
０７０２５ ３月７日 曇 重 （２１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００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
１：０８．７

重

重

３４ タガノバッチグー 牡３鹿 ５６ 福永 祐一八木 良司氏 浅見 秀一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５２－ ２１：１４．０ ２．０�

６１０ ユメヲカナエル 牡３栗 ５６ 和田 竜二キャピタルクラブ 坂口 正則 浦河 カナイシスタッド B４５８－ ２ 〃 クビ ３．０�
８１３ オリオンザレッド 牝３鹿 ５４ 角田 晃一平本 敏夫氏 加藤 敬二 新冠 川上牧場 ４４４－ ２１：１４．４２� ９．８�
５８ ウインドカッター 牡３鹿 ５６ 生野 賢一福原 正博氏 崎山 博樹 新ひだか 坂本牧場 ５００ ― 〃 クビ １７．５�
１１ イナズマガイア 牝３鹿 ５４ 川田 将雅小泉 賢悟氏 福永 甲 新冠 小泉牧場 ４１６－ ６１：１４．７１� ８．６�
７１２ ヒ カ リ レ オ 牡３鹿 ５６ 中村 将之當山 �則氏 松永 昌博 日高 中川牧場 ４５０± ０１：１４．８� ３３．７�
３３ ロングワイズ 牡３栗 ５６ 河北 通中井 敏雄氏 小野 幸治 日高 沖田牧場 ５０８－ ２１：１５．０１ ８８．５	
７１１ メイショウピレネー 牝３栗 ５４ 幸 英明松本 好�氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 ４５２＋ ２ 〃 クビ ２２．０

５７ テイエムターザン 牡３栗 ５６ 木村 健竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 ４４６＋ ２１：１５．１クビ ６１．６�

（兵庫）

６９ コメットシャワー 牡３鹿 ５６ 川島 信二関 駿也氏 高橋 義博 新冠 八木 常郎 ４７２＋ ２１：１５．４１� １０８．９�
８１４ ターンオーバー 牡３鹿 ５６

５３ ▲国分 恭介深見 敏男氏 田所 清広 浦河 高昭牧場 ４７２＋ ６１：１５．７２ １０４．３
２２ ブライティアヘアー 牝３芦 ５４ 岩崎 祐己小林 昌志氏 西橋 豊治 平取 雅 牧場 ３９２－ ２１：１５．８クビ ４１３．９�
４６ オースミカトレア 牝３鹿 ５４ 浜中 俊�オースミ 武 宏平 日高 広富牧場 ４２６－ ９１：１６．４３� ２００．９�
４５ ワイルドキュート 牝３栗 ５４

５２ △荻野 琢真小川 勲氏 作田 誠二 新ひだか 神垣 道弘 ４１４－ ８ 〃 ハナ ２１４．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １２，２３５，８００円 複勝： ２４，１１４，８００円 枠連： １１，８９４，６００円

普通馬連： ４０，３７４，５００円 馬単： ３６，９１８，８００円 ワイド【拡大馬連】： １６，９６０，３００円

３連複： ５７，６１５，０００円 ３連単： １０２，１５１，７００円 計： ３０２，２６５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １１０円 � １１０円 � ２００円 枠 連（３－６） ２２０円

普通馬連 �� ２１０円 馬 単 �� ４４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １３０円 �� ３００円 �� ３６０円

３ 連 複 ��� ６９０円 ３ 連 単 ��� １，９３０円

票 数

単勝票数 計 １２２３５８ 的中 � ５００２６（１番人気）
複勝票数 計 ２４１１４８ 的中 � １１２９３０（１番人気）� ６０６８３（２番人気）� １３９９４（４番人気）
枠連票数 計 １１８９４６ 的中 （３－６） ４１６２９（１番人気）
普通馬連票数 計 ４０３７４５ 的中 �� １４４７８６（１番人気）
馬単票数 計 ３６９１８８ 的中 �� ６３２３８（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６９６０３ 的中 �� ４８７１５（１番人気）�� １１４４８（３番人気）�� ８８２６（５番人気）
３連複票数 計 ５７６１５０ 的中 ��� ６２４３３（２番人気）
３連単票数 計１０２１５１７ 的中 ��� ３９１８０（２番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．６―１２．４―１２．３―１２．２―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．７―２４．３―３６．７―４９．０―１：０１．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノバッチグー �
�
父 トワイニング �

�
母父 Fappiano デビュー ２００８．６．２８ 阪神３着

２００６．３．２９生 牡３鹿 母 チャーミングファピアノ 母母 Charming Story １１戦１勝 賞金 １２，６５０，０００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。



０７０２６ ３月７日 晴 重 （２１阪神１）第３日 第２競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１０時３０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� ホウショウアビル 牝３鹿 ５４ 小牧 太芳賀 吉孝氏 安田伊佐夫 米 Green
Gates Farm ４７０＋ ８１：２６．４ １．９�

４７ バンドゥロンシャン 牡３栗 ５６ 北村 友一 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４７０＋ ６１：２６．６１� ６．９�
８１５ ユウキグッドラン 牡３鹿 ５６ 幸 英明雪本 秀樹氏 梅田 康雄 日高 日西牧場 ４４０－ ２ 〃 クビ ３１４．０�
８１４ クレバートウショウ 牡３鹿 ５６ 川田 将雅田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 アイオイファーム ４９８－ ４１：２６．７クビ ６．７�
７１２ マーブルアロー 牡３栗 ５６ 安藤 光彰下村 直氏 田所 清広 新ひだか 藤川フアーム ４７２＋ ２ 〃 クビ ２１．３�
６１０ エ ヴ ェ ッ ト 牝３栗 ５４ 渡辺 薫彦 �ノースヒルズマネ

ジメント 沖 芳夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４３４－ ４ 〃 ハナ ５２．７	
１１ ラ フ ァ エ ロ 牡３芦 ５６ 上村 洋行 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ５１２＋ ２１：２７．０１� １６．６

３４ コンフェルヴォーレ 牡３栗 ５６ 吉田 豊岡田 牧雄氏 田村 康仁 新ひだか 岡田スタツド ４４２－ ６１：２７．５３ ２４８．９�
２３ シゲルサヌキフジ 	３鹿 ５６ 河北 通森中 蕃氏 小野 幸治 静内 山田牧場 ５２２± ０１：２８．０３ ８５．５�
３５ � エスプリヌーヴォー 牡３芦 ５６ 浜中 俊 �キャロットファーム 石坂 正 英 Katsumi

Yoshida ４８６± ０１：２８．２１� ４．７
７１３ ロードブラン 牡３鹿 ５６

５５ ☆藤岡 康太 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 三石 ケイアイファーム ４６６＋ ４ 〃 ハナ ９４．９�
５８ ニホンピロロムルス 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介小林百太郎氏 作田 誠二 浦河 川越牧場 ５０６＋１４１：２８．５２ ３１．２�
４６ ダグラスバローズ 牡３青鹿５６ 太宰 啓介猪熊 広次氏 中竹 和也 様似 様似渡辺牧場 ５１４－ ８ 〃 ハナ ３４５．７�
５９ ホッカイボンベイ 牡３黒鹿５６ 中村 将之�北海牧場 鶴留 明雄 平取 高橋 幸男 ４４２＋ ６１：２８．８２ ３３９．０�
２２ エーシンビーブラボ 	３鹿 ５６ 木村 健平井 宏承氏 坂口 正則 浦河 三枝牧場 B４７４－ ２ （競走中止） ６０．４�

（兵庫）

（１５頭）

売 得 金

単勝： １９，９５９，１００円 複勝： ３８，４４１，０００円 枠連： １３，６３７，２００円

普通馬連： ５０，５７３，４００円 馬単： ４３，４４９，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，８８８，０００円

３連複： ６８，９７７，６００円 ３連単： １１６，０７６，９００円 計： ３７２，００３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � ２１０円 � ４，３５０円 枠 連（４－６） ５６０円

普通馬連 �� ６１０円 馬 単 �� １，０００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３８０円 �� ４，４００円 �� １３，４１０円

３ 連 複 ��� ３２，３７０円 ３ 連 単 ��� ７６，９００円

票 数

単勝票数 計 １９９５９１ 的中 � ８６０３０（１番人気）
複勝票数 計 ３８４４１０ 的中 � ２０３９３１（１番人気）� ３２４９２（４番人気）� ９９７（１４番人気）
枠連票数 計 １３６３７２ 的中 （４－６） １８０２３（３番人気）
普通馬連票数 計 ５０５７３４ 的中 �� ６１８５６（３番人気）
馬単票数 計 ４３４４９９ 的中 �� ３２２０３（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０８８８０ 的中 �� １５６０１（３番人気）�� １０９２（３３番人気）�� ３５４（５８番人気）
３連複票数 計 ６８９７７６ 的中 ��� １５７３（７０番人気）
３連単票数 計１１６０７６９ 的中 ��� １１１４（１８７番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．０―１２．３―１２．６―１２．３―１２．７―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．６―３５．９―４８．５―１：００．８―１：１３．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．５―３F３７．９
３ ・（９，１４）（１１，１０）（５，１２）（１，１３）（７，１５）４（３，６）８－２ ４ ・（９，１４，１０）（１１，１２）（１，５）（７，１５）１３，４（３，６，８）

勝馬の
紹 介

�ホウショウアビル �
�
父 Tale of the Cat �

�
母父 Theatrical デビュー ２００９．１．４ 京都７着

２００６．５．２４生 牝３鹿 母 Gaily Funky 母母 A Little Kiss ５戦１勝 賞金 ８，３００，０００円
〔競走中止〕 エーシンビーブラボ号は，競走中に疾病〔左第１趾骨粉砕骨折〕を発症したため４コーナー手前で競走中止。
※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。



０７０２７ ３月７日 晴 重 （２１阪神１）第３日 第３競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１１時００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

７８ サクラヒストリー 牡３鹿 ５６
５４ △荻野 琢真�さくらコマース梅田 智之 新ひだか 新和牧場 ４９８－ ８１：５５．５ ３．７�

５５ キングマイハート 牡３青 ５６ 吉田 豊増田 陽一氏 中村 均 日高 池添 安雄 ４７０＋ ２１：５５．７１ ３．４�
６６ デンコウゼファー 牡３黒鹿５６ 木村 健田中 康弘氏 安達 昭夫 浦河 鎌田 正嗣 ４４４＋ ２１：５６．１２� ２８．８�

（兵庫）

７９ ワシャモノタリン 牡３黒鹿５６ 武 豊小田切有一氏 谷 潔 三石 木下牧場 ４８４－ ６１：５６．２� ３．７�
６７ リーディングパート 牡３青鹿５６ 池添 謙一�協和牧場 鶴留 明雄 新冠 協和牧場 ４７０－ ４１：５６．７３ １４．８�
３３ ヒルノカンクン 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥蛭川 正文氏 福島 信晴 青森 今川 満良 ４８０－ ２１：５６．８クビ ５７．５	
８１０ ブルーカルア 牡３青鹿５６ 武 幸四郎金子真人ホール

ディングス� 安田 隆行 日高 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６６－ ２１：５７．２２� １４．４


８１１ ポートレイト 牡３鹿 ５６ 浜中 俊水上 行雄氏 坂口 正大 浦河 笠松牧場 ４５２± ０１：５７．３クビ ７．４�
１１ ドゥクアンナン 牝３青鹿５４ 長谷川浩大鈴木 照雄氏 荒川 義之 浦河 鎌田 正嗣 ４５２－ ６１：５７．４� １９４．４�
２２ ディアチェンジ 牡３青鹿５６ 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 ５２６－ ８１：５８．３５ １３．１
４４ テイエムナイスガイ 牡３栗 ５６ 和田 竜二竹園 正繼氏 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 ４８０－ ８１：５８．５１� ７４．９�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １３，１９６，１００円 複勝： ２３，７２４，６００円 枠連： １５，７９６，６００円

普通馬連： ４３，１７３，４００円 馬単： ３６，０６８，４００円 ワイド【拡大馬連】： １７，０２２，６００円

３連複： ５８，８５２，１００円 ３連単： １０１，２４３，７００円 計： ３０９，０７７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １７０円 � １４０円 � ４９０円 枠 連（５－７） ２８０円

普通馬連 �� ６３０円 馬 単 �� １，４００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３５０円 �� １，１７０円 �� ８００円

３ 連 複 ��� ４，７７０円 ３ 連 単 ��� １９，２１０円

票 数

単勝票数 計 １３１９６１ 的中 � ２８５６４（３番人気）
複勝票数 計 ２３７２４６ 的中 � ３９９８０（３番人気）� ５８３５９（１番人気）� ８７１１（８番人気）
枠連票数 計 １５７９６６ 的中 （５－７） ４２０１６（１番人気）
普通馬連票数 計 ４３１７３４ 的中 �� ５０７２３（２番人気）
馬単票数 計 ３６０６８４ 的中 �� １９０３５（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７０２２６ 的中 �� １３４８８（２番人気）�� ３３３４（１８番人気）�� ５０６９（９番人気）
３連複票数 計 ５８８５２１ 的中 ��� ９１０７（１９番人気）
３連単票数 計１０１２４３７ 的中 ��� ３８９０（６２番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．３―１４．１―１２．８―１３．１―１２．７―１２．６―１２．８―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．２―３８．３―５１．１―１：０４．２―１：１６．９―１：２９．５―１：４２．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サクラヒストリー �
�
父 サクラローレル �

�
母父 サクラチヨノオー デビュー ２００９．１．１８ 京都６着

２００６．４．２生 牡３鹿 母 サクラジュリエット 母母 サクラサエズリ ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
※出走取消馬 カムイリング号（事故のため）
※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。



０７０２８ ３月７日 晴
（ 芝 ）稍重
（ダート）重 （２１阪神１）第３日 第４競走 ��２，９７０�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時３０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 ７，８００，０００円 ３，１００，０００円 ２，０００，０００円 １，２００，０００円 ７８０，０００円� コースレコード３：１５．７良・良

