
０７０８５ ３月２２日 曇 稍重 （２１阪神１）第８日 第１競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時００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

１：４８．５
１：４８．４

重

重

５５ フィーリングトーン 牝３黒鹿５４ 横山 典弘 �社台レースホース松田 博資 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４４６－１２１：５５．４ １．６�

２２ マルフクギガ 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎鈴木 幸夫氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム ４６８＋ ８１：５５．８２� １８．０�
７１０ サンレイクロフネ 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 稲原牧場 ５０４－ ２１：５６．０１ ９．１�
８１１ イイデエース 牝３鹿 ５４ 和田 竜二 �アールエスエーカントリ北出 成人 新冠 武田牧場 ４５２＋ ４１：５６．３１� ９．８�
４４ ミステリアスオーラ 牝３黒鹿５４ 下原 理�ターフ・スポート中村 均 浦河 笹地牧場 ４１６ ― 〃 クビ ２２．０�

（兵庫）

１１ ビオンドパンテーラ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一 �サンデーレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４３６－ ６ 〃 クビ ９．８	
５６ メトロジャンヌ 牝３黒鹿５４ 武 幸四郎太田 廣子氏 木原 一良 新冠 小泉牧場 ４２８－ ２１：５７．３６ ７５．２

６８ マイスイートホーム 牝３黒鹿５４ 川田 将雅飯田 正剛氏 角居 勝彦 静内 千代田牧場 ４５２＋ ６１：５７．８３ １７．１�
８１２ パ ヴ ァ ー ヌ 牝３栗 ５４ 田村 太雅 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ４３８＋ ４１：５８．５４ １４６．１�
６７ ファッショナブル 牝３鹿 ５４ 内田 博幸藤本 直弘氏 加用 正 日高 藤本 直弘 ４４４± ０ 〃 クビ １１．５
７９ フェリキタース 牝３鹿 ５４ 石橋 守礒川 正明氏 大根田裕之 新ひだか 嶋田牧場 ４７４＋１４２：０１．３大差 ３７．６�
３３ トウカイハイジ 牝３栗 ５４ 橋本 美純内村 正則氏 安田 隆行 浦河 吉田 又治 ４７４± ０２：０２．０４ １２９．１�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １７，８１４，４００円 複勝： ３２，３１６，６００円 枠連： １０，４１６，３００円

普通馬連： ３９，３０５，７００円 馬単： ３７，４８６，５００円 ワイド【拡大馬連】： １５，３７４，０００円

３連複： ５４，２７２，２００円 ３連単： ９８，６８２，４００円 計： ３０５，６６８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ３４０円 � １８０円 枠 連（２－５） １，５８０円

普通馬連 �� １，４００円 馬 単 �� １，８７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４９０円 �� ２９０円 �� １，８３０円

３ 連 複 ��� ２，６６０円 ３ 連 単 ��� １０，１７０円

票 数

単勝票数 計 １７８１４４ 的中 � ９１４３８（１番人気）
複勝票数 計 ３２３１６６ 的中 � １９２７１８（１番人気）� １０５９１（７番人気）� ２８２４５（２番人気）
枠連票数 計 １０４１６３ 的中 （２－５） ４８７５（６番人気）
普通馬連票数 計 ３９３０５７ 的中 �� ２０８４６（５番人気）
馬単票数 計 ３７４８６５ 的中 �� １４８４４（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５３７４０ 的中 �� ７７９８（５番人気）�� １５０９６（２番人気）�� １８０９（２３番人気）
３連複票数 計 ５４２７２２ 的中 ��� １５０７２（７番人気）
３連単票数 計 ９８６８２４ 的中 ��� ７１６３（２６番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．６―１３．４―１３．３―１３．３―１３．６―１３．３―１２．５―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．３―３６．７―５０．０―１：０３．３―１：１６．９―１：３０．２―１：４２．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．１―３F３８．５
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

フィーリングトーン �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００８．８．１７ 札幌７着

２００６．３．２０生 牝３黒鹿 母 グレースランド 母母 ゴールデンサッシュ ７戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フェリキタース号・トウカイハイジ号は，平成２１年４月２２日まで平地競走に出走できない。
※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。



０７０８６ ３月２２日 曇 稍重 （２１阪神１）第８日 第２競走 ��１，２００�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

１：０９．７
１：０８．７

重

重

８１６ シュンハレン 牡３黒鹿５６ 和田 竜二石川 博氏 川村 禎彦 日高 古本 正則 ４９０± ０１：１３．５ １．７�

２４ アイノタンゴ 牡３鹿 ５６ 上村 洋行田中 充氏 藤沢 則雄 日高 下河辺牧場 ４６８＋ ２１：１４．３５ ２７．４�
２３ バンブーレアル 牡３栗 ５６ 下原 理�バンブー牧場 岩元 市三 浦河 バンブー牧場 ４６０－ ２１：１４．５１� １６．０�

（兵庫）

４８ ビ バ エ ル フ 牝３鹿 ５４ 川田 将雅�高瀬牧場 河内 洋 新冠 須崎牧場 ４１６－ ８１：１４．６� １６．２�
３５ ケンブリッジブルー 牡３鹿 ５６ 内田 博幸谷口 貞保氏 大根田裕之 新冠 有限会社 ケ

ンブリッジバレー ４９４ ―１：１４．７� ５．５�
１２ ハ ー ト マ ン 牡３黒鹿５６ 秋山真一郎副島 義久氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 ４３２＋１０１：１５．０１� ３８．５�
５１０ メイショウモネ 牡３芦 ５６ 石橋 守松本 好雄氏 武田 博 浦河 日の出牧場 ４３６＋ ６１：１５．２１� １６０．８	
５９ タイセイプロバブル 牝３栗 ５４ 横山 典弘田中 成奉氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム ４３４－ ２１：１５．３� ８．４

４７ ヨバンタックン 牡３栗 ５６ 小林 徹弥菅藤 宗一氏 目野 哲也 浦河 杵臼牧場 ４７８＋ ２１：１５．５１� ３４．８�
１１ チャイナシャドウ 牡３栗 ５６ 福永 祐一飯塚 知一氏 小崎 憲 三石 下屋敷牧場 ４６６－ ６１：１５．６クビ １２．９�
８１５ ウ イ ン ル ナ 牝３栗 ５４ 川原 正一ウイン 安田 隆行 新冠 村上 欽哉 ４３８± ０１：１５．９２ ４６．６�

（兵庫）

６１１ プ ロ ウ ス ト 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介伊達 敏明氏 高松 邦男 日高 サンシャイン
牧場 B４６８－ ２１：１６．０クビ ９５．３�

６１２ ワイルドキュート 牝３栗 ５４
５１ ▲松山 弘平小川 勲氏 作田 誠二 新ひだか 神垣 道弘 ４１４± ０１：１６．４２� ２７３．４�

３６ シェルシュミディ 牝３栗 ５４
５２ △荻野 琢真諸江 幸祐氏 平田 修 千歳 社台ファーム ４３８－ ６１：１６．５クビ ５４．４�

７１４ スイートコトドール 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎シンボリ牧場 鹿戸 雄一 日高 シンボリ牧場 ４５０＋ ２１：１７．０３ １０８．２�

（１５頭）
７１３ タケカジョウオー 牝３鹿 ５４ 熊沢 重文池永 靖子氏 武 宏平 新冠 小泉牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １３，６６５，２００円 複勝： １９，９８２，２００円 枠連： １１，７８２，８００円

普通馬連： ３８，０６２，１００円 馬単： ３０，８７６，４００円 ワイド【拡大馬連】： １４，４２１，３００円

３連複： ５０，１８９，２００円 ３連単： ７９，５１６，１００円 計： ２５８，４９５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � ４７０円 � ３００円 枠 連（２－８） ５８０円

