
１０００１ ３月２８日 晴 良 （２１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３０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
１：０８．７

重

重

１２ マルサンメイン 牝３鹿 ５４ 小原 義之松井三千年氏 小原伊佐美 新冠 村上牧場 ４３２－ ４１：１３．７ ３５．３�

３５ ピュアマリーン 牝３栗 ５４ 石橋 守�山本牧場 鹿戸 明 浦河 山本牧場 ４２０± ０１：１３．９１� ６．８�
４７ ショウナンタイリン 牝３栗 ５４ 岩田 康誠国本 哲秀氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 ４４８－ ２１：１４．３２� ２．６�
５９ ラッキーパズル 牝３鹿 ５４ 内田 博幸玉井 宏和氏 谷 潔 日高 白井牧場 B４１６± ０ 〃 クビ １３．９�
４８ シゲルタカチホ 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦森中 蕃氏 梅内 忍 新冠 石田牧場 ４２０± ０１：１４．５１ １３．９�
２３ デンタルマロン 牝３栗 ５４ 木村 健安田 光則氏 柴田 光陽 日高 田端牧場 ４１４± ０ 〃 クビ １０．７�

（兵庫）

８１５ ラビアンローズ 牝３青鹿５４ 川田 将雅近藤 英子氏 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ３９８－ ４１：１４．６� ６．５	
５１０ イナズマガイア 牝３鹿 ５４ 田中 克典小泉 賢悟氏 福永 甲 新冠 小泉牧場 ４１６± ０１：１４．７� ６．７

３６ エーシンマシェリー 牝３栗 ５４ 安部 幸夫平井 宏承氏 中尾 秀正 新冠 山岡ファーム ４６６＋ ８１：１５．５５ １９．８�

（愛知）

６１２ ケンブリッジモモ 牝３鹿 ５４
５１ ▲国分 恭介中西 健造氏 田所 清広 新冠 有限会社 ケ

ンブリッジバレー ４０４＋ ４１：１５．７１ １２３．９�
７１４ スターペスレイコ 牝３芦 ５４ 幸 英明河野和香子氏 藤岡 範士 浦河 村中牧場 ４１８－ ２ 〃 アタマ ２６．４
８１６ イ ブ 牝３鹿 ５４ 浜中 俊加藤 信之氏 本田 優 三石 東川 政文 ４１６－ ６ 〃 アタマ ３５．５�
２４ ラウンドブーケ 牝３鹿 ５４ 船曳 文士宮本 貞雄氏 羽月 友彦 日高 石原牧場 ４３８ ―１：１５．８� １３６．７�
６１１ マキハタスプーン 牝３鹿 ５４ 小林 徹弥�槇本牧場 新川 恵 日高 槇本牧場 ４７６－ ２１：１６．４３� ７６．０�
７１３ マイダンスステップ 牝３鹿 ５４ 角田 晃一五影 慶則氏 本田 優 静内 フジワラフアーム ４８４＋ ６１：１７．１４ １３７．３�

（１５頭）
１１ キンショーアイドル 牝３黒鹿５４ 吉田 隼人礒野日出夫氏 中村 均 新冠 村上 雅規 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １２，７６３，３００円 複勝： ２０，０５９，８００円 枠連： １２，７７５，８００円

普通馬連： ３８，４６１，５００円 馬単： ３０，６５５，３００円 ワイド【拡大馬連】： １５，６６４，５００円

３連複： ５４，６３５，０００円 ３連単： ７６，３４１，３００円 計： ２６１，３５６，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，５３０円 複 勝 � ６４０円 � １９０円 � １４０円 枠 連（１－３） ６，３７０円

普通馬連 �� ５，２６０円 馬 単 �� １４，６２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５９０円 �� １，４８０円 �� ４００円

３ 連 複 ��� ５，５１０円 ３ 連 単 ��� ５１，７９０円

票 数

単勝票数 計 １２７６３３ 的中 � ２８５０（１０番人気）
複勝票数 計 ２００５９８ 的中 � ５５０５（１０番人気）� ２８９４１（３番人気）� ５３８５４（１番人気）
枠連票数 計 １２７７５８ 的中 （１－３） １４８２（２０番人気）
普通馬連票数 計 ３８４６１５ 的中 �� ５３９８（２２番人気）
馬単票数 計 ３０６５５３ 的中 �� １５４８（５８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５６６４５ 的中 �� ２３０２（２１番人気）�� ２４８３（２０番人気）�� １０７１１（２番人気）
３連複票数 計 ５４６３５０ 的中 ��� ７３２８（１８番人気）
３連単票数 計 ７６３４１３ 的中 ��� １０８８（１６６番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．２―１１．９―１２．１―１２．６―１３．６

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マルサンメイン �
�
父 スターリングローズ �

�
母父 ゲ イ メ セ ン デビュー ２００９．２．１５ 京都５着

２００６．５．２７生 牝３鹿 母 ゲイメチーフ 母母 オートリツチ ３戦１勝 賞金 ５，７００，０００円
〔出走取消〕 キンショーアイドル号は，疾病〔右前肢フレグモーネ〕のため出走取消。
※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 クールレディ号
※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。



１０００２ ３月２８日 晴 良 （２１阪神２）第１日 第２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

５９ バンドゥロンシャン 牡３栗 ５６ 内田 博幸 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４６４－ ６１：２５．４ ２．４�

４６ ダノンフィーバー 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠�ダノックス 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ５０４＋１２１：２５．６１ ４．０�
３５ エースダイヤ 牡３黒鹿５６ 川田 将雅池田 豊治氏 鮫島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 ４６４－ ２１：２６．２３� ４．４�
２２ コウエイテンプウ 牝３鹿 ５４ 浜中 俊西岡 静男氏 坂口 正大 浦河 安原 実 ４７０＋ ２ 〃 クビ ３８．８�
５８ トーコータカシ 牡３芦 ５６ 小牧 太森田 藤治氏 湯窪 幸雄 三石 水上 習孝 ４６８－ ６１：２６．７３ １４．７�
７１３ ヤマニンライラ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４４６± ０１：２７．０１� １０．７	
６１０ 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 ４５０＋１０ 〃 クビ １６．７

１１ レッドファング 牡３鹿 ５６ 四位 洋文 �東京ホースレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４７６＋ ２１：２７．２１� １５．４�
６１１ シースピアー 牡３栗 ５６