２２ エ ア リ ー ズ 牡５鹿 ６０ 熊沢 重文名古屋友豊� 作田 誠二 静内 グランド牧場 ４９０＋１０３：１８．７ ３５．１�

５７ ハストラング 牡５鹿 ６０ 西谷 誠岡田 牧雄氏 小崎 憲 静内 岡田スタツド ４７６－ ２３：１８．８� １２．４�
７１２ キクノインプルーブ �５鹿 ６０ 北沢 伸也菊池 五郎氏 藤岡 範士 新冠 松浦牧場 ４８２＋ ６３：１９．３３ ３．１�
５８ マルブツキング 牡４黒鹿５９ 小坂 忠士大澤 毅氏 加用 正 浦河 岡本牧場 ４９４－１０３：１９．６１� ２８．４�
８１４ アザンクール �６鹿 ６０ 南井 大志山上 和良氏 坂口 正則 浦河 杵臼牧場 ４８６＋ ４３：１９．７� ４．１�
６９ メイショウダンディ 牡６鹿 ６０ 植野 貴也松本 好雄氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４４８＋ ２ 〃 ハナ ６．０�
８１３ シロキタベガ 牡６鹿 ６０ 金折 知則小西 和子氏 五十嵐忠男 鵡川 新井牧場 ４８６± ０３：１９．８� ２１．７	
６１０ エメラルドワン 牡４青鹿５９ 岩崎 祐己中野芳太郎氏 藤岡 範士 静内 サンコウ牧場 ４６８－ ４３：２０．０１ ７２．１

３４ � バトルハートオー 牡８黒鹿６０ 菊地 昇吾宮川 秋信氏 本田 優 浦河 多田 善弘 ４９６－１２３：２０．９５ １６．３�
１１ 	 ダノンモンスター 牡４鹿 ５９ 高田 潤�ダノックス 森 秀行 米

L&D Farms &
Larry & Diane
Vaughn

４９６＋２２３：２１．１１
 ４６．５�
７１１� スリーキセキ 牝６青鹿５８ 出津 孝一永井商事� 村山 明 静内 岡野牧場 ４５８＋ ４３：２１．８４ ３６．６
４５ タキオンシチー 牡６栗 ６０ 今村 康成 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 三石 幌村牧場 ４８４＋１４３：２５．２大差 ７０．２�
３３ � ブリリアントスズカ 牝５鹿 ５８ 林 満明永井 啓弍氏 坪 憲章 平取 稲原牧場 ５１２± ０３：３３．９大差 １６４．０�
４６ メイショウチョイス 牡６鹿 ６０ 黒岩 悠松本 好雄氏 吉岡 八郎 門別 日西牧場 ５６２＋ ２ （競走中止） ５．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １２，４０３，３００円 複勝： １８，００８，４００円 枠連： １４，３７５，２００円

普通馬連： ３８，２３２，５００円 馬単： ３１，６１２，８００円 ワイド【拡大馬連】： １５，１７７，０００円

３連複： ５９，４３７，６００円 ３連単： ８７，３４４，９００円 計： ２７６，５９１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，５１０円 複 勝 � ７９０円 � ３７０円 � １５０円 枠 連（２－５） ９，９４０円

普通馬連 �� １６，１６０円 馬 単 �� ４４，９６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，９２０円 �� １，７４０円 �� １，０４０円

３ 連 複 ��� １７，６２０円 ３ 連 単 ��� １９７，７４０円

票 数

単勝票数 計 １２４０３３ 的中 � ２７８５（９番人気）
複勝票数 計 １８００８４ 的中 � ４４７１（９番人気）� １１１１９（５番人気）� ４６８８５（１番人気）
枠連票数 計 １４３７５２ 的中 （２－５） １０６８（２４番人気）
普通馬連票数 計 ３８２３２５ 的中 �� １７４７（３７番人気）
馬単票数 計 ３１６１２８ 的中 �� ５１９（９１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５１７７０ 的中 �� ９２９（４０番人気）�� ２１４３（１９番人気）�� ３７２５（７番人気）
３連複票数 計 ５９４３７６ 的中 ��� ２４９０（５２番人気）
３連単票数 計 ８７３４４９ 的中 ��� ３２６（４５８番人気）

上り １マイル １：４６．４ ４F ５２．８－３F ４０．０
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エ ア リ ー ズ �
�
父 スキャターザゴールド �

�
母父 Winning デビュー ２００７．６．２ 中京１１着

２００４．３．２４生 牡５鹿 母 シ ャ ー パ リ 母母 Shapur 障害：１戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔競走中止〕 メイショウチョイス号は，競走中に異常歩様となったため２周目７号障害〔いけ垣〕手前で競走中止。
〔調教再審査〕 メイショウチョイス号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。



０７０２９ ３月７日 晴 重 （２１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２０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

８１２ マジックアロー 牡３鹿 ５６ 芹沢 純一�杵臼牧場 新川 恵 浦河 杵臼牧場 ４５８ ―１：５５．９ ２５．２�

６７ ヤマトバンパク 牡３芦 ５６ 幸 英明 �静内白井牧場 安達 昭夫 新ひだか 静内白井牧場 ５１２ ―１：５６．１１� １０．１�
２２ � アストレーション 牡３栗 ５６ 福永 祐一広尾レース� 二ノ宮敬宇 米 Tower

Bloodstock ４９６ ― 〃 ハナ ７．４�
６８ トレノペトリュス 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二廣崎 利洋氏 藤原 英昭 静内 藤原牧場 ４９４ ―１：５６．３１� ２．３�
１１ サンレイクロフネ 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 稲原牧場 ５０６ ―１：５７．２５ １７．６�
４４ グランプリセイハ 牡３鹿 ５６ 川田 将雅�グランプリ 矢作 芳人 静内 服部 牧場 ４８０ ―１：５７．７３ ４１．７	
５５ ワンダープリンス 牡３芦 ５６ 小林 徹弥山本 信行氏 藤岡 範士 三石 フクダファーム ４８８ ―１：５７．９１� １４．７

５６ エリモアラルマ 牡３鹿 ５６ 武 豊山本 敏晴氏 松永 幹夫 えりも エクセルマネジメント ４９８ ―１：５８．６４ ３．１�

（アラルマ）

８１１ バサラキング 牡３鹿 ５６ 佐久間寛志高浪 宣昭氏 鹿戸 明 日高 藤本 直弘 ４４８ ―１：５９．９８ １２８．７�
７１０ ダイヤモンドブルー 牡３芦 ５６ 太宰 啓介 �ブルーマネジメント本田 優 日高 長谷川牧場 ５１８ ―２：００．０クビ ５１．４
７９ ウ イ ン ル ナ 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介�ウイン 安田 隆行 新冠 村上 欽哉 ４３８ ―２：００．８５ ４０．９�
３３ キャラバンシチー 牡３鹿 ５６ 赤木高太郎 �友駿ホースクラブ 崎山 博樹 日高 幾千世牧場 ４７０ ―２：０１．４３� ７０．９�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １６，４４０，５００円 複勝： １９，７９７，３００円 枠連： １４，３３３，２００円