普通馬連 �� １，８７０円 馬 単 �� ２，６７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７９０円 �� ３９０円 �� ２，４４０円

３ 連 複 ��� ４，９００円 ３ 連 単 ��� １８，８４０円

票 数

単勝票数 計 １３６６５２ 的中 � ６４８６３（１番人気）
複勝票数 計 １９９８２２ 的中 � ９９５６０（１番人気）� ６０６４（７番人気）� １０７２６（５番人気）
枠連票数 計 １１７８２８ 的中 （２－８） １５０３０（３番人気）
普通馬連票数 計 ３８０６２１ 的中 �� １５０７１（７番人気）
馬単票数 計 ３０８７６４ 的中 �� ８５５７（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４４２１３ 的中 �� ４４１８（８番人気）�� １００４３（３番人気）�� １３３７（２７番人気）
３連複票数 計 ５０１８９２ 的中 ��� ７５６３（１７番人気）
３連単票数 計 ７９５１６１ 的中 ��� ３１１５（４５番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．０―１１．９―１２．６―１２．５―１２．９

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．９―３F３８．０
３ ・（４，５）（９，１６）１５，１，１２（３，６）（８，１０）（２，７，１４，１１） ４ ４，５（９，１６）１５－１（３，１２，１１）（８，１０）（２，７，１４）６
市場取引馬

勝馬の
紹 介

シュンハレン �
�
父 アドマイヤボス �

�
母父 シャーディー デビュー ２００８．１０．２５ 京都３着

２００６．４．２９生 牡３黒鹿 母 トゥインチアズ 母母 グッバイチアズ ６戦１勝 賞金 １０，８００，０００円
〔出走取消〕 タケカジョウオー号は，疾病〔蕁麻疹〕のため出走取消。
※ケンブリッジブルー号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※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。



０７０８７ ３月２２日 曇 稍重 （２１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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

７１４ エーシンビートロン 牡３黒鹿５６ 内田 博幸平井 宏承氏 西園 正都 静内 服部 牧場 ４５８－ ２１：２４．６ １．７�

２３ フサイチセブン 牡３鹿 ５６ 四位 洋文関口 房朗氏 松田 国英 新ひだか 千代田牧場 ４６６－ ４１：２４．８１ １９．６�
２４ ティアップワイルド 牡３栗 ５６ 池添 謙一田中 昇氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 ５１８＋ ４１：２６．２９ ６．６�
８１６ マーブルデイビー 牡３栗 ５６ 川原 正一下村 直氏 田所 清広 三石 三石川上牧場 ４９０＋２６ 〃 クビ ２３．０�

（兵庫）

７１３ シ ュ ン リ キ 牡３鹿 ５６ 和田 竜二石川 博氏 川村 禎彦 静内 漆原 一也 ４７８＋ ４１：２６．３� ２６．８�
５９ フェーズシックス 牡３栗 ５６ 上村 洋行 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム ４５０± ０１：２６．７２� ６．６�
３６ � ダニエルバローズ 牡３青鹿 ５６

５４ △荻野 琢真猪熊 広次氏 野中 賢二 米 J. D. Squires ４８０ ―１：２６．８� ６０．７	
５１０� セイウンノレッジ 牡３鹿 ５６ 石橋 守西山 茂行氏 河内 洋 米 John Perrotta &

Hill ’n’ Dale Farm ４５２－ ４１：２７．４３� ２０．３

６１２ ザバトルキリーク 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介宮川 秋信氏 相沢 郁 新冠 赤石 久夫 ４７２－ ４１：２７．６１� ２５．２�
３５ パ ン ド ル 牝３黒鹿５４ 小牧 太前田 晋二氏 白井 寿昭 新冠 ノースヒルズマネジメント ４３４± ０ 〃 ハナ １２７．９�
６１１ ホッカイボンベイ 牡３黒鹿５６ 田村 太雅�北海牧場 鶴留 明雄 平取 高橋 幸男 ４４２± ０１：２７．８１� ４０７．０
４８ コンフェルヴォーレ 牡３栗 ５６ 武 幸四郎岡田 牧雄氏 田村 康仁 新ひだか 岡田スタツド ４４４＋ ２１：２８．３３ １７９．５�
１２ ヒシチャプター 牡３栗 ５６ 福永 祐一阿部雅一郎氏 的場 均 新冠 対馬 正 ４８６－ ６１：２９．１５ １８．４�
１１ アドマイヤシェルパ 牡３黒鹿５６ 川田 将雅近藤 利一氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４８４－ ６１：２９．５２� ４６．７�
４７ ウィンディアン 牡３鹿 ５６ 下原 理鈴木 康弘氏 武 宏平 新冠 田鎖牧場 ４８４－ ２１：３０．２４ ２７５．６�

（兵庫）

８１５ ベアオンワード 牡３栗 ５６ 熊沢 重文樫山 ハル氏 柴田 政見 浦河 オンワード牧場 ４３６－１４１：３０．８３� １０６．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，２４４，６００円 複勝： ４３，９４８，９００円 枠連： １６，５３９，５００円

普通馬連： ４８，４３４，４００円 馬単： ４１，２４５，９００円 ワイド【拡大馬連】： １９，０６５，９００円

３連複： ６７，６５５，７００円 ３連単： １１４，５９２，９００円 計： ３７１，７２７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � ５００円 � １９０円 枠 連（２－７） ３８０円

普通馬連 �� １，８７０円 馬 単 �� ２，３７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７８０円 �� ２５０円 �� １，５００円

３ 連 複 ��� ２，９５０円 ３ 連 単 ��� １１，５３０円

票 数

単勝票数 計 ２０２４４６ 的中 � ９９０５２（１番人気）
複勝票数 計 ４３９４８９ 的中 � ２６８２１１（１番人気）� ９１６０（７番人気）� ３３５７２（３番人気）
枠連票数 計 １６５３９５ 的中 （２－７） ３２７００（２番人気）
普通馬連票数 計 ４８４３４４ 的中 �� １９１９９（７番人気）
馬単票数 計 ４１２４５９ 的中 �� １２８８２（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９０６５９ 的中 �� ５６０８（９番人気）�� ２３２７４（２番人気）�� ２７４５（１８番人気）
３連複票数 計 ６７６５５７ 的中 ��� １６９６４（９番人気）
３連単票数 計１１４５９２９ 的中 ��� ７３４１（２４番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．６―１１．６―１２．２―１２．８―１２．１―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．１―３４．７―４６．９―５９．７―１：１１．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エーシンビートロン �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 ホ リ ス キ ー デビュー ２００８．１０．２６ 京都５着

２００６．３．２５生 牡３黒鹿 母 ローレンシア 母母 シユンミサキ ４戦１勝 賞金 ７，７００，０００円
〔発走状況〕 セイウンノレッジ号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔その他〕 フサイチセブン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。

ベアオンワード号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウィンディアン号は，平成２１年４月２２日まで平地競走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 フサイチセブン号は，平成２１年４月２２日まで出走できない。
※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。



０７０８８ ３月２２日 曇
（ 芝 ）稍重
（ダート）稍重（２１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３０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
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３：２５．０良・良