５３ ▲国分 恭介藤田 宗平氏 野村 彰彦 浦河 信岡牧場 ４６８－ ６１：２７．６２� ２７７．７�
２３ ナショナルキッド 牡３黒鹿５６ 熊沢 重文山田 貞蔵氏 五十嵐忠男 日高 門別フアーム ４９６＋２４１：２７．７� ８１．７
３４ メイショウランマン 牝３鹿 ５４

５１ ▲松山 弘平松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 三嶋牧場 B４１８± ０１：２８．１２� ３０４．８�
４７ エイユーレインボー 牡３鹿 ５６ 野元 昭嘉笹部 義則氏 野元 昭 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４６４－ ４１：２９．２７ ２４７．５�
８１５ シゲルホタカヤマ 牝３青鹿５４ 渡辺 薫彦森中 蕃氏 沖 芳夫 浦河 上山牧場 ４３０－１２１：２９．５１� ２４５．５�
７１２ パピヨンルージュ 牝３鹿 ５４ 和田 竜二 �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 ４３８ ― 〃 クビ ８０．０�
８１４ モンローライン 牝３鹿 ５４ 角田 晃一下河辺隆行氏 中尾 秀正 新冠 田渕牧場 ４５２＋ ４１：３７．２大差 ２９８．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １５，８５５，５００円 複勝： ２４，１７４，１００円 枠連： １１，５５４，５００円

普通馬連： ４３，２８６，０００円 馬単： ３３，５９５，１００円 ワイド【拡大馬連】： １５，６９４，４００円

３連複： ５３，４５７，６００円 ３連単： ８７，７３８，４００円 計： ２８５，３５５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １２０円 � １５０円 � １２０円 枠 連（４－５） ４５０円

普通馬連 �� ４７０円 馬 単 �� ９１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� ２２０円 �� ３００円

３ 連 複 ��� ５１０円 ３ 連 単 ��� ２，１３０円

票 数

単勝票数 計 １５８５５５ 的中 � ５３１４３（１番人気）
複勝票数 計 ２４１７４１ 的中 � ６４７５９（１番人気）� ３５９４６（３番人気）� ５５６９２（２番人気）
枠連票数 計 １１５５４５ 的中 （４－５） １９１２４（２番人気）
普通馬連票数 計 ４３２８６０ 的中 �� ６８１９４（１番人気）
馬単票数 計 ３３５９５１ 的中 �� ２７５０４（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５６９４４ 的中 �� ２０９８７（１番人気）�� １８３８９（２番人気）�� １１７５７（３番人気）
３連複票数 計 ５３４５７６ 的中 ��� ７７８３５（１番人気）
３連単票数 計 ８７７３８４ 的中 ��� ３０５１９（１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．７―３５．８―４８．２―１：００．４―１：１２．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バンドゥロンシャン �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００８．１１．２３ 京都４着

２００６．３．２３生 牡３栗 母 エアシャロン 母母 エ コ ル シ ユ ５戦１勝 賞金 ８，８５０，０００円
〔その他〕 モンローライン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕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。
〔鼻出血による出走制限〕 モンローライン号は，平成２１年４月２８日まで出走できない。
※出走取消馬 マーブルアロー号（疾病〔左前球節炎〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 トップフリーダム号・ミッキーポリス号



１０００３ ３月２８日 晴 良 （２１阪神２）第１日 第３競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１１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

１：４８．５
１：４８．４

重

重

６７ オウケンマジック 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠福井 明氏 音無 秀孝 新冠 高瀬牧場 ４４８－ ４１：５４．７ ３．１�

６６ 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 ５０６－ ６ 〃 クビ ８．８�
３３ アグネスアンカー 牡３鹿 ５６ 四位 洋文渡辺 孝男氏 的場 均 新冠 中地 康弘 ５１４± ０１：５４．８クビ ２．３�
４４ タナカラボタモチ 牡３栗 ５６ 川田 将雅�グランプリ 吉田 直弘 千歳 社台ファーム ４９６－ ２１：５５．８６ １２．８�
２２ ツルマルエース 牡３黒鹿５６ 和田 竜二鶴田 任男氏 西園 正都 浦河 駿河牧場 ４８４－ ６１：５５．９� ２６．７�
１１ ベルモントラスター 牡３黒鹿５６ 安部 幸夫 �ベルモントファーム 矢作 芳人 新冠 ベルモント

ファーム ４９０－ ４１：５６．５３� １２．４	
（愛知）

７９ レ テ ィ セ ラ 牝３鹿 ５４
５１ ▲国分 恭介 �キャロットファーム 松田 博資 安平 ノーザンファーム ３８８± ０１：５７．１３� ３７．４


７８ ダノンプログラマー 牡３青鹿５６ 内田 博幸�ダノックス 角居 勝彦 追分 追分ファーム ４４６＋ ２１：５７．３１� ７．１�
８１１ ニシノゲルニカ 牝３鹿 ５４ 熊沢 重文西山 茂行氏 中竹 和也 むかわ 西山牧場 ４４２－ ４１：５８．６８ １５２．１�
５５ ヴェレンクラフト 牝３芦 ５４

５１ ▲松山 弘平 �サンデーレーシング 浅見 秀一 追分 追分ファーム ４５６－ ２１：５９．３４ １２８．９
８１０ マスタークラウン 牡３鹿 ５６ 石橋 守�三嶋牧場 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 ４７８± ０２：０１．４大差 ９１．９�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １７，６３８，６００円 複勝： ３０，８５３，８００円 枠連： １２，１４７，１００円

普通馬連： ４５，０９４，５００円 馬単： ３８，５２６，７００円 ワイド【拡大馬連】： １７，５２１，８００円

３連複： ５８，４５２，６００円 ３連単： １１２，９３０，１００円 計： ３３３，１６５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １２０円 � １７０円 � １１０円 枠 連（６－６） １，１４０円

普通馬連 �� １，０７０円 馬 単 �� １，５９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３５０円 �� １７０円 �� ３４０円