普通馬連： ４３，６６８，７００円 馬単： ３９，１６２，３００円 ワイド【拡大馬連】： １６，１７０，７００円

３連複： ５５，９７８，４００円 ３連単： １０５，８５５，２００円 計： ３１１，４０６，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，５２０円 複 勝 � ５８０円 � ３３０円 � ２８０円 枠 連（６－８） １，９９０円

普通馬連 �� １２，１２０円 馬 単 �� ３１，５９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，４１０円 �� ２，０８０円 �� １，０６０円

３ 連 複 ��� ２６，２７０円 ３ 連 単 ��� ２１８，２２０円

票 数

単勝票数 計 １６４４０５ 的中 � ５１４７（７番人気）
複勝票数 計 １９７９７３ 的中 � ８２５３（７番人気）� １６１７１（４番人気）� ２０３６１（３番人気）
枠連票数 計 １４３３３２ 的中 （６－８） ５３１８（９番人気）
普通馬連票数 計 ４３６６８７ 的中 �� ２６６０（２９番人気）
馬単票数 計 ３９１６２３ 的中 �� ９１５（６１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６１７０７ 的中 �� １６２９（２５番人気）�� １８９４（２３番人気）�� ３８８５（１０番人気）
３連複票数 計 ５５９７８４ 的中 ��� １５７３（６２番人気）
３連単票数 計１０５８５５２ 的中 ��� ３５８（３９７番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．７―１４．０―１３．３―１３．１―１２．９―１２．３―１２．６―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．７―３８．７―５２．０―１：０５．１―１：１８．０―１：３０．３―１：４２．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．８―３F３７．９
１
３
８（９，１０）（２，４，１１）（５，１２）（１，７）－６－３・（８，９）１０（２，１１，１２）４（１，５）－（６，７）＝３

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

勝馬の
紹 介

マジックアロー �
�
父 テイエムオペラオー �

�
母父 Danehill 初出走

２００６．３．１３生 牡３鹿 母 ファーナリー 母母 Fern １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※アストレーション号・バサラキング号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



０７０３０ ３月７日 晴 重 （２１阪神１）第３日 第６競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１２時５０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
１：０８．７

重

重

６１０ スペシャルクイン 牝３青鹿５４ 福永 祐一菅藤 宗一氏 目野 哲也 浦河 小池 博幸 ４５０＋ ２１：１２．０ ２．１�

３４ トウカイミステリー 牝３栗 ５４ 武 幸四郎内村 正則氏 安田 隆行 新ひだか 平野牧場 ４４２＋ ２１：１２．３１� ３．８�
８１４ ツルマルハロー 牝３鹿 ５４ 浜中 俊鶴田 任男氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 ４５０－ ６１：１２．６１� １３．５�
３３ � プリンセスジュディ 牝３鹿 ５４

５１ ▲松山 弘平山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 栄進牧場 ４１８± ０１：１３．０２� ５２．５�
１１ クリンゲルベルガー 牝３芦 ５４ M．デムーロ �キャロットファーム 浅見 秀一 早来 ノーザンファーム ４１６－ ２１：１３．６３� ９．７�

（伊）

８１３ プリティマリ 牝３鹿 ５４ 石橋 守冨沢 敦子氏 田所 清広 浦河 浦河小林牧場 ４６０＋ ８１：１３．７� ３５７．４�
６９ エーシンワンダーズ 牝３栗 ５４

５２ △荻野 琢真平井 宏承氏 野中 賢二 浦河 室田 千秋 ４２２± ０１：１３．８� ８８．６	
４５ セブンシークィーン 牝３栗 ５４ 武 豊吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４７４± ０１：１３．９� ６．７

７１１ テイエムカルメン 牝３鹿 ５４ 小牧 太竹園 正繼氏 新川 恵 日高 日高大洋牧場 ４５２－１０１：１４．１１ １５．０�
２２ ホクトスワン 牝３黒鹿５４ 藤岡 佑介布施 光章氏 庄野 靖志 新冠 ビッグレッドファーム ４４０－ ４１：１４．３１� １７．８�
５８ ミスティネール 牝３鹿 ５４ 熊沢 重文後藤 繁樹氏 野村 彰彦 様似 �村 伸一 ４５８± ０１：１４．８３ ４３．６
５７ タガノボヘミアン 牝３青鹿５４ 幸 英明八木 良司氏 北出 成人 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４１４－ ８１：１４．９� １８２．０�
４６ � エンジェルアリス 牝３栗 ５４ 池添 謙一横瀬 兼二氏 鶴留 明雄 新冠 競優牧場 ４２６－ ６１：１５．２２ ２４９．１�
７１２ ラストダンス 牝３栗 ５４ 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４４２－ ８１：１５．６２� １６５．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２３，９８６，９００円 複勝： ３３，９１２，６００円 枠連： １６，０３１，４００円

普通馬連： ６４，１７９，１００円 馬単： ４９，１８１，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，８１５，４００円

３連複： ７８，５９３，３００円 ３連単： １３７，９６５，５００円 計： ４２７，６６５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １２０円 � １３０円 � ３２０円 枠 連（３－６） ４３０円

普通馬連 �� ４１０円 馬 単 �� ６９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� ５５０円 �� ６８０円

３ 連 複 ��� １，６２０円 ３ 連 単 ��� ５，４１０円

票 数

単勝票数 計 ２３９８６９ 的中 � ９０６４４（１番人気）
複勝票数 計 ３３９１２６ 的中 � ９９４１６（１番人気）� ７９７７８（２番人気）� １７２２５（７番人気）
枠連票数 計 １６０３１４ 的中 （３－６） ２７６９５（１番人気）
普通馬連票数 計 ６４１７９１ 的中 �� １１６６９１（１番人気）
馬単票数 計 ４９１８１７ 的中 �� ５２７５７（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３８１５４ 的中 �� ３７３８５（１番人気）�� ９５０３（６番人気）�� ７５６９（１２番人気）
３連複票数 計 ７８５９３３ 的中 ��� ３５８３５（４番人気）
３連単票数 計１３７９６５５ 的中 ��� １８８５５（９番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．１―１２．０―１１．７―１２．３―１２．６

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スペシャルクイン �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 エ ル ハ ー ブ デビュー ２００８．９．２０ 札幌２着

２００６．４．８生 牝３青鹿 母 ソシアルクイーン 母母 ニーストウシヨウ ５戦２勝 賞金 １６，８００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０７０３１ ３月７日 晴 良 （２１阪神１）第３日 第７競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１３時２０分 （芝・右・外）

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

１：４５．２
１：４４．１

良

良

４７ フミノイマージン 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二谷 二氏 本田 優 日高 シンコーファーム ４５６＋ ６１：５０．０ ３１．５�

３５ マイネルクラリティ 牡３栗 ５６ 川島 信二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム ４６８＋１０ 〃 クビ ９．６�

７１２� ロードロックスター 牡３鹿 ５６ 川田 将雅 �ロードホースクラブ 池江 泰郎 愛 K.I. Farm ４８６＋ ２１：５０．１� ５．５�
８１４ スリーロールス 牡３鹿 ５６ 福永 祐一永井商事� 武 宏平 新ひだか 武 牧場 ４９６＋ ２ 〃 ハナ ９．３�
３４ ハマノエルマー 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文浜井 弘至氏 服部 利之 新ひだか 坂本 春信 ５０２± ０１：５０．２� ４．４�
６１１ ホッコーセルベッサ 牡３鹿 ５６ 飯田 祐史矢部 幸一氏 荒川 義之 浦河 福岡 光夫 ４３４＋１０ 〃 クビ ６８．８�
８１５ セブンサミッツ 牡３栗 ５６ 和田 竜二 	社台レースホース石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０６－ ６１：５０．３クビ ４．２

６１０ ラムタムタガー 牡３黒鹿５６ 浜中 俊 	社台レースホース坂口 正大 千歳 社台ファーム ４８６－ ４１：５０．４� １９．３�
７１３ アドバンスウェイ 牡３鹿 ５６ 武 豊西川 隆士氏 武藤 善則 浦河 中村 雅明 ４８４－ ４１：５０．５� １１．９�
４６ アキノカウンター 牡３栗 ５６ 鮫島 良太穐吉 正孝氏 中村 均 新冠 中地 義次 ４４６± ０ 〃 アタマ １１２．９
２２ デイブレイクスベル 牡３黒鹿５６ 太宰 啓介	協和牧場 吉岡 八郎 新冠 協和牧場 ４６２－ ２１：５０．６� ２１．８�
５９ トップゾーン 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介	コオロ 境 直行 浦河 木戸口牧場 ４５０＋ ２ 〃 ハナ ２５．１�
１１ ラウリシルヴァ 牝３栗 ５４ 安藤 勝己 	社台レースホース鮫島 一歩 千歳 社台ファーム ４４０± ０１：５０．９２ １６．３�
２３ ナムラアーガス 牡３黒鹿５６ 小牧 太奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム ４７６－ ６１：５１．３２� ２０．８�
５８ スズカルネッサンス 牡３黒鹿５６ 上村 洋行永井 啓弍氏 橋田 満 静内 グランド牧場 ５２２－１２１：５２．０４ ６５．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２５，５８９，６００円 複勝： ４３，２２３，８００円 枠連： ３１，３８９，５００円

普通馬連： ８６，２３０，８００円 馬単： ５５，２３５，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，６４９，８００円

３連複： １１０，０６７，９００円 ３連単： １７６，１９７，２００円 計： ５５７，５８３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，１５０円 複 勝 � ８６０円 � ３１０円 � ２３０円 枠 連（３－４） ３，５２０円

普通馬連 �� １４，５２０円 馬 単 �� ３４，１７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，３２０円 �� ２，４６０円 �� ９６０円

３ 連 複 ��� ２６，０３０円 ３ 連 単 ��� ２０７，４００円

票 数

単勝票数 計 ２５５８９６ 的中 � ６４０５（１２番人気）
複勝票数 計 ４３２２３８ 的中 � １１１９３（１２番人気）� ３７３３８（４番人気）� ５６６２０（３番人気）
枠連票数 計 ３１３８９５ 的中 （３－４） ６５８７（１６番人気）
普通馬連票数 計 ８６２３０８ 的中 �� ４３８４（４７番人気）
馬単票数 計 ５５２３５０ 的中 �� １１９３（１１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９６４９８ 的中 �� １６４９（５３番人気）�� ２９３８（３５番人気）�� ７８８８（７番人気）
３連複票数 計１１００６７９ 的中 ��� ３１２１（８９番人気）
３連単票数 計１７６１９７２ 的中 ��� ６２７（７００番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．４―１１．９―１２．６―１２．４―１２．７―１２．９―１１．０―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．３―３６．２―４８．８―１：０１．２―１：１３．９―１：２６．８―１：３７．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フミノイマージン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Dixieland Band デビュー ２００８．１２．２７ 阪神４着

２００６．３．１４生 牝３鹿 母 シンコウイマージン 母母 Vivid Imagination ５戦２勝 賞金 １４，２００，０００円
〔制裁〕 ロードロックスター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１００，０００円。（９番への進

路影響）
※アドバンスウェイ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



０７０３２ ３月７日 晴 稍重 （２１阪神１）第３日 第８競走 ��２，０００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時５０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

８１０ ベストロング 牡４鹿 ５７ 和田 竜二大谷 高雄氏 領家 政蔵 静内 井高牧場 ５００－ ６２：０９．２ ６．０�

４４ ヴェルトマイスター 牡５鹿 ５７ 藤田 伸二 �社台レースホース笹田 和秀 千歳 社台ファーム ４９４＋１２２：０９．５２ ４．９�
１１ ナリタチャレンジ 牡５鹿 ５７ 川島 信二�オースミ 宮本 博 門別 豊郷牧場 ４９２＋ ８ 〃 アタマ ３２．５�
７７ � ピースオブレグルス 牡６芦 ５７

５４ ▲国分 恭介阿部榮乃進氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 ４７２－ ２２：０９．６� ３０．９�
２２ ホワイトショウフク 牡４芦 ５７ 小牧 太山本 廣氏 村山 明 静内 静内白井牧場 ４６０＋ ６２：０９．７クビ ３．１�
５５ アドマイヤワールド 牡５鹿 ５７ 川田 将雅近藤 利一氏 中尾 秀正 早来 ノーザンファーム ５２０± ０２：０９．８� １０．９	
８９ ト ム ト ッ プ 牡５栗 ５７ 岩崎 祐己半田 勉氏 西橋 豊治 三石 乾 皆雄 ４７０－ ２ 〃 アタマ ４．１

３３ エイユーパッション 牡４黒鹿５７ 木村 健笹部 和子氏 柴田 光陽 新冠 上井農場 ４６８－ ４２：０９．９クビ ４９．１�

（兵庫）

６６ タマモディファイ 牡５鹿 ５７
５５ △荻野 琢真タマモ� 柴田 政見 新冠 小泉牧場 ４９４－ ２２：１０．２２ ７．９�

７８ シルクレボルシオン 牡４栗 ５７ 幸 英明有限会社シルク北出 成人 静内 フジワラフアーム ４５２－ ６２：１１．２６ ６０．２

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２０，４５５，０００円 複勝： ３１，３６６，８００円 枠連： ２０，５３１，８００円

普通馬連： ７０，０８８，９００円 馬単： ５１，５５７，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，８８０，３００円

３連複： ７９，８６６，５００円 ３連単： １７７，８１９，６００円 計： ４７３，５６６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６００円 複 勝 � ２２０円 � ２２０円 � ７４０円 枠 連（４－８） ６５０円

普通馬連 �� １，４２０円 馬 単 �� ３，２９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６８０円 �� ３，４５０円 �� ２，０８０円