７１１� ヤマカツジェット 牡６栗 ６０ 佐久間寛志山田 和夫氏 小島 貞博 静内 岡田牧場 ５２２± ０３：２７．６ ３．４�

４５ メイショウラダック 牡４栗 ５９ 今村 康成松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４８２－ ８ 〃 ハナ ２５．０�
５７ テイケイプリオール 牡４黒鹿５９ 熊沢 重文兼松 忠男氏 大橋 勇樹 三石 折手牧場 ４６２＋ ６３：２７．８１� １０．０�
１１ ト ー ワ ベ ガ 牡５黒鹿６０ 北沢 伸也齋藤 すゞ 氏 橋田 満 平取 稲原牧場 ５００－ ４３：２８．５４ ４９．８�
７１２ ショウリュウケン 牡４鹿 ５９ 植野 貴也村上 稔氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ４５６＋ ２３：２９．０３ １６．４�
２２ ニホンピロファイブ 牡６栗 ６０ 林 満明小林百太郎氏 大橋 勇樹 平取 稲原牧場 ４９２＋１２ 〃 クビ ２４．４�
６１０ アグネスモナク 牡７鹿 ６０ 小坂 忠士渡辺 孝男氏 湯窪 幸雄 千歳 社台ファーム ４７８－ ４ 〃 ハナ １０．９�
４６ コウヨウウェーブ 牡５芦 ６１ 五十嵐雄祐寺内 正光氏 菅原 泰夫 浦河 谷川牧場 ５００－１０３：２９．１クビ ４．７	
８１３ スナークムサシ 牡６黒鹿６０ 南井 大志杉本仙次郎氏 高橋 隆 浦河 大島牧場 ４７８－ ２３：２９．５２� １６．３

３４ ロングアキレス 牡５青 ６１ 白浜 雄造中井 敏雄氏 武田 博 浦河 小島牧場 ４２０－ ６３：３１．０９ ６．８�
６９ チョウラブラブ 牝４黒鹿５７ 黒岩 悠丸山 隆雄氏 吉岡 八郎 新冠 平山牧場 ４５８＋ ２３：３１．１� ２２．６�
３３ マイビッグドリーム 牡８栗 ６０ 高野 容輔小川 勲氏 武 宏平 浦河 安原 実 ４３６＋ ６３：３２．５９ ４７．３
５８ � アンティークコイン 牡８鹿 ６０ 西谷 誠 �社台レースホース小崎 憲 米 Fontainebleau

Farm Inc. ５２８＋ ８３：３４．５大差 ９．１�
８１４ ウォータールーク 牡４黒鹿５９ 仲田 雅興山岡 良一氏 須貝 尚介 浦河トラストスリーファーム ４７８－ ２ （競走中止） ５８．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １１，４４８，４００円 複勝： １５，０６９，９００円 枠連： １３，７１１，９００円

普通馬連： ３９，１５６，２００円 馬単： ２９，２８８，１００円 ワイド【拡大馬連】： １４，４７７，９００円

３連複： ５７，３９３，７００円 ３連単： ８７，１８１，２００円 計： ２６７，７２７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １５０円 � ５５０円 � ３９０円 枠 連（４－７） ５１０円

普通馬連 �� ４，４００円 馬 単 �� ６，９２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３７０円 �� ７００円 �� ３，０００円

３ 連 複 ��� １２，９００円 ３ 連 単 ��� ７０，９４０円

票 数

単勝票数 計 １１４４８４ 的中 � ２６７５８（１番人気）
複勝票数 計 １５０６９９ 的中 � ３６９７４（１番人気）� ５７５９（９番人気）� ８７６９（８番人気）
枠連票数 計 １３７１１９ 的中 （４－７） ２０１６１（１番人気）
普通馬連票数 計 ３９１５６２ 的中 �� ６５７９（１７番人気）
馬単票数 計 ２９２８８１ 的中 �� ３１２５（２６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４４７７９ 的中 �� ２５７８（１５番人気）�� ５４０６（６番人気）�� １１４２（４１番人気）
３連複票数 計 ５７３９３７ 的中 ��� ３２８５（４５番人気）
３連単票数 計 ８７１８１２ 的中 ��� ９０７（２２６番人気）

上り １マイル １：４５．５ ４F ５２．７－３F ３９．７
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ヤマカツジェット �
�
父 オペラハウス �

�
母父 Woodman

２００３．４．２１生 牡６栗 母 クローネンウッド 母母 Mangala 障害：５戦２勝 賞金 ３３，９００，０００円
初出走 JRA

〔競走中止〕 ウォータールーク号は，競走中に疾病〔右第３中手骨開放骨折〕を発症し，２号障害〔水ごう〕飛越後に騎手が落馬した
ため競走中止。



０７０８９ ３月２２日 曇 稍重 （２１阪神１）第８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

７１３ ロードメダリスト 牡３鹿 ５６ 四位 洋文 �ロードホースクラブ 昆 貢 新ひだか 沖田 忠幸 ５１２ ―１：５４．５ １．７�

１１ ソルモンターレ 牡３鹿 ５６ 小林慎一郎�ターフ・スポート矢作 芳人 浦河 谷川牧場 ４６０ ―１：５４．８２ １２３．７�
７１４ ル ナ キ ッ ズ 牡３栗 ５６ 福永 祐一畑 清介氏 田所 秀孝 新ひだか 上村 清志 ４７２ ―１：５５．９７ ７．８�
５１０ ヒカルマイアイドル 牡３鹿 ５６ 横山 典弘高橋 光氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６６ ―１：５６．１１ １６．７�
４８ メイショウリキュウ 牡３鹿 ５６ 石橋 守松本 好雄氏 武田 博 浦河 本巣 敦 ４５０ ―１：５６．９５ １５８．７�
３６ ロンギングブラスト 牡３鹿 ５６ 和田 竜二坂本 浩一氏 勢司 和浩 浦河 佐々木 貴博 ４７８ ―１：５８．２８ ３９．３	
２３ クロジシジョー 牡３黒鹿５６ 小牧 太河内 孝夫氏 岡田 稲男 新冠 中地 康弘 ５１０ ―１：５９．１５ ３４．１

２４ デュークワンダー 牡３栗 ５６ 上村 洋行伊東 純一氏 後藤 由之 静内 静内フジカ

ワ牧場 ５０８ ―１：５９．３１� ３３．９�
６１２ スズカアリュール 牡３黒鹿５６ 秋山真一郎永井 啓弍氏 藤沢 則雄 むかわ 新井牧場 ４８４ ―１：５９．４クビ ８．７�
８１６ ダンツライブリー 牡３栗 ５６ 川原 正一山元 哲二氏 谷 潔 浦河 笹島 政信 ４５０ ―１：５９．６１� ２１．８

（兵庫）

５９ グッドバイタル 牡３栗 ５６ 熊沢 重文杉立 恭平氏 宮 徹 浦河 ヒダカフアーム ４８４ ―１：５９．７� １１．２�
６１１ ビーグロウリアス 牡３鹿 ５６ 高橋 亮吉岡 泰治氏 高橋 隆 森 笹川大晃牧場 ４６６ ―１：５９．９� ９９．３�
８１５ クリーンナップ 牝３鹿 ５４

５１ ▲松山 弘平小田切有一氏 谷 潔 浦河 木村牧場 ４２２ ― 〃 アタマ １８．８�
３５ ウォーターハンソロ 牡３栗 ５６ 川田 将雅山岡 良一氏 河内 洋 新冠 高瀬牧場 ５０２ ―２：０１．２８ ２０．９�
４７ ノーティーズファン 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介谷 雄史氏 畠山 吉宏 浦河 細道牧場 ４６０ ―２：０３．３大差 ６１．７�
１２ ニホンピロムラサメ 牡３栗 ５６ 田中 克典小林百太郎氏 河内 洋 新ひだか 荒谷 英俊 ４９８ ―２：０７．２大差 １９３．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，１５０，３００円 複勝： ２２，５８６，５００円 枠連： １６，７６３，８００円

普通馬連： ３９，７８１，１００円 馬単： ３７，６２０，１００円 ワイド【拡大馬連】： １５，９１１，６００円

３連複： ５４，１８５，８００円 ３連単： ９７，７４５，０００円 計： ３０１，７４４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � ２，５５０円 � ２００円 枠 連（１－７） ４，６５０円