３ 連 複 ��� ８００円 ３ 連 単 ��� ５，４７０円

票 数

単勝票数 計 １７６３８６ 的中 � ４４９２７（２番人気）
複勝票数 計 ３０８５３８ 的中 � ７３１６０（２番人気）� ３３３６５（３番人気）� １０５３５３（１番人気）
枠連票数 計 １２１４７１ 的中 （６－６） ７８９３（５番人気）
普通馬連票数 計 ４５０９４５ 的中 �� ３１１９８（４番人気）
馬単票数 計 ３８５２６７ 的中 �� １７９３３（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７５２１８ 的中 �� １１１１７（５番人気）�� ３１９３７（１番人気）�� １１２６７（４番人気）
３連複票数 計 ５８４５２６ 的中 ��� ５４５９９（２番人気）
３連単票数 計１１２９３０１ 的中 ��� １５２４５（１２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２３．８―３７．２―５０．７―１：０３．７―１：１６．８―１：２９．６―１：４２．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．０―３F３７．９
１
３
６（７，８）（２，１０）－（４，９）－（１，１１）３－５
６（７，８）２（９，１０）（４，１，１１）３－５

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

勝馬の
紹 介

オウケンマジック �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 マーベラスサンデー デビュー ２００８．１２．１４ 阪神２着

２００６．５．１６生 牡３鹿 母 オウケンガール 母母 シスターソノ ７戦１勝 賞金 １４，１００，０００円
〔発走状況〕 ダノンプログラマー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ダノンプログラマー号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マスタークラウン号は，平成２１年４月２８日まで平地競走に出走できない。
※ヴェレンクラフト号・レティセラ号は，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。



１０００４ ３月２８日 晴 良 （２１阪神２）第１日 第４競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１２時２０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 クリノオンビート 牡３鹿 ５６ 小牧 太栗本 博晴氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 ４９２－ ２１：１３．０ ７．１�

８１４ シャイニークエスト 牡３栗 ５６ 角田 晃一小林 昌志氏 石坂 正 平取 雅 牧場 ４７２± ０ 〃 ハナ １．６�
７１３ ファンドリカップ 牡３芦 ５６ 幸 英明水戸 富雄氏 高橋 成忠 浦河 有限会社

松田牧場 ４８６＋１０１：１３．１クビ ６８．７�
２２ トップフリーダム 牡３鹿 ５６ 池添 謙一横瀬 兼二氏 池添 兼雄 浦河 太陽牧場 ４５６＋ ２１：１３．６３ ８．６�
８１５ キンシスター 牡３鹿 ５６ 福永 祐一若草クラブ 浅見 秀一 新ひだか 金 宏二 ４６６＋ ４１：１３．９２ ２２．４�
４７ ラプターストーム 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介佐藤 恭永氏 羽月 友彦 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９６＋ ２１：１４．１１� ７．３�
５９ テイエムカゲトラ 牡３栗 ５６ 内田 博幸竹園 正繼氏 柴田 光陽 浦河 荻伏三好フ

アーム ４４６± ０１：１４．４２ ５７．１�
７１２ クールヴァンクル 牡３芦 ５６ 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４３０± ０１：１４．８２� １５．０	
６１０ パープルパッピー 牡３栗 ５６ 木村 健中野 銀十氏 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 ４８８－ ６１：１４．９� １４０．０


（兵庫）

２３ ダンツヘルメス 牡３鹿 ５６ 川田 将雅山元 哲二氏 山内 研二 浦河 丸幸小林牧場 ４５８－ ２ 〃 アタマ １７９．８�
３５ イナズマチーター 牝３鹿 ５４

５１ ▲国分 恭介 �ローレルレーシング 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ３９８－ ２１：１５．０クビ ５０．９
６１１ テイエムターザン 牡３栗 ５６ 安部 幸夫竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 ４４６± ０１：１６．２７ ２５６．１�

（愛知）

５８ タガノメノウ 牝３鹿 ５４
５１ ▲松山 弘平八木 昌司氏 岡田 稲男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４６６－ ８１：１６．６２� ２４３．１�
１１ オンワードシルバー 牡３芦 ５６ 小林 徹弥樫山 ハル氏 目野 哲也 浦河 オンワード牧場 ４６６＋ ２ 〃 ハナ １７９．２�
４６ トウショウブリスク �３鹿 ５６ 浜中 俊トウショウ産業� 坪 憲章 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４２０± ０ 〃 ハナ ４３．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １９，４３３，９００円 複勝： ４７，３８８，２００円 枠連： １３，２３６，１００円

普通馬連： ４４，１１０，０００円 馬単： ４１，６５０，５００円 ワイド【拡大馬連】： １７，６２８，６００円

３連複： ６０，８０８，４００円 ３連単： １１７，６８２，５００円 計： ３６１，９３８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７１０円 複 勝 � １５０円 � １１０円 � １，０７０円 枠 連（３－８） ３５０円

普通馬連 �� ４４０円 馬 単 �� １，３６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２４０円 �� ２，８４０円 �� １，２６０円

３ 連 複 ��� ５，２００円 ３ 連 単 ��� ３０，６５０円

票 数

単勝票数 計 １９４３３９ 的中 � ２１８５５（２番人気）
複勝票数 計 ４７３８８２ 的中 � ５３１４５（２番人気）� ２８７８５６（１番人気）� ４００７（１０番人気）
枠連票数 計 １３２３６１ 的中 （３－８） ２８６０８（１番人気）
普通馬連票数 計 ４４１１００ 的中 �� ７４６２１（１番人気）
馬単票数 計 ４１６５０５ 的中 �� ２２６６７（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７６２８６ 的中 �� ２２３７２（２番人気）�� １３３２（２７番人気）�� ３１０３（１７番人気）
３連複票数 計 ６０８０８４ 的中 ��� ８６４５（１５番人気）
３連単票数 計１１７６８２５ 的中 ��� ２８３４（８５番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１１．６―１１．９―１２．５―１３．３

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クリノオンビート �
�
父 スターリングローズ �

�
母父 ナグルスキー デビュー ２００８．８．９ 小倉２着

２００６．４．１３生 牡３鹿 母 フラッパーガール 母母 カレイトウシヨウ ７戦１勝 賞金 １３，１００，０００円
※トップフリーダム号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※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。



１０００５ ３月２８日 晴 良 （２１阪神２）第１日 第５競走 ��
��２，２００�サラブレッド系３歳

発走１２時５０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

２：１０．９
２：１０．１

良

良

８１８ マイファーストラヴ 牝３青鹿５４ 安部 幸夫廣村 茂一氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ４３２± ０２：１６．３ １４．１�
（愛知）

２３ ト パ ン ガ 牡３青鹿５６ 福永 祐一金子真人ホール
ディングス� 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ４７４± ０２：１６．５１ ６．３�

２４ テイエムハリアー 牡３芦 ５６
５３ ▲国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 ４３４－ ４２：１６．９２� １０．４�

４７ ウインスカイハイ 牡３青鹿５６ 川田 将雅�ウイン 山内 研二 新冠 カミイスタット ４６６± ０ 〃 クビ ５．６�
８１６ カネトシタフガイ 牡３芦 ５６ 吉田 隼人兼松 利男氏 荒川 義之 浦河 岡部牧場 ４６２－ ２２：１７．１１� １３．８�
３５ バ バ ロ ア 牡３黒鹿５６ 池添 謙一馬場 幸夫氏 浅見 秀一 新ひだか グランド牧場 ４５４＋ ４ 〃 アタマ ８５．１�
５１０ ヴィーヴァマンボ 牡３鹿 ５６ 木村 健芹澤 精一氏 阿部 新生 三石 片山牧場 ４４４－１０２：１７．２� ３３２．９	

（兵庫）

３６ ツルマルノホシ 牡３鹿 ５６ 小牧 太鶴田 任男氏 橋口弘次郎 浦河 市川牧場 ４８６－ ６２：１７．３� １１．７

７１４ ミッキースポット 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠野田みづき氏 大久保龍志 早来 ノーザンファーム ５０４＋ ６ 〃 ハナ ２．５�
６１２ フ ィ ク サ ー 牡３栗 ５６ 幸 英明前田 幸治氏 沖 芳夫 新冠 秋田牧場 ４６４＋ ４２：１７．５� １９．５�
４８ メイショウバキラ 牡３青 ５６ 高橋 亮松本 好雄氏 高橋 隆 浦河 大島牧場 ４４０－ ２ 〃 アタマ １６９．０
５９ ブリリアントレイ 牝３鹿 ５４ 内田 博幸下河辺隆行氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 ４６８＋ ２ 〃 ハナ １４．４�
７１３ ゲットワイルド 牡３栗 ５６

５３ ▲松山 弘平小林 一成氏 清水 出美 浦河 昭和牧場 ４５６－ ２２：１８．８８ ４２７．４�
８１７ ジャコハッチャン 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介晴間 初栄氏 庄野 靖志 新冠 武田 修一 ４４４ ― 〃 クビ ８７．４�
１１ ゴッドダンシング 牝３黒鹿５４ 浜中 俊中西 憲治氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４５８－ ２２：１９．８６ ７０．２�
１２ リバーマーキュリー 牡３栗 ５６ 秋山真一郎河越 武治氏 須貝 彦三 浦河 熊谷 武 ４４２＋ ２２：２０．３３ ２４７．２�
７１５� コスモジャングル 牡３鹿 ５６ 武 幸四郎 �ビッグレッドファーム 宮 徹 愛

Maddenstown
Equine Enter-
prise Ltd

４７４ ― 〃 クビ １０６．８�
６１１� エーシンロレーン 牝３栗 ５４ 和田 竜二平井 宏承氏 岡田 稲男 米 Winches-

ter Farm ４０８－１０２：２０．９３� ３８６．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １６，８１０，３００円 複勝： ２６，７７４，６００円 枠連： １５，３９４，６００円

普通馬連： ４５，６０２，４００円 馬単： ３３，８７５，５００円 ワイド【拡大馬連】： １７，１０５，３００円

３連複： ５９，０５１，７００円 ３連単： ９０，９０７，６００円 計： ３０５，５２２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４１０円 複 勝 � ４３０円 � ２３０円 � ２６０円 枠 連（２－８） １，１８０円

普通馬連 �� ４，３９０円 馬 単 �� １０，５２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６１０円 �� １，９００円 �� ８６０円

３ 連 複 ��� １２，８８０円 ３ 連 単 ��� ８０，８４０円

票 数

単勝票数 計 １６８１０３ 的中 � ９４４２（７番人気）
複勝票数 計 ２６７７４６ 的中 � １４８８７（７番人気）� ３３５８５（３番人気）� ２７７８８（４番人気）
枠連票数 計 １５３９４６ 的中 （２－８） ９６７９（５番人気）
普通馬連票数 計 ４５６０２４ 的中 �� ７６７９（１８番人気）
馬単票数 計 ３３８７５５ 的中 �� ２３７７（４０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７１０５３ 的中 �� ２５９２（２０番人気）�� ２１７３（２１番人気）�� ５０９４（８番人気）
３連複票数 計 ５９０５１７ 的中 ��� ３３８６（４２番人気）
３連単票数 計 ９０９０７６ 的中 ��� ８３０（２５３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．６―２３．８―３５．３―４８．６―１：０１．８―１：１４．４―１：２７．６―１：４０．１―１：５１．８―２：０３．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．７―３F３６．２
１
３

３，１４，１１，７（１，２，４）－１６－６（１８，１２）（１３，１７）５（８，１０）９－１５・（３，１４）７（１１，２，４）（１，１６）（１８，６）１２（１３，５）９（１０，１７）８－１５
２
４
３，１４，１１，７（１，２，４）－１６（１８，６）１２（１３，１７）５（８，１０）９－１５
３（１４，７）４（１８，１６）６（５，１２）（１１，９）（２，１０）（１，８）（１３，１７）＝１５

勝馬の
紹 介

マイファーストラヴ �
�
父 スエヒロコマンダー �

�
母父 Kenmare デビュー ２００８．１０．１２ 京都４着

２００６．４．２生 牝３青鹿 母 パールクイン 母母 Pearl Princess ４戦１勝 賞金 ６，８５０，０００円
※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 クリノアツヒメ号・テンシノマズル号
※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。



１０００６ ３月２８日 晴 良 （２１阪神２）第１日 第６競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１３時２０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

１：０７．１
１：０６．５

良

良

８１５ シシャモチャン 牝３栗 ５４ 小林 徹弥大野 満氏 松永 昌博 浦河 大島牧場 ４５８－ ６１：０９．５ ２５．８�

７１４ カイシュウボナンザ 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠飯村 孝男氏 領家 政蔵 日高 合資会社カ
ネツ牧場 ４８０＋ ４ 〃 アタマ ２．２�

