２５．７�
７１３ ミキノモナコ 牝４栗 ５５ 柴山 雄一谷口 久和氏 保田 一隆 三石 久米 和夫 ４５６－１２１：１２．８２� ６９．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，７９７，９００円 複勝： ４０，５３２，０００円 枠連： ３１，３０３，４００円

普通馬連： １４３，９２０，３００円 馬単： ９３，５２８，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，７８１，６００円

３連複： １５１，９６３，６００円 ３連単： ３６３，６０６，１００円 計： ８８７，４３３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １４０円 � １６０円 � １３０円 枠 連（１－５） ７１０円

普通馬連 �� １，１２０円 馬 単 �� ２，２００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４４０円 �� ２７０円 �� ３２０円

３ 連 複 ��� １，０２０円 ３ 連 単 ��� ６，６３０円

票 数

単勝票数 計 ２７７９７９ 的中 � ５３３９０（２番人気）
複勝票数 計 ４０５３２０ 的中 � ７５３２６（２番人気）� ６３２９３（３番人気）� ９３５３０（１番人気）
枠連票数 計 ３１３０３４ 的中 （１－５） ３２５５７（３番人気）
普通馬連票数 計１４３９２０３ 的中 �� ９５２４４（３番人気）
馬単票数 計 ９３５２８８ 的中 �� ３１４１９（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４７８１６ 的中 �� １８０９０（３番人気）�� ３４７１１（１番人気）�� ２７１１１（２番人気）
３連複票数 計１５１９６３６ 的中 ��� １１００７４（１番人気）
３連単票数 計３６３６０６１ 的中 ��� ４０５１９（９番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．０―１１．２―１１．６―１１．８―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．３―３４．５―４６．１―５７．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．３―３F３６．１
３ ・（２，１０）（１３，１４）（１，７）（６，１６）（５，９）（８，１２）－３－１１（４，１５） ４ ・（２，１０）１４－（７，１３，１６）（１，６，９）（５，１２）８，３，１１（４，１５）

勝馬の
紹 介

ビッグジェム �
�
父 エルコンドルパサー �

�
母父 Star de Naskra デビュー ２００３．１１．９ 京都３着

２００１．５．９生 牡７黒鹿 母 アベルクイーン 母母 ブライダルディナー ４２戦６勝 賞金 １０８，４９０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２０頭 アルヴィス号・イリューシブネス号・ウォーターバロン号・グランパティシエ号・コアレスピューマ号・

ゴッドヘイロー号・コンプレッソ号・サンワードラン号・ジョウノデイリー号・シルクヴェルリッツ号・
スマートギルド号・トップディアマンテ号・ノーザンキッズ号・ブリッコーネ号・プリュネル号・ヘイローフジ号・
マルブツバンダリー号・レソナル号・ロリンザーユーザー号・ワールドハンター号



０９０１１ ３月２９日 晴 良 （２０阪神２）第１日 第１１競走 ��
��１，８００�第５５回毎 日 杯（ＪｐｎⅢ）

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

毎日新聞社賞（１着）
賞 品

本 賞 ４０，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，０００，０００円 ４，０００，０００円
付 加 賞 ５７４，０００円 １６４，０００円 ８２，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：４５．３
１：４４．１

良

良

２２ ディープスカイ 牡３栗 ５６ 四位 洋文深見 敏男氏 昆 貢 浦河 笠松牧場 ５０８＋ ２１：４６．０ ８．７�

３４ 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± ０１：４６．４２� ３．５�
４６ ミダースタッチ 牡３栗 ５６ 池添 謙一金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 静内 グランド牧場 ５２６－ ４１：４６．５クビ ６７．５�
１１ ヤマニンキングリー 牡３栗 ５６ 渡辺 薫彦土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 ４６４－ ４１：４６．６� ７．２�
４５ ロードバリオス 牡３青 ５６ 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 三石 ケイアイファーム ４３４－ ６ 〃 ハナ ７．６�
６１０ オースミスパーク 牡３鹿 ５６ 幸 英明�オースミ 南井 克巳 門別 長谷川牧場 ４５６＋ ４１：４６．７� ５１．１�
８１４ マイネルスターリー 牡３鹿 ５６ 内田 博幸 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 門別 野島牧場 ４５８＋ ８ 〃 クビ ５．４	
６９ テイエムチーター 牡３青鹿５６ 和田 竜二竹園 正繼氏 岩元 市三 新冠 石郷岡 雅樹 ４４２－ ２１：４７．１２� ７８．４