普通馬連 �� １２，４００円 馬 単 �� １６，２５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，２８０円 �� ２９０円 �� １２，４４０円

３ 連 複 ��� ３２，１２０円 ３ 連 単 ��� １７０，５４０円

票 数

単勝票数 計 １７１５０３ 的中 � ８０８４１（１番人気）
複勝票数 計 ２２５８６５ 的中 � １０３３７４（１番人気）� １１２４（１５番人気）� ２３６５０（３番人気）
枠連票数 計 １６７６３８ 的中 （１－７） ２６６４（１５番人気）
普通馬連票数 計 ３９７８１１ 的中 �� ２３６８（３１番人気）
馬単票数 計 ３７６２０１ 的中 �� １７０９（４２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５９１１６ 的中 �� ８２６（４３番人気）�� １６８２９（２番人気）�� ２８１（７８番人気）
３連複票数 計 ５４１８５８ 的中 ��� １２４５（８３番人気）
３連単票数 計 ９７７４５０ 的中 ��� ４２３（３７１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．７―３７．４―５０．７―１：０３．８―１：１６．６―１：２９．４―１：４１．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．７―３F３７．９
１
３
１，３（４，８）（１５，５，６，１４）１３－１６－１１－（１０，１２）－９－７－２
１，８（１５，１４）１３－（４，３，６，１１）－（１０，５，１２，１６）－９＝７＝２

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ロードメダリスト �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ト ニ ー ビ ン 初出走

２００６．４．２４生 牡３鹿 母 ステディハート 母母 パ ル セ イ ト １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 クリーンナップ号の騎手松山弘平は，２コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（４番への進路影響）
〔その他〕 ウォーターハンソロ号は，１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。

ニホンピロムラサメ号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除
外。

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ノーティーズファン号は，平成２１年４月２２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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ケンブリッジブルー号
※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。



０７０９０ ３月２２日 曇 稍重 （２１阪神１）第８日 第６競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１２時５０分 （芝・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

１：１９．９
１：１９．０

良

良

５１０ ティアップゴールド 牡３鹿 ５６ 池添 謙一田中 昇氏 西浦 勝一 様似 富田 恭司 ４６６＋ ４１：２３．５ ３．８�

３５ アルーリングムーン 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥 �サンデーレーシング 野村 彰彦 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４３６－ ６１：２３．８１� ７．０�

４７ リーチコンセンサス 牝３鹿 ５４ 福永 祐一 �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム ４５８－１０１：２４．２２� ５．７�
７１３ サクラアビリティー 牡３芦 ５６ 藤岡 佑介�さくらコマース藤岡 健一 新ひだか 谷岡牧場 ４５４－１０１：２４．５１� ５９．９�
１１ エイシンフェアリー 牝３栗 ５４ 小牧 太平井 豊光氏 坂口 正則 大樹 メムブリーディ

ングシステム ４３４－ ４ 〃 クビ １７．５�
１２ キンセイポラリス 牡３鹿 ５６

５４ △荻野 琢真山田 裕仁氏 矢作 芳人 門別 天羽牧場 ３９４± ０１：２４．６� １３１．１	
２３ リ ー テ ィ ラ 牝３鹿 ５４ 和田 竜二吉田 修氏 梅内 忍 新冠 武田 修一 ４８６－ ４１：２４．９１� １０７．９

６１２ シルクマイホーム 牝３鹿 ５４ 小林慎一郎有限会社シルク矢作 芳人 静内 畠山牧場 ４５２－ ４ 〃 クビ ２４．９�
７１４ ワンズガーホッド 牝３芦 ５４ 武 幸四郎�協和牧場 笹田 和秀 新冠 協和牧場 ４６６－ ４１：２５．０� １９．９�
５９ � ワイズドリーム 牝３栗 ５４ 酒井 学吉田 好雄氏 吉田 直弘 米 Eclipse Thor-

oughbreds Inc. ４７６－ ８１：２５．４２� ２８．３
８１６ ドリームゼニス 牡３栗 ５６ 内田 博幸セゾンレースホース� 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 ４８６＋ ６１：２５．５� ３．２�
６１１ キングアレキサンダ 牡３鹿 ５６ 石橋 守鳴戸 雄一氏 大根田裕之 静内 カタオカフアーム ４８６＋１０ 〃 アタマ ６４．８�
４８ 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 ４５４－ ４ 〃 アタマ ３４．４�
８１５	 モエレサマー 牡３鹿 ５６ 四位 洋文松山 増男氏 坂口 正則 新ひだか 中村 和夫 ４５４－ ４１：２５．７１ ４６．０�
３６ メモリーパフィア 牝３黒鹿５４ 秋山真一郎橋元 幸次氏 湯窪 幸雄 日高 藤本 直弘 ４４６± ０１：２５．８� １２．７�
２４ 
 ク リ プ ト ン 牡３鹿 ５６ 下原 理組）ジェントルマン

ホースクラブ 寺嶋 正勝 浦河 猿橋 義昭 ４４６± ０１：２５．９クビ １８６．４�
（兵庫） （兵庫）

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，８１２，９００円 複勝： ２３，９６２，８００円 枠連： １６，１１８，７００円

普通馬連： ５１，５８６，３００円 馬単： ３５，５０４，５００円 ワイド【拡大馬連】： １８，８８３，０００円

３連複： ６５，６４８，２００円 ３連単： １０９，７９２，３００円 計： ３３８，３０８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １８０円 � ２３０円 � ２００円 枠 連（３－５） ８７０円

普通馬連 �� １，５７０円 馬 単 �� ２，６４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５７０円 �� ４９０円 �� ７００円

３ 連 複 ��� ２，９４０円 ３ 連 単 ��� １２，５１０円

票 数

単勝票数 計 １６８１２９ 的中 � ３４８７０（２番人気）
複勝票数 計 ２３９６２８ 的中 � ３８５２０（２番人気）� ２６６４２（４番人気）� ３１７６７（３番人気）
枠連票数 計 １６１１８７ 的中 （３－５） １３７５０（３番人気）
普通馬連票数 計 ５１５８６３ 的中 �� ２４３７５（５番人気）
馬単票数 計 ３５５０４５ 的中 �� ９９４２（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８８８３０ 的中 �� ８２５０（５番人気）�� ９８２０（４番人気）�� ６５４６（７番人気）
３連複票数 計 ６５６４８２ 的中 ��� １６５０３（６番人気）
３連単票数 計１０９７９２３ 的中 ��� ６４８０（２０番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．７―１１．３―１１．９―１２．５―１２．２―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．０―２２．７―３４．０―４５．９―５８．４―１：１０．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ティアップゴールド �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Machiavellian デビュー ２００８．１０．１９ 京都３着

２００６．３．７生 牡３鹿 母 ア ラ デ ヤ 母母 Fair Shirley ５戦２勝 賞金 １６，３３１，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ９頭 アドマイヤランサム号・エーシンビーセルズ号・オーシャンロード号・カイシュウボナンザ号・コルサージュ号・

ナショナルヒーロー号・ビスカヤ号・フェストシュピール号・ユーセイヤマトオー号
※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。



０７０９１ ３月２２日 曇 稍重 （２１阪神１）第８日 第７競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１３時２０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