８１６ ケンブリッジエル 牡３黒鹿５６ 小牧 太中西 健造氏 山内 研二 新冠 有限会社 ケ
ンブリッジバレー ４７０＋ ２１：０９．７１� ６．４�

１２ ラガーシーキング 牡３黒鹿５６ 秋山真一郎奥村 啓二氏 池添 兼雄 静内 今 牧場 ４５２－ ４ 〃 ハナ ２２．７�
６１２ コリコパット 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介吉田 照哉氏 武藤 善則 浦河 社台ファーム ４３８－ ４１：０９．９１� ９．６�
２３ マチカネコロモガワ 牡３栗 ５６ 幸 英明細川 益男氏 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 ４５８＋ ４１：１０．０� １３．０�
６１１ エーシンビーセルズ 牡３黒鹿５６ 四位 洋文平井 宏承氏 松永 昌博 浦河 多田 善弘 ４８０＋ ６ 〃 クビ ４．３�
２４ アドマイヤランサム 牡３芦 ５６ 川田 将雅近藤 利一氏 橋田 満 早来 ノーザンファーム ４１２－ ８１：１０．２１� ２１．９	
４８ フローラルパターン 牝３鹿 ５４ 和田 竜二岡田 牧雄氏 高橋 義博 新ひだか 斉藤スタッド ４１４± ０１：１０．６２� １３７．７

３６ コルサージュ 牝３青 ５４ 吉田 隼人 �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 ４２０－ ２ 〃 クビ ２２．７�
５１０ シゲルクニミヤマ 牝３栗 ５４ 石橋 守森中 蕃氏 飯田 明弘 浦河 小島牧場 ４１２－ ６１：１０．８１� １０９．７
５９ タムロウイング 牝３鹿 ５４ 酒井 学谷口 屯氏 西園 正都 浦河 �桁牧場 ４５６＋ ２１：１０．９� ６９．３�
４７ タガノボヘミアン 牝３青鹿 ５４

５１ ▲国分 恭介八木 良司氏 北出 成人 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ４１４± ０１：１１．２２ ２４５．４�

７１３ ビ ス カ ヤ 牝３黒鹿５４ 熊沢 重文山内 邦一氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４３２＋ ６１：１１．４１� ７２．８�
１１ � ジツリキテイオー 牡３鹿 ５６ 木村 健河合實貴男氏 田中 範雄 日高 大矢牧場 ４３８－ ２１：１２．３５ ２０２．１�

（兵庫） （兵庫）

３５ � グランドオアシス 牝３鹿 ５４ 安部 幸夫上田 力氏 安部 弘一 静内 グランド牧場 ３９６± ０１：１２．６２ ２３９．６�
（愛知） （愛知）

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，１８０，２００円 複勝： ２７，１８９，８００円 枠連： １７，７０６，９００円

普通馬連： ４８，５７８，３００円 馬単： ４０，０６２，６００円 ワイド【拡大馬連】： １８，９９１，３００円

３連複： ６１，６６９，７００円 ３連単： １０８，９７８，６００円 計： ３４１，３５７，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，５８０円 複 勝 � ７００円 � １４０円 � ２１０円 枠 連（７－８） ６１０円

普通馬連 �� ３，６２０円 馬 単 �� １０，０６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４３０円 �� ２，０４０円 �� ３４０円

３ 連 複 ��� ５，４５０円 ３ 連 単 ��� ５１，５３０円

票 数

単勝票数 計 １８１８０２ 的中 � ５５６２（９番人気）
複勝票数 計 ２７１８９８ 的中 � ６８９４（９番人気）� ７４８６１（１番人気）� ３３６４６（３番人気）
枠連票数 計 １７７０６９ 的中 （７－８） ２１６３３（２番人気）
普通馬連票数 計 ４８５７８３ 的中 �� ９９０８（１４番人気）
馬単票数 計 ４００６２６ 的中 �� ２９４１（３１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８９９１３ 的中 �� ３０７７（１６番人気）�� ２１１０（２２番人気）�� １６１７４（２番人気）
３連複票数 計 ６１６６９７ 的中 ��� ８３６０（１７番人気）
３連単票数 計１０８９７８６ 的中 ��� １５６１（１４８番人気）

ハロンタイム １１．９―１１．０―１１．１―１１．５―１１．４―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．９―３４．０―４５．５―５６．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．６―３F３５．５
３ １５，１６（３，９，１１）１０，１（２，１４）（４，６）（１２，１３）８－７－５ ４ １５（１６，１１）（３，９）１４（２，１０）（１２，１３）（４，６）（１，８）＝７＝５

勝馬の
紹 介

シシャモチャン �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー ２００８．７．１２ 函館４着

２００６．４．２６生 牝３栗 母 レインボウスズラン 母母 オオシマスズラン ６戦２勝 賞金 １３，８００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グランドオアシス号は，平成２１年４月２８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１１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１１頭 アグネスナチュラル号・カシノブシドー号・クリノスレンダー号・シルクドミニオン号・セブンシークィーン号・

ツルマルハロー号・ドリームブランチ号・ハイフィールド号・ハッピーネーション号・ボーカリスト号・
マルカゼウス号

※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。



１０００７ ３月２８日 晴 良 （２１阪神２）第１日 第７競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時５０分 （ダート・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，５５�
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

１：４８．５
１：４８．４

重

重

１１ スズカルビー 牝４鹿 ５５ 熊沢 重文永井 啓弍氏 大橋 勇樹 新冠 村本牧場 ４４０－ ４１：５４．４ ３．０�

５７ ラフレッシュブルー 牝４栗 ５５ 浜中 俊 �ブルーマネジメント本田 優 新冠 有限会社
ケンブリッジ ４３０－ ２１：５４．６１� ５．６�

５６ クリノラプソディー 牝５鹿 ５５ 小牧 太栗本 博晴氏 須貝 尚介 門別 沖田牧場 ５１４＋１８１：５４．８１ ２７．８�
７１０ マイネソシオ 牝４青鹿５５ 木村 健 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 岡田 稲男 新冠 コスモヴューファーム ４２８± ０１：５４．９� ６．０�
（兵庫）

６８ ワキノキルシェ 牝４青鹿５５ 岩田 康誠脇山 良之氏 大根田裕之 浦河 岡本牧場 ３８２－ ２ 〃 ハナ １１．０�
８１２ ハッピードロップ 牝４栗 ５５ 内田 博幸�イクタ 谷 潔 池田 高橋 正三 B４４８＋ ６１：５５．３２� ４．９	
３３ プリティダンス 牝５栗 ５５ 福永 祐一横瀬 兼二氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４６６± ０１：５５．９３� １１．１