３ 連 複 ��� １６，６６０円 ３ 連 単 ��� ５９，８５０円

票 数

単勝票数 計 ２０４５５０ 的中 � ２７０９２（４番人気）
複勝票数 計 ３１３６６８ 的中 � ４２２４３（３番人気）� ４１２８０（４番人気）� ９００１（７番人気）
枠連票数 計 ２０５３１８ 的中 （４－８） ２３４１１（２番人気）
普通馬連票数 計 ７００８８９ 的中 �� ３６６０８（７番人気）
馬単票数 計 ５１５５７５ 的中 �� １１５９８（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１８８０３ 的中 �� ８４７７（１０番人気）�� １５０５（３０番人気）�� ２５４１（２２番人気）
３連複票数 計 ７９８６６５ 的中 ��� ３５４０（４７番人気）
３連単票数 計１７７８１９６ 的中 ��� ２１９３（１７４番人気）

ハロンタイム １２．６―１２．５―１２．５―１４．４―１４．０―１３．９―１２．８―１２．２―１１．８―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２５．１―３７．６―５２．０―１：０６．０―１：１９．９―１：３２．７―１：４４．９―１：５６．７

コーナー
通過順位

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

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

JRA育成馬

勝馬の
紹 介

ベストロング �
�
父 コロナドズクエスト �

�
母父 A.P. Indy デビュー ２００７．９．８ 阪神１着

２００５．４．２８生 牡４鹿 母 ヒットザボード 母母 Dans l’Argent ８戦２勝 賞金 １６，３００，０００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。



０７０３３ ３月７日 晴 良 （２１阪神１）第３日 第９競走 ��
��２，０００�

せ ん り や ま

千 里 山 特 別
発走１４時２５分 （芝・右）
４歳以上，１，０００万円以下，２０．３．８以降２１．３．１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 ３５７，０００円 １０２，０００円 ５１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５８．１
１：５６．４

良

良

８１２ デンコウミサイル 牡６栗 ５４ 武 幸四郎田中 康弘氏 鶴留 明雄 三石 平岩牧場 ５１４± ０２：０６．０ １７．４�

５７ �� カネトシソレイユ 牡５鹿 ５４ 秋山真一郎兼松 利男氏 大橋 勇樹 豪
Gainsborough Stud Aus-
tralia Pty Ltd, Arrowfield
Group Pty Ltd

４９８－ ２ 〃 アタマ ８．９�
４４ メイショウナイト 牡６鹿 ５５ 高橋 亮松本 好雄氏 高橋 隆 門別 日西牧場 ４８２＋ ４２：０６．１� ４．０�
７１０ エ テ ル ノ 	６芦 ５５ 上村 洋行前田 晋二氏 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント B５０２＋ ２ 〃 クビ １１．４�
５６ サンライズベガ 牡５鹿 ５６ 北村 友一松岡 隆雄氏 音無 秀孝 門別 下河辺牧場 ４９８＋ ８２：０６．２クビ ２．３�
８１３ ヴェルザンディ 牝４鹿 ５２ 藤田 伸二 �サンデーレーシング 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４７０＋２４２：０６．４１ １５．８�
３３ オドゥールゲラン 牝６鹿 ５１ 吉田 豊 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 谷 潔 門別 白井牧場 ４５６－ ４ 〃 アタマ ６６．６

４５ オ ブ コ ー ス 牡４栗 ５４ 浜中 俊近藤 英子氏 飯田 雄三 早来 ノーザンファーム ４１２－ ６ 〃 クビ １２．７�
１１ クリスタルルージュ 牡６鹿 ５４ 長谷川浩大山田 順通氏 梅内 忍 浦河 久保牧場 ４６４＋ ６２：０６．５クビ ５３．４�
６８ エイシンブイダンス 牡４栗 ５４ 川田 将雅平井 豊光氏 小崎 憲 鵡川 上水牧場 ４９２＋１０ 〃 クビ １８．０
２２ ナイスシャトル 牡４栗 ５３ 藤岡 佑介菅藤 宗一氏 目野 哲也 浦河 林 孝輝 B４８０＋ ６２：０６．６� ５７．８�
７１１ アグネスヨジゲン 牡６鹿 ５４ 木村 健渡辺 孝男氏 村山 明 浦河 高昭牧場 ４９２＋ ６２：０７．０２� ３２．９�

（兵庫）

６９ マンノレーシング 牡６鹿 ５５ 池添 謙一萬野 順啓氏 松元 茂樹 新冠 若林牧場 ４６６± ０２：０７．２１
 ３４．９�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２４，８４１，０００円 複勝： ４５，７０８，１００円 枠連： ３０，８７０，０００円

普通馬連： １００，５５０，１００円 馬単： ７４，４０６，０００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，７３３，３００円

３連複： １２８，２２６，８００円 ３連単： ２６５，５６３，３００円 計： ７０２，８９８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７４０円 複 勝 � ４９０円 � ２６０円 � １７０円 枠 連（５－８） ８３０円

普通馬連 �� ６，８２０円 馬 単 �� １５，０２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，９１０円 �� １，３６０円 �� ５７０円

３ 連 複 ��� ９，６２０円 ３ 連 単 ��� ８１，０９０円

票 数

単勝票数 計 ２４８４１０ 的中 � １１２５３（７番人気）
複勝票数 計 ４５７０８１ 的中 � １９８１３（６番人気）� ４５５１４（３番人気）� ８８２５２（２番人気）
枠連票数 計 ３０８７００ 的中 （５－８） ２７５２９（３番人気）
普通馬連票数 計１００５５０１ 的中 �� １０８８１（２１番人気）
馬単票数 計 ７４４０６０ 的中 �� ３６５６（４４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２７３３３ 的中 �� ４０６７（２１番人気）�� ５８００（１４番人気）�� １５１２２（４番人気）
３連複票数 計１２８２２６８ 的中 ��� ９８４５（３１番人気）
３連単票数 計２６５５６３３ 的中 ��� ２４１７（２４１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．８―２４．６―３８．１―５１．７―１：０４．７―１：１７．９―１：３０．４―１：４２．１―１：５３．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

デンコウミサイル �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２００５．１１．２７ 京都１４着

２００３．５．２９生 牡６栗 母 ヤマフディノス 母母 ヤマフノーザリー ３９戦４勝 賞金 ５４，８４７，０００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。



０７０３４ ３月７日 晴 良 （２１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００分 （芝・右・外）
４歳以上，１，６００万円以下，２０．３．８以降２１．３．１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 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００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

１２ ヒカルオオゾラ 牡５青 ５８ 武 豊高橋 光氏 池江 泰寿 洞爺（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５１８＋ ４１：３４．９ １．７�

３６ スズカコーズウェイ 牡５栗 ５６ 川田 将雅永井 啓弍氏 橋田 満 静内 グランド牧場 ４７４－ ４１：３５．３２� ９．７�
４７ ダンツホウテイ 牡４黒鹿５６ 藤田 伸二山元 哲二氏 本田 優 静内 大典牧場 ４６２± ０１：３５．４� １１．０�
６１２ アペリティフ �６鹿 ５６ 小牧 太 �ノースヒルズマネ