４５ ワンダーアキュート 牡３鹿 ５６ 小牧 太山本 信行氏 佐藤 正雄 三石 フクダファーム ４８６－ ４１：５２．６ １１．４�

３３ ナリタカービン 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介�オースミ 飯田 雄三 千歳 社台ファーム ４８８＋ ２ 〃 ハナ ５．０�
７１２ ヒゼンリバイバル 牡３鹿 ５６ 上村 洋行�前川企画 奥平 雅士 平取 高橋 幸男 ５０８－１０１：５３．７７ ９．３�
６９ サダムマンテン 牡３栗 ５６ 内田 博幸大西 定氏 中村 均 日高 日高大洋牧場 ５２８＋１０１：５４．１２� ７．７�
８１３ スマートタイタン 牡３栗 ５６ 福永 祐一大川 徹氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム ５００± ０ 〃 ハナ ８．１�
３４ ピサノキコウシ 牡３鹿 ５６ 横山 典弘市川 義美氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 ４６６－ ６ 〃 ハナ ９．３	
６１０ トミケンプライマリ 牝３栗 ５４

５１ ▲松山 弘平冨樫 賢二氏 池添 兼雄 浦河 平成ファーム ４５２－ ８１：５４．３１� ５０．８

２２ ナムラカイシュウ 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 伊藤 明 ４８４－ ８ 〃 ハナ ２．９�
５７ シゲルダイセン 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文森中 蕃氏 木原 一良 静内 岡田牧場 ４５６± ０１：５４．４� １２．９�
７１１ コスモオーカン 牡３黒鹿５６ 下原 理鈴木 芳夫氏 中村 均 日高 マル良牧場 ５０４＋ ２１：５６．３大差 ２５８．０

（兵庫）

５８ マコトエレンシア 牝３黒鹿５４ 秋山真一郎眞壁 明氏 川村 禎彦 様似 出口 繁夫 ４５４± ０１：５６．６１� １０４．１�
４６ ツカサゲンキ 牡３鹿 ５６ 武 幸四郎中務 幸雄氏 田所 秀孝 浦河 日優牧場 B４８２＋ ２１：５６．９２ ４５．５�
８１４ コ ン ゴ ウ 牡３芦 ５６ 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４１８＋ ２１：５７．３２� ５４．０�
１１ � スペシャルロッキー 牡３栗 ５６ 川原 正一津田 康平氏 斉藤 裕 日高 佐々木牧場 ４６８－ ６１：５７．８３ １７４．９�

（兵庫） （兵庫）

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２１，１４６，４００円 複勝： ３１，３４６，３００円 枠連： １８，９３３，４００円

普通馬連： ６６，３０６，３００円 馬単： ４４，０７０，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，８１６，５００円

３連複： ８４，３４４，９００円 ３連単： １４０，６５８，０００円 計： ４２８，６２２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１４０円 複 勝 � ３３０円 � １７０円 � ２５０円 枠 連（３－４） １，５２０円

普通馬連 �� ２，７３０円 馬 単 �� ６，４８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８１０円 �� １，７５０円 �� ６８０円

３ 連 複 ��� ６，７３０円 ３ 連 単 ��� ４６，２６０円

票 数

単勝票数 計 ２１１４６４ 的中 � １４６９９（７番人気）
複勝票数 計 ３１３４６３ 的中 � ２１７４６（８番人気）� ５７６７８（２番人気）� ３１８４２（４番人気）
枠連票数 計 １８９３３４ 的中 （３－４） ９２１２（７番人気）
普通馬連票数 計 ６６３０６３ 的中 �� １７９７６（１５番人気）
馬単票数 計 ４４０７０２ 的中 �� ５０２０（３１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１８１６５ 的中 �� ６７６２（１０番人気）�� ２９４８（２８番人気）�� ８１４２（６番人気）
３連複票数 計 ８４３４４９ 的中 ��� ９２５１（３１番人気）
３連単票数 計１４０６５８０ 的中 ��� ２２４４（１９６番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．１―１３．１―１２．８―１３．０―１２．７―１２．１―１２．３―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．８―３６．９―４９．７―１：０２．７―１：１５．４―１：２７．５―１：３９．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．９―３F３７．２
１
３

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

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

ワンダーアキュート �
�
父 カリズマティック �

�
母父 Pleasant Tap デビュー ２００９．１．２４ 京都１着

２００６．３．１４生 牡３鹿 母 ワンダーヘリテージ 母母 Casa Petrone ４戦２勝 賞金 １４，０００，０００円
〔制裁〕 ナムラカイシュウ号の騎手小林徹弥は，１コーナーで十分な間隔がないのに先行馬を内側から追い抜いたことについて過怠

金１０，０００円。（４番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スペシャルロッキー号は，平成２１年４月２２日まで平地競走に出走できない。
※ヒゼンリバイバル号は，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。



０７０９２ ３月２２日 曇 稍重 （２１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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

８１６ セレスコクオー 牡４青鹿５７ 池添 謙一岡 浩二氏 宮本 博 浦河 大柳ファーム ５３４＋ ８１：２４．８ ２８．０�

７１３ シュウボンバー 牡４栗 ５７ 四位 洋文小田 吉男氏 坂口 正則 三石 折手牧場 B５００－ ２ 〃 クビ ４．５�
７１４ サイキックダイブ 牡５青鹿５７ 福永 祐一 �ノースヒルズマネ

ジメント 荒川 義之 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７８－ ２１：２４．９� ４．７�
６１２ クレアシオン 牝４鹿 ５５ 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム ４４６＋ ４１：２５．０� ９．２�
１２ シャドウデイル 牡４鹿 ５７ 川原 正一飯塚 知一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム ５３４－１０１：２５．１� １０．９�

（兵庫）

８１５� サ ク ラ モ サ 牡６栗 ５７ 内田 博幸�さくらコマース梅田 智之 静内 新和牧場 ４９６＋ ２１：２５．３１� ６．５	
２４ ブラックルーラー 牡４黒鹿 ５７

５４ ▲松山 弘平吉田 照哉氏 石坂 正 千歳 社台ファーム ４８２＋ ８１：２５．４クビ １０．４

４７ ヒシマイスター 牡５鹿 ５７ 秋山真一郎阿部雅一郎氏 小島 貞博 門別 日高大洋牧場 ４７６－１４１：２５．７１� ３２．１�
５９ � レッドゾーン 牡５栗 ５７ 和田 竜二村上 稔氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ４８０－１０１：２６．１２� ４９．５�
４８ � ワンダーホーマ 牡４黒鹿 ５７

５４ ▲大下 智山本 信行氏 梅内 忍 浦河 尾野 一義 ５１０＋ ２１：２６．２� ２０２．７
２３ ウ レ ッ コ 牝５鹿 ５５ 下原 理角田 睦子氏 坪 憲章 様似 ホウセイ牧場 ４２４－ ２１：２６．５１� ３３．１�

（兵庫）

６１１ ディープキッス 牝４鹿 ５５ 武 幸四郎岸田 勝宏氏 田所 秀孝 新冠 ハクツ牧場 ４３６－ ２１：２６．７１� １３．５�
１１ � ヒシマウンテン 牡４栗 ５７ 熊沢 重文阿部雅一郎氏 小林 常泰 新冠 カミイスタット ５４２－１０１：２７．１２� １０．５�
３５ ニシノクニカラ 牝４栗 ５５ 石橋 守西山 茂行氏 河内 洋 鵡川 西山牧場 ４３８－ ８１：２７．９５ １４７．８�
５１０ マイネルフリーデン 牡４栗 ５７ 小牧 太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 白井 寿昭 浦河 バンダム牧場 ５０２－ ４１：２８．０クビ ３４．５�
３６ スズカデヒア 牡７栗 ５７ 川田 将雅永井 啓弍氏 藤沢 則雄 鵡川 新井牧場 ５２０－ ８１：２８．２１� ２０．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，９２９，８００円 複勝： ３２，３７６，５００円 枠連： ２４，９６１，０００円