３３ シャイニングデイ 牡３黒鹿５６ 長谷川浩大安原 浩司氏 安田伊佐夫 浦河 上田 五十詞 ４７６－ ４１：４７．２クビ １１８．６�
８１３ サブジェクト 牡３黒鹿５７ 藤岡 佑介 �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 ４６０＋ ２１：４７．４１� ８．３
７１１ オリエンタルロック 牡３黒鹿５７ 武 幸四郎棚網るみ子氏 田所 秀孝 三石 上村 清志 ４８６－１６１：４７．５クビ １９．９�
５７ ロスペトリュス 牡３栗 ５６ 角田 晃一 �エクセルマネジメント大久保龍志 えりも エクセルマネジメント ４７６－１４ 〃 クビ １１．６�
５８ 	 リ ヴ ザ ル ト 牡３黒鹿５４ 柴山 雄一里見 治氏 堀 宣行 豪 Mr T Jarvis ５３６－１２１：４７．６� １１．１�
７１２ クリノダイシス 牡３鹿 ５６ 川島 信二栗本 博晴氏 荒川 義之 鹿児島 徳重 正幸 ４４８± ０１：５２．０大差 ２０６．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ７２，２９５，７００円 複勝： ９４，９９０，５００円 枠連： ７９，６９１，１００円

普通馬連： ４６６，７６０，８００円 馬単： ２５７，９３０，３００円 ワイド【拡大馬連】： ９７，５５９，７００円

３連複： ４６９，８１４，４００円 ３連単： １，０２５，８３３，４００円 計： ２，５６４，８７５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８７０円 複 勝 � ２４０円 � ２００円 � １，６９０円 枠 連（２－３） １，７００円

普通馬連 �� １，６２０円 馬 単 �� ３，７８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６５０円 �� ６，０６０円 �� ６，１１０円

３ 連 複 ��� ３８，８８０円 ３ 連 単 ��� ２３３，８８０円

票 数

単勝票数 計 ７２２９５７ 的中 � ６６１７４（６番人気）
複勝票数 計 ９４９９０５ 的中 � １１２０５３（３番人気）� １４５４９１（２番人気）� １１４１２（１２番人気）
枠連票数 計 ７９６９１１ 的中 （２－３） ３４６４６（９番人気）
普通馬連票数 計４６６７６０８ 的中 �� ２１２８９５（３番人気）
馬単票数 計２５７９３０３ 的中 �� ５０３８３（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９７５５９７ 的中 �� ４０１５９（４番人気）�� ３８１７（４７番人気）�� ３７８７（４８番人気）
３連複票数 計４６９８１４４ 的中 ��� ８９２０（９８番人気）
３連単票数 計１０２５８３３４ 的中 ��� ３２３７（５６９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．７―３５．０―４７．１―５９．０―１：１０．７―１：２２．５―１：３３．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３５．３
３ ５（１２，１３）（９，１４）（４，７）（１，２，８）－（１０，１１）（３，６） ４ ・（５，１３）（９，１２，７，１４）（４，８）（１，２）（１０，１１）（３，６）

勝馬の
紹 介

ディープスカイ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Chief’s Crown デビュー ２００７．１０．８ 京都４着

２００５．４．２４生 牡３栗 母 ア ビ 母母 Carmelized ９戦２勝 賞金 ６５，５４６，０００円
〔制裁〕 マイネルスターリー号の騎手内田博幸は，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７０，０００円。

ディープスカイ号の騎手四位洋文は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。
〔その他〕 ヤマニンキングリー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ヤマニンキングリー号は，平成２０年４月２９日まで出走できない。



０９０１２ ３月２９日 晴 良 （２０阪神２）第１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）

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

１：０９．７
１：０９．１

重

不良

３６ � グリーディー 牝６鹿 ５５ 和田 竜二清水 二朗氏 本間 忍 新冠 安達 洋生 ４８２－１０１：１２．２ ２５．８�

１１ アイファーラブラブ 牝６鹿 ５５ 四位 洋文中島 稔氏 小島 茂之 静内 静内山田牧場 ４５８＋ ２ 〃 クビ ６．７�
７１４ キ ー レ タ ー 牝５鹿 ５５ 川田 将雅北前孔一郎氏 吉田 直弘 浦河 村下農場 ４５８＋１６１：１２．３クビ ９．０�
６１２ ワンダーグラス 牝５鹿 ５５

５２ ▲田村 太雅山本 信行氏 佐藤 正雄 三石 フクダファーム ５１６＋ ６ 〃 ハナ １５．１�
８１５ ホワイトペッパー 牝６芦 ５５ 岩田 康誠 �社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム ４９０＋ ８ 〃 クビ ４．７�
５１０� エプソムアイリス 牝４鹿 ５５