ジメント 坪 憲章 千歳 社台ファーム ５０６－ ６１：３５．６１� ３３．５�
２３ ス ピ リ タ ス �４栗 ５６ 安藤 勝己 �キャロットファーム 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム ４３８＋ ６１：３５．８１� ５．３�
６１１ ショウナンアクロス 牡４鹿 ５５ 和田 竜二国本 哲秀氏 大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９２－ ６１：３６．０１ ５７．４�
３５ ミダースタッチ 牡４栗 ５４ 鮫島 良太金子真人ホール

ディングス	 松田 国英 静内 グランド牧場 ５３４＋ ８１：３６．１� ９８．９

８１５ マルブツライト 牡７鹿 ５５ 福永 祐一大澤 毅氏 北出 成人 静内 タイヘイ牧場 ４９６＋ ６ 〃 ハナ ９１．３�
１１ カネトシリベルテ 牝５鹿 ５２ 北村 友一兼松 昌男氏 田中 章博 平取 清水牧場 ４５６－ ２１：３６．２クビ ２４７．６�
７１３ グレイトフルタイム 牡５鹿 ５５ 吉田 豊 �社台レースホース大久保洋吉 追分 追分ファーム ５３６＋ ２ 〃 同着 １１３．２
４８ タガノグラマラス 牝５鹿 ５４ 藤岡 佑介八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４６８－ ８１：３６．３� ３６．９�
５９ コスモスペシャリー 牡６鹿 ５４ 幸 英明 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 門別 白井牧場 ４５８－１６ 〃 アタマ ４８．１�
５１０	 スピードタッチ 牡６鹿 ５５ 浜中 俊冨沢 敦子氏 崎山 博樹 様似 長田 操 ５３０± ０１：３６．７２� １８９．８�
２４ マイネルスターリー 牡４鹿 ５６ M．デムーロ 	サラブレッドクラブ・ラフィアン 加用 正 門別 野島牧場 ４７０± ０ 〃 アタマ １０．３�

（伊）

８１６ マッハジュウクン 牡７鹿 ５５ 武 幸四郎鈴木 幹次氏 昆 貢 新冠 石田牧場 ４６４－ ８１：３７．７６ １１８．０�
７１４ マルティンスターク 牝４鹿 ５３ 池添 謙一 �キャロットファーム 鶴留 明雄 早来 ノーザンファーム ４５０＋１４１：３７．８
 ２０．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４５，８４１，１００円 複勝： ７８，１３８，７００円 枠連： ４４，９３２，３００円

普通馬連： １８４，０６７，８００円 馬単： １２９，２８８，９００円 ワイド【拡大馬連】： ５６，９９０，６００円

３連複： ２０９，２８７，１００円 ３連単： ４８９，４４７，９００円 計： １，２３７，９９４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １９０円 � １９０円 枠 連（１－３） ７５０円

普通馬連 �� ８３０円 馬 単 �� ９５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３４０円 �� ３７０円 �� ８２０円

３ 連 複 ��� １，６７０円 ３ 連 単 ��� ５，１７０円

票 数

単勝票数 計 ４５８４１１ 的中 � ２１４４６８（１番人気）
複勝票数 計 ７８１３８７ 的中 � ２９８４９１（１番人気）� ８２４７２（３番人気）� ８１４３３（４番人気）
枠連票数 計 ４４９３２３ 的中 （１－３） ４４５６５（３番人気）
普通馬連票数 計１８４０６７８ 的中 �� １６３８８３（３番人気）
馬単票数 計１２９２８８９ 的中 �� １０１１４１（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５６９９０６ 的中 �� ４４７０９（２番人気）�� ３９６３２（３番人気）�� １５５３７（９番人気）
３連複票数 計２０９２８７１ 的中 ��� ９３００７（４番人気）
３連単票数 計４８９４４７９ 的中 ��� ６９９３６（７番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．８―１２．１―１２．１―１２．０―１１．９―１１．４―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．４―３５．５―４７．６―５９．６―１：１１．５―１：２２．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒカルオオゾラ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００６．１０．２２ 京都１着

２００４．２．６生 牡５青 母 クライウィズジョイ 母母 クライングフォーモア ９戦５勝 賞金 ９０，０８５，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０７０３５ ３月７日 晴 良 （２１阪神１）第３日 第１１競走 ��
��１，６００�第１６回チューリップ賞（ＪｐｎⅢ）

発走１５時３５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 ５０４，０００円 １４４，０００円 ７２，０００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

４５ ブエナビスタ 牝３黒鹿５４ 安藤 勝己 �サンデーレーシング 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４５０± ０１：３６．５ １．１�

５７ サクラミモザ 牝３黒鹿５４ 藤岡 佑介�さくらコマース畠山 吉宏 新ひだか 原 光彦 ４５８－ ４１：３６．７１� ５１．８�
１１ ルージュバンブー 牝３青鹿５４ 小牧 太�バンブー牧場 佐藤 正雄 浦河 バンブー牧場 ４８８－１０１：３６．９１� ５６．９�
３３ ブロードストリート 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二下河�行雄氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 ４４８－ ８１：３７．０� ８．８�
４４ ジェルミナル 牝３黒鹿５４ 福永 祐一 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４６０＋ ２１：３７．１クビ １３．５	
８１３ フェイズシフト 牝３黒鹿５４ 和田 竜二吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム ４４２－ ２１：３７．７３� １５７．９

７１１ マイティースルー 牝３芦 ５４ 吉田 豊 �キャロットファーム 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム ４７０－１４１：３７．９１ ４２．５�
２２ 	 イナズマアマリリス 牝３鹿 ５４ 池添 謙一小泉 賢悟氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ４２４－ ８ 〃 クビ ４８．０�
７１０ メイクデュース 牝３黒鹿５４ 太宰 啓介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 清水 出美 門別 出口 悟 ４３８－ ６１：３８．２２ ３２５．３
６８ ミキノクレシェンド 牝３栗 ５４ 幸 英明谷口 久和氏 大橋 勇樹 浦河 浦河育成牧場 ４６４＋ ６１：３８．４１ ４０５．４�
８１２ ハッピーシャトル 牝３栗 ５４ 川島 信二�渡辺牧場 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 ４６６－ ８１：３８．６１� ３６７．８�
５６ 
 バージンサファイヤ 牝３鹿 ５４ 木村 健泉 一郎氏 平松 徳彦 浦河 馬道 繁樹 B４２６－１０１：３８．７クビ ３２１．１�

（兵庫） （兵庫）

６９ カウアイレーン 牝３黒鹿５４ 武 豊 �社台レースホース和田 正道 新冠 パカパカ
ファーム ４３４－１６１：３９．０２ １５．６�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １６５，７７８，６００円 複勝： ３００，６６５，８００円 枠連： ７３，０９５，０００円

普通馬連： ４１５，６６１，２００円 馬単： ４４６，５６７，７００円 ワイド【拡大馬連】： １４２，２８０，４００円

３連複： ４９２，２０５，４００円 ３連単： １，９２６，３６４，６００円 計： ３，９６２，６１８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １１０円 複 勝 � １１０円 � ７００円 � ６１０円 枠 連（４－５） １，８００円

普通馬連 �� ２，０００円 馬 単 �� ２，１８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９００円 �� ７３０円 �� ４，７４０円