７１１ ヒシルーマー 牝５青鹿５５ 藤岡 佑介阿部雅一郎氏 佐山 優 浦河 中村 雅明 ５０８＋ ４１：５６．１１� ３１．８�
４５ ドリームドリーマー 牝４黒鹿５５ 吉田 隼人畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４６２± ０１：５６．２クビ ４９．９�
６９ � ピュアビアンコ 牝５黒鹿５５ 池添 謙一山本 慎一氏 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９８＋１２１：５６．７３ ７４．７
２２ ワキノドライバー 牝５芦 ５５ 川田 将雅脇山 良之氏 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ４７０－ ８１：５６．９１� ２６．１�
８１３� マッキーサマンサ 牝４鹿 ５５ 野元 昭嘉薪浦 亨氏 野元 昭 新冠 セントラルスタツド ４３８＋ ４１：５７．７５ １３８．１�
４４ マルノパイオニア 牝５芦 ５５ 幸 英明穐吉 正孝氏 吉岡 八郎 浦河 鮫川フアーム B４２８± ０１：５８．３３� ２２．２�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １５，５３８，８００円 複勝： ２１，７７６，４００円 枠連： １３，０４３，８００円

普通馬連： ５０，８９５，３００円 馬単： ３８，０７８，６００円 ワイド【拡大馬連】： １５，７３８，８００円

３連複： ６１，４５０，２００円 ３連単： １０３，６６６，４００円 計： ３２０，１８８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １６０円 � １７０円 � ６９０円 枠 連（１－５） ７３０円

普通馬連 �� ８３０円 馬 単 �� １，３１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３８０円 �� ２，１１０円 �� ２，４００円

３ 連 複 ��� ９，０２０円 ３ 連 単 ��� ２８，５６０円

票 数

単勝票数 計 １５５３８８ 的中 � ４１７９１（１番人気）
複勝票数 計 ２１７７６４ 的中 � ４３０６２（１番人気）� ３７６６１（２番人気）� ５８５１（９番人気）
枠連票数 計 １３０４３８ 的中 （１－５） １３２３８（１番人気）
普通馬連票数 計 ５０８９５３ 的中 �� ４５４５７（１番人気）
馬単票数 計 ３８０７８６ 的中 �� ２１５２８（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５７３８８ 的中 �� １１７１６（１番人気）�� １７２４（２７番人気）�� １５０９（３０番人気）
３連複票数 計 ６１４５０２ 的中 ��� ５０２８（２８番人気）
３連単票数 計１０３６６６４ 的中 ��� ２６７９（９３番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．６―１３．１―１２．９―１２．５―１２．６―１２．９―１２．６―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．３―３７．４―５０．３―１：０２．８―１：１５．４―１：２８．３―１：４０．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．６―３F３９．０
１
３
１－６－（２，１１）（３，１３）（４，１２）８，７，１０－９，５
１，６－２，１１，３，１３，４，１２（７，８）１０－９，５

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

スズカルビー �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 サクラシンゲキ デビュー ２００７．７．１５ 小倉４着

２００５．４．１７生 牝４鹿 母 トーワルビー 母母 トーワヘレン １１戦２勝 賞金 １３，５００，０００円
［他本会外：３戦０勝］

〔制裁〕 ラフレッシュブルー号の騎手浜中俊は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。（６番への進路影響）
※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。



１０００８ ３月２８日 晴 良 （２１阪神２）第１日 第８競走 ��
��１，６００�

ちゅうしゅん

ラジオ関西賞仲春特別
発走１４時２５分 （芝・右・外）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
ラジオ関西賞（１着）

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 ３２２，０００円 ９２，０００円 ４６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．５

良

良

５７ ショウナンラノビア 牝６栗 ５５ 福永 祐一国本 哲秀氏 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム ５０６－ ４１：３５．３ １９．２�

２２ ディープスピリット 牡５鹿 ５７ 浜中 俊深見 富朗氏 五十嵐忠男 新冠 大栄牧場 ４６２＋ ４１：３５．５１� ４．９�
３３ オースミスパーク 牡４鹿 ５７ 幸 英明�オースミ 南井 克巳 門別 長谷川牧場 ４４８± ０ 〃 ハナ １６．８�
６８ � フィックルベリー 牝４鹿 ５５ 岩田 康誠 �キャロットファーム 大久保龍志 米 Shadai Cor-

poration Ltd. ４２０± ０１：３５．６クビ ８．９�
４５ ルールプロスパー 牡４青鹿５７ 和田 竜二儀賀 好子氏 北出 成人 浦河 岡崎牧場 ４７４± ０１：３５．７� ３．７�
６９ マイネルアトレ 牡４栗 ５７ 吉田 隼人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 門別 佐々木 直孝 ４５４－ ４１：３５．８	 ５．９	
５６ � エイシンインパール 牡７芦 ５７ 小牧 太平井 豊光氏 沖 芳夫 米 Mueller

Farms, Inc. ５１８＋ ４ 〃 クビ ６７．５

１１ クレバージェフリー 牡６鹿 ５７ 藤岡 佑介田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 ４５４＋ ２１：３５．９	 ３０．５�
８１２ ニホンピロシェリー 牝５鹿 ５５ 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 静内 佐竹 学 ４７８＋１４ 〃 ハナ ５．９
４４ 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 ４４２－ ４１：３６．２１	 １１３．３�
７１１ クリスタルルージュ 牡６鹿 ５７ 渡辺 薫彦山田 順通氏 梅内 忍 浦河 久保牧場 ４６６＋ ２１：３６．３	 ５８．７�
７１０ ポーラーライツ 牡４鹿 ５７ 内田 博幸 �サンデーレーシング 池江 泰郎 追分 追分ファーム ４８２＋ ４ 〃 クビ ６．９�
８１３ レミーエンジェル 牝５栗 ５５ 大下 智大井 京氏 梅内 忍 静内（有）石川牧場 ４９０＋ ４１：３６．６１	 ２５８．６�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２０，４０９，８００円 複勝： ３３，６５３，３００円 枠連： １７，７１４，７００円

普通馬連： ７８，２８４，３００円 馬単： ５０，３５１，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，９４４，１００円