５２ ▲田中 克典 �ジャパン・
ホースマン・クラブ 山内 研二 浦河 三枝牧場 ４２６－２２１：１２．６２ ２２．９	

３５ シュウザンアイ 牝６栗 ５５
５２ ▲伊藤 工真平 光良氏 鈴木 康弘 静内 桜井牧場 ４６２－１０１：１２．８１� ５６．４


６１１ トレノトマト 牝５栗 ５５ 武 幸四郎廣崎 利洋氏 藤原 英昭 静内 藤原牧場 ４４８－ ４ 〃 クビ ３．４�
４７ オポテューニティ 牝６鹿 ５５ 長谷川浩大平岡 茂樹氏 �田 研二 浦河 大野牧場 ４９２－ ２１：１２．９クビ ３１９．８
２４ シャイニングムーン 牝６鹿 ５５ 内田 博幸飯田 政子氏 小西 一男 静内 千代田牧場 ４８４± ０１：１３．０� ５．６�
４８ タケデンヴィーナス 牝４栗 ５５ 佐藤 哲三武市 弘氏 武市 康男 浦河 安藤牧場 ４４０－ ２１：１３．１クビ ７９．８�
１２ ソーマサイト 牝５鹿 ５５ 幸 英明 �キャロットファーム 戸田 博文 早来 ノーザンファーム B５００－ ６１：１３．３１� ２６．７�
５９ イブキゴルデルゼ 牝７黒鹿５５ 角田 晃一�伊吹 星野 忍 門別 北陽ファーム ４５０－ ２ 〃 アタマ １０３．９�
７１３ ディープスマート 牝５栗 ５５ 熊沢 重文深見 富朗氏 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 ４６０± ０１：１３．４クビ ５１．７�
２３ � リトルホープ 牝６栗 ５５ 川島 信二加藤 守氏 湯窪 幸雄 門別 モリナガファーム ４５０＋１４ 〃 アタマ ９４．６�
８１６ タケデンサンバ 牝５栗 ５５ 柴山 雄一武市 弘氏 高橋 義博 浦河 安藤牧場 ４６６＋ ４１：１４．３５ １７．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３１，７２６，８００円 複勝： ４４，１６０，０００円 枠連： ３８，３５２，３００円

普通馬連： １５６，３６８，９００円 馬単： １０２，８３８，０００円 ワイド【拡大馬連】： ４３，２０６，４００円

３連複： １７３，０４８，６００円 ３連単： ３９４，８５３，９００円 計： ９８４，５５４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，５８０円 複 勝 � ４５０円 � ２４０円 � ３１０円 枠 連（１－３） ３，６００円

普通馬連 �� ６，１６０円 馬 単 �� １５，４８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，９４０円 �� ３，０１０円 �� ８７０円

３ 連 複 ��� １９，４００円 ３ 連 単 ��� １２３，８００円

票 数

単勝票数 計 ３１７２６８ 的中 � ９７０４（９番人気）
複勝票数 計 ４４１６００ 的中 � ２３２１５（７番人気）� ５５２３９（４番人気）� ３８５３３（５番人気）
枠連票数 計 ３８３５２３ 的中 （１－３） ７８６３（１８番人気）
普通馬連票数 計１５６３６８９ 的中 �� １８７４５（２４番人気）
馬単票数 計１０２８３８０ 的中 �� ４９０３（５７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４３２０６４ 的中 �� ５４３４（２２番人気）�� ３４４１（３３番人気）�� １２６９４（９番人気）
３連複票数 計１７３０４８６ 的中 ��� ６５８６（５７番人気）
３連単票数 計３９４８５３９ 的中 ��� ２３５４（３６７番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．２―１１．９―１２．０―１１．８―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．６―３５．５―４７．５―５９．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�グリーディー �
�
父 シ ャ ン ハ イ �

�
母父 マルゼンスキー

２００２．４．１１生 牝６鹿 母 ミスルピナス 母母 タツプミサキ １８戦３勝 賞金 ３５，８４０，０００円
地方デビュー ２００４．９．２５ 盛岡

※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 アルコイリス号・オオヒメ号・カントリースタイル号・タムロイーネー号・ネバーエンディング号・リボンノキシ号・

ワンモアフリート号



（２０阪神２）第１日 ３月２９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 １８８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

２５０，２００，０００円
２２，８４０，０００円
１，８５０，０００円
２７，３６０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６７，０１２，０００円
５，８００，８００円
１，８９８，８００円

勝馬投票券売得金
２９４，２３８，７００円
４０３，７９４，１００円
３１０，３２１，１００円
１，３５０，０１９，４００円
９９６，６５６，１００円
３５６，６４９，９００円
１，６４１，４７７，８００円
２，１４２，７０３，１００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 ７，４９５，８６０，２００円

総入場人員 １８，００５名 （有料入場人員 １７，２７３名）