普通馬連： ７２，１９１，７００円 馬単： ４５，９５０，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，６３１，５００円

３連複： ９４，０１９，１００円 ３連単： １４８，４１３，８００円 計： ４６３，４７３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，８００円 複 勝 � ５５０円 � ２００円 � １６０円 枠 連（７－８） ５８０円

普通馬連 �� １０，１２０円 馬 単 �� ２８，７４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，９１０円 �� ２，７２０円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� １０，５９０円 ３ 連 単 ��� ９６，９３０円

票 数

単勝票数 計 １９９２９８ 的中 � ５６２８（１０番人気）
複勝票数 計 ３２３７６５ 的中 � １１４１１（９番人気）� ４６３８７（２番人気）� ６８４０１（１番人気）
枠連票数 計 ２４９６１０ 的中 （７－８） ３２０６０（２番人気）
普通馬連票数 計 ７２１９１７ 的中 �� ５２６６（４１番人気）
馬単票数 計 ４５９５０５ 的中 �� １１８０（１０９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５６３１５ 的中 �� ２００９（４０番人気）�� ２１４８（３８番人気）�� ２１１９９（１番人気）
３連複票数 計 ９４０１９１ 的中 ��� ６５５７（３０番人気）
３連単票数 計１４８４１３８ 的中 ��� １１３０（２８５番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セレスコクオー �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Easy Goer デビュー ２００７．７．８ 阪神９着

２００５．３．２２生 牡４青鹿 母 メイクアスメリー 母母 ダジルミージョリエ １４戦２勝 賞金 ２０，４９０，０００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。



０７０９３ ３月２２日 曇 稍重 （２１阪神１）第８日 第９競走 ��
��１，４００�

す ま

須 磨 特 別
発走１４時２５分 （芝・右）

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 ３７８，０００円 １０８，０００円 ５４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．９
１：１９．０

良

良

６１０ タマモナイスプレイ 牡４黒鹿５７ 横山 典弘タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 ４７６－ ２１：２３．２ ２．８�

７１１ マイネルクラッチ 牡５鹿 ５７ 内田 博幸 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 吉田 直弘 鵡川 新井牧場 ５０４－ ４１：２３．３� ７．９�

４５ シゲルハスラット 牡４栗 ５７ 秋山真一郎森中 蕃氏 鶴留 明雄 浦河 中村 雅明 ４４６－１０１：２３．８３ ２４．２�
３３ メイショウゲンジ 牡６栗 ５７ 福永 祐一松本 好雄氏 佐山 優 新冠 ヤマオカ牧場 ５３０－ ２ 〃 クビ ５．７�
４６ ファイアレッド 牡４青鹿５７ 池添 謙一 �社台レースホース長浜 博之 三石 追分ファーム B４７０± ０１：２３．９� ５．４�
５７ エーシンビーエル 牡５鹿 ５７ 藤岡 佑介平井 宏承氏 湯窪 幸雄 米 Winches-

ter Farm ５４２＋ ２ 〃 ハナ １５．７	
６９ カシノマイケル 牡６青鹿５７ 川原 正一柏木 務氏 田所 清広 新冠 小泉 学 ４７０＋ ４１：２４．２１� ６７．６


（兵庫）

２２ 	 エイシンインパール 牡７芦 ５７ 和田 竜二平井 豊光氏 沖 芳夫 米 Mueller
Farms, Inc. ５１４－ ６１：２４．３クビ ９０．９�

３４ ローザブランカ 牝４芦 ５５ 小牧 太 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４４８＋１２ 〃 クビ １７．９�
１１ ファンドリウェーブ 牡５栗 ５７ 柴原 央明水戸 富雄氏 田中 章博 静内 高橋フアーム ４５０－ ２１：２４．５１� １８３．６
７１２ ミルクトーレル 牝５鹿 ５５ 四位 洋文宮原 廣伸氏 昆 貢 三石 山際牧場 ５０８－ ２１：２４．６� ５．２�
５８ 
 ゲットクール 牡７栗 ５７ 下原 理狩野 秀彦氏 鮫島 一歩 平取 高橋 啓 ４９０－ ４１：２４．７� ２３３．９�

（兵庫）

８１４
 シゲルレスポワール 牡４青鹿５７ 川田 将雅森中 蕃氏 川村 禎彦 新冠 長浜 秀昭 ４５６＋ ８ 〃 クビ １８９．３�
８１３ ビッグファルコン 牡８栗 ５７ 熊沢 重文小林 昌志氏 須貝 尚介 浦河 小倉牧場 ４４６± ０ 〃 アタマ ８３．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２４，６６２，９００円 複勝： ４１，１４５，５００円 枠連： ２３，７２０，３００円

普通馬連： １１０，５９７，６００円 馬単： ７０，０４７，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，８３９，６００円

３連複： １２１，２５９，９００円 ３連単： ２５８，２４２，３００円 計： ６８１，５１５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １４０円 � ２４０円 � ５３０円 枠 連（６－７） ４００円

普通馬連 �� １，０１０円 馬 単 �� １，５１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５００円 �� １，１１０円 �� ２，１２０円

３ 連 複 ��� ７，１４０円 ３ 連 単 ��� ２３，１９０円

票 数

単勝票数 計 ２４６６２９ 的中 � ７１５６９（１番人気）
複勝票数 計 ４１１４５５ 的中 � １０６５０３（１番人気）� ４１３０８（５番人気）� １５１６９（７番人気）
枠連票数 計 ２３７２０３ 的中 （６－７） ４３８３０（１番人気）
普通馬連票数 計１１０５９７６ 的中 �� ８１２５５（４番人気）
馬単票数 計 ７００４７３ 的中 �� ３４２５８（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１８３９６ 的中 �� １６９２８（６番人気）�� ６９４１（１４番人気）�� ３５０３（２５番人気）
３連複票数 計１２１２５９９ 的中 ��� １２５３９（２５番人気）
３連単票数 計２５８２４２３ 的中 ��� ８２２１（８０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２４．０―３５．６―４７．７―５９．５―１：１１．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タマモナイスプレイ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００７．７．２９ 小倉４着

２００５．４．２４生 牡４黒鹿 母 ホットプレイ 母母 ダイナホツト １０戦３勝 賞金 ４９，１０７，０００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。



０７０９４ ３月２２日 雨 稍重 （２１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００分 （芝・右）
４歳以上，１，６００万円以下，２０．３．２２以降２１．３．１５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 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５８．１
１：５６．４

良

良

１２ イケトップガン 牡５栗 ５５ 川田 将雅池田 豊治氏 石毛 善彦 三石 村上牧場 ４６６－１０２：０４．４ ７．６�

８１６ タニノディキディキ 牡６鹿 ５５ 秋山真一郎谷水 雄三氏 長浜 博之 静内 カントリー牧場 ４７２－ ２２：０４．６１� １９．０�
５１０ ケンブリッジレーザ 牡６青 ５５ 福永 祐一中西 健造氏 大根田裕之 浦河 ヒダカフアーム ４９８＋ ８２：０４．８１� １７．８�
６１１ メイショウベルーガ 牝４芦 ５４ 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 ４７４± ０２：０４．９クビ ９．９�
４７ デンコウミサイル 牡６栗 ５４ 橋本 美純田中 康弘氏 鶴留 明雄 三石 平岩牧場 ５１４± ０２：０５．０� ５５．８�
６１２ エーティーボス 牡５鹿 ５５ 川原 正一荒木 徹氏 湯窪 幸雄 静内 伊藤 敏明 ４８４± ０２：０５．２１� ５０．８�

（兵庫）

１１ サダムイダテン 牡４栗 ５４ 内田 博幸大西 定氏 中村 均 新冠 斉藤 安行 ４８４± ０２：０５．３� １１．５�
７１３ ホワイトピルグリム 牡４芦 ５７ 和田 竜二	ターフ・スポート鮫島 一歩 浦河 鵜木 唯義 ４５８＋ ２ 〃 アタマ ７．６

８１５ アヴェンティーノ 牡５鹿 ５５ 熊沢 重文吉田 和子氏 須貝 尚介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８８－ ４２：０５．６２ ３７．５�
５９ タイセイファイター 牡５鹿 ５５ 小牧 太田中 成奉氏 新川 恵 様似 富田 恭司 ５３０＋ ２２：０５．８� ３．８�
２３ アメジストリング 牝５黒鹿５３ 下原 理 	サンデーレーシング 浅見 秀一 早来 ノーザンファーム ４７８－ ４２：０６．１２ １１６．５

（兵庫）

３６ ア ル カ ザ ン 牡４鹿 ５４ 四位 洋文	エーティー 昆 貢 門別 シンコーファーム ４８４－ ４２：０６．３１� ２０．４�
３５ ファランドール 牝７鹿 ５２ 石橋 守 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 坪 憲章 静内 服部 牧場 ４４０－ ２ 〃 クビ ９５．７�
７１４ ショートローブス 牡９黒鹿５３ 上村 洋行 	サンデーレーシング 相沢 郁 早来 ノーザンファーム ４６６－ ６２：０７．０４ １８３．１�
２４ ロードアンセム 牡７栗 ５４ 武 幸四郎 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 門別 日高大洋牧場 ５０６－ ２２：０７．６３� ２４．３�
４８ ダイバーシティ 牡４鹿 ５６ 横山 典弘 	サンデーレーシング 小西 一男 早来 ノーザンファーム ４５６－１４２：０８．０２� ３．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３４，５４１，８００円 複勝： ５６，８８８，６００円 枠連： ３６，３５５，８００円

普通馬連： １６６，７８１，５００円 馬単： ９７，１１７，６００円 ワイド【拡大馬連】： ４５，０７８，５００円

３連複： １９４，３３０，６００円 ３連単： ３８０，５４８，２００円 計： １，０１１，６４２，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７６０円 複 勝 � ２８０円 � ５１０円 � ６９０円 枠 連（１－８） ２，６３０円

普通馬連 �� ５，７１０円 馬 単 �� ９，８１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６４０円 �� ２，２７０円 �� ２，９００円

３ 連 複 ��� ２９，６３０円 ３ 連 単 ��� １５２，１４０円

票 数

単勝票数 計 ３４５４１８ 的中 � ３５８６６（４番人気）
複勝票数 計 ５６８８８６ 的中 � ６１５４４（４番人気）� ２８６０２（６番人気）� ２０１２６（９番人気）
枠連票数 計 ３６３５５８ 的中 （１－８） １０２１８（１３番人気）
普通馬連票数 計１６６７８１５ 的中 �� ２１５８０（２２番人気）
馬単票数 計 ９７１１７６ 的中 �� ７３１１（３７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４５０７８５ 的中 �� ６８４２（１８番人気）�� ４８９１（２７番人気）�� ３７９９（３２番人気）
３連複票数 計１９４３３０６ 的中 ��� ４８４１（８８番人気）
３連単票数 計３８０５４８２ 的中 ��� １８４６（４４６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２４．５―３７．６―５０．５―１：０２．８―１：１５．１―１：２７．１―１：３９．１―１：５１．３

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

イケトップガン �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００６．１２．２３ 中山６着

２００４．６．１７生 牡５栗 母 オークスピリッツ 母母 カシワズプリンセス ２３戦５勝 賞金 ９１，５９５，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
〔制裁〕 ホワイトピルグリム号の騎手和田竜二は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（１５番への進路影響）

サダムイダテン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戒告。（１５番への進路影響）
※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 コパノジングー号・マルティンスターク号
※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。



０７０９５ ３月２２日 雨 重 （２１阪神１）第８日 第１１競走 ��
��３，０００�第５７回阪 神 大 賞 典（ＧⅡ）

発走１５時３５分 （芝・右）
４歳以上；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減，２０．３．２２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，２０．３．２１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

６７ アサクサキングス 牡５鹿 ５８ 四位 洋文田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ５０８± ０３：１３．２ ３．７�

６８ ヒカルカザブエ 牡４黒鹿５６ 秋山真一郎�橋 京子氏 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム ４７２－１４ 〃 ハナ ２１．４�
８１１ ナムラクレセント 牡４鹿 ５６ 小牧 太奈村 信重氏 福島 信晴 静内 八田ファーム ４８８＋ ４３：１３．５１� １１．０�
７１０ スクリーンヒーロー 牡５栗 ５９ 横山 典弘吉田 照哉氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４８８± ０３：１４．０３ ４．０�
２２ トウカイトリック 牡７鹿 ５７ 和田 竜二内村 正則氏 野中 賢二 三石 土田 扶美子 ４５２＋ ８３：１４．１クビ ２５．０�
５５ デルタブルース 牡８鹿 ５８ 川田 将雅 �サンデーレーシング 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ５２４＋ ３３：１４．４２ ３６．５�
８１２ オウケンブルースリ 牡４栗 ５８ 内田 博幸福井 明氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４８４＋ ２ 〃 アタマ ２．６	
１１ エアジパング �６鹿 ５８ 福永 祐一 
ラッキーフィールド藤原 英昭 静内 藤原牧場 ４４４－ ８３：１５．３５ ２０．２�
４４ テイエムプリキュア 牝６黒鹿５６ 荻野 琢真竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 ４９６－ ６３：１６．０４ ２２．８�
５６ ゴーウィズウィンド 牡１０黒鹿５７ 熊沢 重文岡田 牧雄氏 星野 忍 新冠 オートファー

ム 渡 B４６６－ ８ 〃 クビ １８９．６�
３３ ニホンピロレガーロ 牡６鹿 ５７ 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 静内 福岡 清 ５０２－１２３：１６．１クビ ２８．７�
７９ トウカイエリート 牡９黒鹿５７ 上村 洋行内村 正則氏 野中 賢二 新冠 長浜牧場 ４９０＋ ６３：２２．１大差 １１６．０�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １０９，０８６，２００円 複勝： １３９，１２４，８００円 枠連： ８８，５２７，０００円

普通馬連： ６１５，１４１，５００円 馬単： ３８３，８３８，９００円 ワイド【拡大馬連】： １４３，２９３，３００円

３連複： ６９６，８９９，１００円 ３連単： １，８４８，０９６，４００円 計： ４，０２４，００７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １８０円 � ６４０円 � ３１０円 枠 連（６－６） ２，８８０円

普通馬連 �� ２，９９０円 馬 単 �� ３，９７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１２０円 �� ６６０円 �� １，８４０円

３ 連 複 ��� ６，４７０円 ３ 連 単 ��� ２９，５２０円

票 数

単勝票数 計１０９０８６２ 的中 � ２３２８８５（２番人気）
複勝票数 計１３９１２４８ 的中 � ２６８４２６（２番人気）� ４６５６２（８番人気）� １１２４２５（４番人気）
枠連票数 計 ８８５２７０ 的中 （６－６） ２２７２４（９番人気）
普通馬連票数 計６１５１４１５ 的中 �� １５１８６９（９番人気）
馬単票数 計３８３８３８９ 的中 �� ７１４２０（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１４３２９３３ 的中 �� ３１２８０（１２番人気）�� ５６３７０（５番人気）�� １８５１３（２１番人気）
３連複票数 計６９６８９９１ 的中 ��� ７９５９１（１９番人気）
３連単票数 計１８４８０９６４ 的中 ��� ４６２１７（８６番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．７―１２．７―１３．０―１２．７―１２．６―１２．３―１３．１―１２．９―１２．８―１２．９―１２．９―１３．４―１３．５―１３．７