３ 連 複 ��� ８，９９０円 ３ 連 単 ��� ２４，７４０円

票 数

単勝票数 計１６５７７８６ 的中 � １１９８０４５（１番人気）
複勝票数 計３００６６５８ 的中 � ２０６８１３８（１番人気）� ４１８４３（８番人気）� ４８４０３（７番人気）
枠連票数 計 ７３０９５０ 的中 （４－５） ３０１２９（７番人気）
普通馬連票数 計４１５６６１２ 的中 �� １５３９３２（７番人気）
馬単票数 計４４６５６７７ 的中 �� １５１２１３（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１４２２８０４ 的中 �� ３９８４３（９番人気）�� ４９７２１（６番人気）�� ６９９３（３２番人気）
３連複票数 計４９２２０５４ 的中 ��� ４０４０７（２３番人気）
３連単票数 計１９２６３６４６ 的中 ��� ５７４８５（６３番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．１―１２．４―１２．６―１２．７―１２．２―１１．１―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．６―３６．０―４８．６―１：０１．３―１：１３．５―１：２４．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブエナビスタ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Caerleon デビュー ２００８．１０．２６ 京都３着

２００６．３．１４生 牝３黒鹿 母 ビ ワ ハ イ ジ 母母 ア グ サ ン ４戦３勝 賞金 １０６，５９２，０００円
※一般事項Ⅴ－２の（４）によりブエナビスタ号・サクラミモザ号・ルージュバンブー号は，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。



０７０３６ ３月７日 晴 稍重 （２１阪神１）第３日 第１２競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１６時１０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

１：４８．５
１：４８．４

重

重

８１４ ダイシンオレンジ 牡４鹿 ５７ 川田 将雅大八木信行氏 庄野 靖志 門別 戸川牧場 ４８８± ０１：５２．３ ２．２�

１１ グランプリサクセス 牡５芦 ５７ 小牧 太�グランプリ 小崎 憲 鵡川 東振牧場 ４６４－ ２ 〃 クビ ６．１�
４７ トーセンスターン 牡４鹿 ５７ M．デムーロ島川 �哉氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４５８＋ ２１：５３．０４ ７．８�

（伊）

６１１� シ ョ ウ ケ イ 牡６鹿 ５７ 浜中 俊根岸 治男氏 坂口 正大 門別 白井牧場 ４９８－ ４１：５３．１� ４９．６�
７１３ フィールドジュエル 牡７鹿 ５７ 幸 英明地田 勝三氏 西園 正都 早来 ノーザンファーム B４９０± ０１：５３．２� １８．１�
３５ ホワイトベッセル 牡５白 ５７ 武 豊金子真人ホール

ディングス� 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４８０－ ２１：５３．３クビ １３．５	
７１２ シルクダイナスティ 牡４栗 ５７ 船曳 文士有限会社シルク加用 正 新冠 
渡 信義 ４６２－ ４１：５３．５１� ７７．９�
３４ モ チ 牡５青鹿５７ 吉田 豊小田切有一氏 田中 章博 白老 社台牧場 ５１６± ０１：５３．８１� ２９．４�
２３ サ バ ス デ イ 牡５黒鹿５７ 石橋 守 サンデーレーシング 野中 賢二 早来 ノーザンファーム ４９６－ ２ 〃 クビ １３．５�
２２ テンシノコンコルド 牡６青 ５７ 中村 将之杉谷 枡夫氏 田所 秀孝 門別 法理牧場 ４９０－ ２１：５４．０１� ２０６．９�
４６ コスモアブソルート 牡７黒鹿５７ 和田 竜二 ビッグレッドファーム 飯田 雄三 新冠 八木農場 ４９２＋ ２１：５４．３１� １１３．０�
６１０ タガノアッシュ 牡５鹿 ５７ 赤木高太郎八木 昌司氏 岡田 稲男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４７６± ０１：５４．４� ２４．６�
８１５ デ ュ ヴ ァ ル 牡８鹿 ５７ 鮫島 良太 サンデーレーシング 村山 明 早来 ノーザンファーム ５３２－ ４ 〃 クビ ２２３．９�
５９ マルブツフラッシュ 牡５鹿 ５７ 藤田 伸二大澤 毅氏 中島 敏文 伊達 高橋農場 ５０４－ ８１：５４．８２� ６．５�
５８ クリストフォルス 牡４栗 ５７ 福永 祐一広尾レース� 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 ５２８－ ８ （競走中止） ３３．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ４３，４８７，９００円 複勝： ７５，３７５，８００円 枠連： ４５，４６９，２００円

普通馬連： １９２，３４４，０００円 馬単： １１６，９４５，６００円 ワイド【拡大馬連】： ５８，４０４，７００円

３連複： ２２３，６７４，６００円 ３連単： ４７４，５８３，５００円 計： １，２３０，２８５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １２０円 � １９０円 � ２００円 枠 連（１－８） ６８０円

普通馬連 �� ７２０円 馬 単 �� １，１５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２９０円 �� ３６０円 �� ６３０円

３ 連 複 ��� １，５５０円 ３ 連 単 ��� ５，２４０円

票 数

単勝票数 計 ４３４８７９ 的中 � １５７８０７（１番人気）
複勝票数 計 ７５３７５８ 的中 � ２５１５５７（１番人気）� ８３２７８（３番人気）� ８１７１８（４番人気）
枠連票数 計 ４５４６９２ 的中 （１－８） ５００７７（２番人気）
普通馬連票数 計１９２３４４０ 的中 �� １９７６８５（１番人気）
馬単票数 計１１６９４５６ 的中 �� ７５０８２（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５８４０４７ 的中 �� ５４２１１（２番人気）�� ４１６０９（３番人気）�� ２０８４３（６番人気）
３連複票数 計２２３６７４６ 的中 ��� １０７０２７（２番人気）
３連単票数 計４７４５８３５ 的中 ��� ６６８８０（３番人気）

ハロンタイム １３．１―１０．６―１３．３―１２．８―１２．８―１２．６―１２．４―１２．２―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２３．７―３７．０―４９．８―１：０２．６―１：１５．２―１：２７．６―１：３９．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．７―３F３７．１
１
３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダイシンオレンジ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ラシアンルーブル デビュー ２００８．４．５ 阪神８着

２００５．４．１生 牡４鹿 母 アシヤマダム 母母 キヤツトロンシヤン ８戦３勝 賞金 ２６，６６０，０００円
〔競走中止〕 クリストフォルス号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（２１阪神１）第３日 ３月７日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
重後稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １６２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

２５１，７８０，０００円
４，２６０，０００円
８，８８０，０００円
１，８００，０００円
２５，７４０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５８，７０２，０００円
５，１０７，８００円
１，６０３，８００円

勝馬投票券売得金
４２４，２１４，９００円
７３２，４７７，７００円
３３２，３５６，０００円
１，３２９，１４４，４００円
１，１１０，３９４，６００円
４５１，９７３，１００円
１，６２２，７８２，３００円
４，１６０，６１４，０００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 １０，１６３，９５７，０００円

総入場人員 ２２，２５４名 （有料入場人員 ２１，１７９名）