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―２４．７―３７．４―５０．４―１：０３．１―１：１５．７―１：２８．０―１：４１．１―１：５４．０―２：０６．８―２：１９．７―２：３２．６

２，６００� ２，８００�
―２：４６．０―２：５９．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→�」 上り４F５３．５―３F４０．６
１
�
４＝５，１０（３，８）（７，１２）（１，２，１１）（６，９）
４＝（５，８）（１０，３）（７，１２）１１，２，１－６＝９

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

アサクサキングス �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００６．１０．１５ 東京１着

２００４．３．２３生 牡５鹿 母 クルーピアスター 母母 クルーピアレディー １８戦６勝 賞金 ５０２，７５５，０００円
〔制裁〕 アサクサキングス号の騎手四位洋文は，３コーナー通過後に外側に斜行したことについて戒告。（３番への進路影響）

アサクサキングス号の騎手四位洋文は，決勝線手前で内側に斜行したことについて戒告。（８番への進路影響）



０７０９６ ３月２２日 雨 重 （２１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

１：０９．７
１：０８．７

重

重

３６ メ ガ リ ス 牡５黒鹿５７ 小牧 太 �社台レースホース宮 徹 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５０４－１２１：１１．２ ３．３�

３５ インプレッション �７黒鹿５７ 和田 竜二前田 幸治氏 沖 芳夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ５０２－ ２ 〃 クビ ８２．９�
８１６ ワンダープロ 牡６栗 ５７ 川田 将雅山本 信行氏 小崎 憲 浦河 帰山 清貴 ５０２＋ ２ 〃 アタマ ５．１�
６１１ サンマルチーフ 牡５栗 ５７ 福永 祐一相馬 勇氏 大橋 勇樹 門別 田端牧場 ４９８＋ ２１：１１．５１� １３．０�
５９ マイディスカバリー 牝４鹿 ５５ 藤岡 佑介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 矢作 芳人 静内 寺越 政幸 B４４２－ ２ 〃 アタマ １８．６�
８１５ オウシュウバラッド 牡４栗 ５７ 池添 謙一西村 專次氏 柴田 光陽 新冠 ヒカル牧場 B５０２± ０１：１１．８１� ８８．９	
７１３ イ チ オ カ 牡４黒鹿５７ 秋山真一郎三宅 勝俊氏 安田 隆行 様似 能登ファーム ５１２＋ ２ 〃 アタマ ９．９

４８ リリーハーバー 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲松山 弘平土井 孝夫氏 池添 兼雄 三石 下屋敷牧場 ５００＋１２１：１１．９クビ ５．６�
５１０ ニシノヴァネッサ 牝５芦 ５５

５３ △荻野 琢真西山 茂行氏 田所 秀孝 鵡川 西山牧場 ４８０＋ ４ 〃 クビ ４２．９�
６１２ ローランバーク 牡５栗 ５７ 内田 博幸斉藤 敏博氏 水野 貴広 浦河 宮内牧場 ４６８－ ８１：１２．１１ １５．３
１１ モ チ 牡５青鹿５７ 下原 理小田切有一氏 田中 章博 白老 社台牧場 ５１２－ ４１：１２．４２ ２７．６�

（兵庫）

４７ ピンクペガサス 牡４黒鹿５７ 酒井 学木村 久子氏 服部 利之 静内 フジワラフアーム ４９０－ ４１：１２．７１� ６８．９�
７１４ ド キ ャ ー レ 牡４栗 ５７ 川原 正一浜RC組合 大橋 勇樹 静内 酒井 静男 ４６２－ ４１：１２．８	 ４８．２�

（兵庫）

１２ 
 アクロスザスター �５栗 ５７ 上村 洋行前田 幸治氏 中竹 和也 米 Karla
Wolfson ５０８－ ２１：１４．０７ ２０．２�

２３ リバータウン 牡４青鹿５７ 四位 洋文後藤 繁樹氏 坂口 正則 三石 田湯牧場 ４９６＋１２１：１４．２１	 １３．５�
２４ 
 ホウショウリヴ 牝６芦 ５５ 武 幸四郎芳賀 吉孝氏 武藤 善則 米 Green

Gates Farm B４８０－ ８１：１４．４� ２２．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４０，７０９，０００円 複勝： ５２，２２０，４００円 枠連： ４３，７３７，９００円

普通馬連： １７６，０８０，６００円 馬単： １０５，１１８，２００円 ワイド【拡大馬連】： ４８，２５６，５００円

３連複： ２０５，７０９，３００円 ３連単： ４２３，３７５，４００円 計： １，０９５，２０７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １６０円 � １，２１０円 � １８０円 枠 連（３－３） ８，５８０円

普通馬連 �� ９，２４０円 馬 単 �� １４，８００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，６１０円 �� ３９０円 �� ４，４１０円

３ 連 複 ��� １５，８３０円 ３ 連 単 ��� １０２，９９０円

票 数

単勝票数 計 ４０７０９０ 的中 � ９７３９８（１番人気）
複勝票数 計 ５２２２０４ 的中 � １１０２１１（１番人気）� ７７６７（１４番人気）� ８３１５５（２番人気）
枠連票数 計 ４３７３７９ 的中 （３－３） ３７６５（３０番人気）
普通馬連票数 計１７６０８０６ 的中 �� １４０７６（３５番人気）
馬単票数 計１０５１１８２ 的中 �� ５２４５（５６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４８２５６５ 的中 �� ４２９１（３３番人気）�� ３４５３３（１番人気）�� ２５０７（５３番人気）
３連複票数 計２０５７０９３ 的中 ��� ９５９２（５４番人気）
３連単票数 計４２３３７５４ 的中 ��� ３０３４（３２９番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．３―１１．４―１２．１―１２．１―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．５―３３．９―４６．０―５８．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メ ガ リ ス �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Mr. Prospector デビュー ２００７．４．８ 阪神１２着

２００４．３．２７生 牡５黒鹿 母 メヤディーニ 母母 Niodini ２２戦４勝 賞金 ５３，５３０，０００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。



（２１阪神１）第８日 ３月２２日（日曜日） 曇後雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後重
稍重後重

競走回数 １２回 出走頭数 １７７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

３１６，８００，０００円
４，２６０，０００円
１２，２９０，０００円
２，３８０，０００円
３２，８２０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６３，８４１，０００円
５，４８０，８００円
１，７５２，３００円

勝馬投票券売得金
３４７，２１１，９００円
５１０，９６９，０００円
３２１，５６８，４００円
１，４６３，４２５，０００円
９５８，１６４，２００円
４１４，０４９，６００円
１，７４５，９０７，７００円
３，７８６，８４４，０００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 ９，５４８，１３９，８００円

総入場人員 ２１，６３９名 （有料入場人員 ２０，５２９名）



平成２１年度 第１回阪神競馬 総計

競走回数 ９６回 出走延頭数 １，３８１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

２，１３８，１２０，０００円
４７，２００，０００円
１２３，９９０，０００円
１５，７７０，０００円
２１５，８８０，０００円
８７０，０００円
８７０，０００円

４９８，４５３，０００円
４１，８５７，６００円
１３，６７１，９００円

勝馬投票券売得金
２，８７７，０２５，８００円
４，５０４，０４４，３００円
２，７１０，４６７，０００円
１１，１５１，７２８，６００円
７，５５２，７７２，５００円
３，２９０，６２０，９００円
１３，３４０，０４３，４００円
２８，６２４，６４２，２００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 ７４，０５１，３４４，７００円

総入場延人員 １６９，２１８名 （有料入場延人員 １６０，４９４名）