３連複： ８６，０５４，６００円 ３連単： １６０，６０９，９００円 計： ４６９，０２１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，９２０円 複 勝 � ６３０円 � ２００円 � ４８０円 枠 連（２－５） ４，４４０円

普通馬連 �� ６，６００円 馬 単 �� １６，６４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，０００円 �� ５，１８０円 �� １，０７０円

３ 連 複 ��� ３０，２００円 ３ 連 単 ��� ２４６，４３０円

票 数

単勝票数 計 ２０４０９８ 的中 � ８３８４（８番人気）
複勝票数 計 ３３６５３３ 的中 � １２１１７（８番人気）� ５７１７４（２番人気）� １６５７１（７番人気）
枠連票数 計 １７７１４７ 的中 （２－５） ２９４６（１７番人気）
普通馬連票数 計 ７８２８４３ 的中 �� ８７６４（２４番人気）
馬単票数 計 ５０３５１１ 的中 �� ２２３４（５４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１９４４１ 的中 �� ２６９４（２４番人気）�� １０１５（４３番人気）�� ５２１２（１５番人気）
３連複票数 計 ８６０５４６ 的中 ��� ２１０３（８２番人気）
３連単票数 計１６０６０９９ 的中 ��� ４８１（５４５番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．３―１２．２―１２．４―１２．１―１１．３―１１．２―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．９―３６．１―４８．５―１：００．６―１：１１．９―１：２３．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショウナンラノビア �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２００６．４．２２ 福島１着

２００３．５．１９生 牝６栗 母 ショウナンアクシア 母母 ショウナンプリティ １６戦４勝 賞金 ４９，８７２，０００円



１０００９ ３月２８日 晴 良 （２１阪神２）第１日 第９競走 ��
��１，４００�

ようしゅん

陽春ステークス
発走１５時００分 （ダート・右）
４歳以上，１，６００万円以下，２０．３．２９以降２１．３．２２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 ４４１，０００円 １２６，０００円 ６３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．９

重

重

６１２ エリモハルカ 牝５栗 ５２ 渡辺 薫彦山本 敏晴氏 沖 芳夫 浦河 中島牧場 ４９２－ ２１：２４．３ ２７．８�

３６ トウショウブリッツ 牡５鹿 ５４ 浜中 俊トウショウ産業� 池添 兼雄 静内 トウショウ産業株式
会社トウショウ牧場 ４７８± ０ 〃 ハナ ２０．８�

７１４ ヴォレハクユウ 牡４鹿 ５３ 木村 健伊藤 博文氏 村山 明 三石 沖田 忠幸 ５０２＋１２１：２４．６１� ４０．２�
（兵庫）

７１３ トーセンマエストロ 牡７鹿 ５４ 上野 翔島川 �哉氏 飯田 雄三 浦河 日優牧場 ４７８－ ６ 〃 アタマ ８．６�
１１ フルブラッサム 牡７鹿 ５５ 安部 幸夫臼田 浩義氏 牧 光二 門別 日高大洋牧場 ４９０－ ４ 〃 アタマ ３０．７�

（愛知）

６１１ スリーアリスト 牡４栗 ５７ 小牧 太永井商事� 武 宏平 静内 武 牧場 ４７８＋ ８１：２４．７� ３．７	
３５ ハードランナー 牡５鹿 ５４ 池添 謙一芹澤 精一氏 阿部 新生 静内 岡田牧場 ４８８± ０ 〃 クビ ９．２

８１５ シルクレセプション 牡４栗 ５４ 幸 英明有限会社シルク中村 均 新冠 村上牧場 ５００－ ６ 〃 ハナ １４．３�
５９ � アドマイヤゴルゴ 牡５鹿 ５６ 川田 将雅近藤 利一氏 橋田 満 愛 Airlie Stud ４９０＋ ４ 〃 ハナ １１．５�
２４ 	 クイックリープ 牡４栗 ５５ 和田 竜二松平 正樹氏 柴田 光陽 浦河（有）ビクトリーホース

ランチ 荻野 豊 ４８２＋ ４ 〃 ハナ ５．２
２３ ショウナンアクト 牝５鹿 ５４ 藤岡 佑介国本 哲秀氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 ４９４＋ ６ 〃 ハナ ６．０�
５１０ マイプリティワン 牡５鹿 ５６ 内田 博幸松岡 隆雄氏 石坂 正 新冠 若林牧場 ４７０－ ２１：２４．８クビ １３．４�
４８ スペースフライト 牡５栃栗５５ 秋山真一郎 �ノースヒルズマネ

ジメント 佐々木晶三 三石 土居 忠吉 ４７２＋ ４１：２５．０１
 １１６．２�
４７ ニシノドーン 牡５黒鹿５４ 田中 克典西山 茂行氏 宮本 博 鵡川 西山牧場 ４４６－ ４１：２５．２１� １１９．９�
１２ バルバレスコ 牡６鹿 ５３ 武 幸四郎北村 和江氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 ４６４－ ８１：２５．８３� １３９．１�
８１６	 シルクヒーロー 牡７鹿 ５２ 酒井 学有限会社シルク尾関 知人 新冠 ムラカミファーム ５１８－ ６１：２５．９� １９０．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２９，４４１，４００円 複勝： ５２，５６２，５００円 枠連： ３４，２６６，２００円

普通馬連： １５１，５１９，９００円 馬単： ７８，０７５，７００円 ワイド【拡大馬連】： ４０，３７５，２００円

３連複： １５８，６０３，３００円 ３連単： ２９５，２８３，６００円 計： ８４０，１２７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，７８０円 複 勝 � ９６０円 � ６５０円 � １，２６０円 枠 連（３－６） １，４７０円

普通馬連 �� ３５，１７０円 馬 単 �� ６９，６８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７，５３０円 �� １３，２４０円 �� ９，４９０円

３ 連 複 ��� ３９６，７８０円 ３ 連 単 ��� ２，０３６，６３０円

票 数

単勝票数 計 ２９４４１４ 的中 � ８３７０（１０番人気）
複勝票数 計 ５２５６２５ 的中 � １４２９９（１０番人気）� ２２２０７（９番人気）� １０６６６（１２番人気）
枠連票数 計 ３４２６６２ 的中 （３－６） １７２０６（８番人気）
普通馬連票数 計１５１５１９９ 的中 �� ３１８０（６０番人気）
馬単票数 計 ７８０７５７ 的中 �� ８２７（１３０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４０３７５２ 的中 �� １３２３（５９番人気）�� ７４９（７６番人気）�� １０４７（６８番人気）
３連複票数 計１５８６０３３ 的中 ��� ２９５（３６８番人気）
３連単票数 計２９５２８３６ 的中 ��� １０７（２０７１番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．０―１２．１―１２．３―１２．４―１１．７―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．３―３５．４―４７．７―１：００．１―１：１１．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エリモハルカ �
�
父 ナリタトップロード �

�
母父 ロドリゴデトリアーノ デビュー ２００６．６．２５ 京都３着

２００４．２．２５生 牝５栗 母 エリモメロディー 母母 エリモシユーテング ２２戦４勝 賞金 ５８，０２１，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ８頭 イチライタッチ号・ジェットバニヤン号・シルクアルボーレ号・トップディアマンテ号・フライデイフライト号・

マジックボンバー号・ミダースタッチ号・メガリス号
※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。



１００１０ ３月２８日 晴 良 （２１阪神２）第１日 第１０競走 ��
��１，８００�第５６回毎 日 杯（ＧⅢ）

発走１５時３５分 （芝・右・外）
３歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金２，０００万
円以上の馬１�増，�：馬齢重量，重賞競走１着馬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 ５３９，０００円 １５４，０００円 ７７，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：４５．２
１：４４．１

良

良

８１４ アイアンルック 牡３鹿 ５６ 小牧 太池上 一馬氏 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ５２８＋ ２１：４８．０ ２．７�

７１２ ゴールデンチケット 牡３黒鹿５６ 木村 健 �社台レースホース森 秀行 千歳 社台ファーム ４８２＋ ６１：４８．１� ８１．９�
（兵庫）

７１１ アプレザンレーヴ 牡３芦 ５６ 内田 博幸 �サンデーレーシング 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ５２４－ ６１：４８．２	 ３．６�
５７ ミッキーパンプキン 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠野田みづき氏 清水 出美 追分 追分ファーム ４４０－ ４ 〃 ハナ ７．２�
４５ オオトリオウジャ 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人鳳サラブレッドレーシ

ングチーム 小島 茂之 三石 幌村牧場 ４９８＋ ８１：４８．３� １２．２�
５８ ストロングリターン 牡３鹿 ５６ 川田 将雅吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ５０２－ ４ 〃 アタマ １３．０�
６１０ ワイドサファイア 牝３鹿 ５４ 福永 祐一幅田 昌伸氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４７４－ ４ 〃 クビ １２．８	
４６ スリーロールス 牡３鹿 ５６ 浜中 俊永井商事
 武 宏平 新ひだか 武 牧場 ４９６± ０１：４８．４クビ ５３．７�
１１ チュウワプリンス 牡３黒鹿５６ 池添 謙一中西 忍氏 大久保龍志 静内（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４２－ ４１：４８．５	 ３３．８�
６９ ダブルウェッジ 牡３鹿 ５７ 四位 洋文深見 富朗氏 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 ５２８－ ６１：４８．７１ ９．２
８１３ 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 ４５４＋ ４ 〃 クビ １１２．８�
３３ シルクダンディー 牡３青 ５６ 武 幸四郎有限会社シルク昆 貢 新冠 ハシモトフアーム ５１８－ ８１：４８．９１
 ４７．７�
３４ キングバンブー 牡３鹿 ５６ 安部 幸夫後藤 繁樹氏 鮫島 一歩 浦河 バンブー牧場 ５００－ ８１：４９．４３ １７７．１�

（愛知）

２２ アイアムピカイチ 牡３黒鹿５６ 幸 英明堀 紘一氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム ５０８＋ ６１：４９．６１
 ４３．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ９４，８６９，６００円 複勝： １２９，６５０，３００円 枠連： ６８，７４５，０００円

普通馬連： ４３５，１７０，９００円 馬単： ２５８，４２１，１００円 ワイド【拡大馬連】： １０５，３６０，４００円

３連複： ４６７，８３２，２００円 ３連単： ９９７，１８１，４００円 計： ２，５５７，２３０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １４０円 � １，０４０円 � １７０円 枠 連（７－８） ６６０円

普通馬連 �� １２，３００円 馬 単 �� １７，３２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，０４０円 �� ２９０円 �� ４，０８０円

３ 連 複 ��� １８，６９０円 ３ 連 単 ��� １１５，０３０円

票 数

単勝票数 計 ９４８６９６ 的中 � ２８７０２９（１番人気）
複勝票数 計１２９６５０３ 的中 � ３４６０７１（１番人気）� ２０４９０（１２番人気）� ２１７９７４（２番人気）
枠連票数 計 ６８７４５０ 的中 （７－８） ７７８２８（１番人気）
普通馬連票数 計４３５１７０９ 的中 �� ２６１２６（３５番人気）
馬単票数 計２５８４２１１ 的中 �� １１０１５（５３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１０５３６０４ 的中 �� ７７３８（３８番人気）�� １０９４６０（１番人気）�� ５７２４（４８番人気）
３連複票数 計４６７８３２２ 的中 ��� １８４８０（６５番人気）
３連単票数 計９９７１８１４ 的中 ��� ６３９８（３５０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２４．０―３５．８―４８．５―１：０１．０―１：１３．５―１：２５．３―１：３６．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３４．５
３ ７，８，１２（２，９）（６，１０）－１（４，１４）（５，１１）３－１３ ４ ７（１２，８）９（２，１０）（６，１）（５，１４）（４，１１）（３，１３）

勝馬の
紹 介

アイアンルック �
�
父 アドマイヤボス �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２００９．２．１５ 小倉１着

２００６．２．７生 牡３鹿 母 ル カ ダ ン ス 母母 ダンスダンスダンス ３戦２勝 賞金 ５３，５３９，０００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。



１００１１ ３月２８日 晴 良 （２１阪神２）第１日 第１１競走 ��２，０００�サラブレッド系４歳以上
発走１６時１０分 （芝・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

１：５８．１
１：５６．４

良

良

７７ クィーンスプマンテ 牝５栗 ５５ 藤岡 佑介 �グリーンファーム 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４５２＋ ２２：０３．３ ４．２�

８９ ステイトリーデイズ 牝５栗 ５５ 岩田 康誠 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ４６０＋ ８２：０３．５１� ４．０�
８１０ シングライクバード 牝４鹿 ５５ 川田 将雅 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム ４５４－ ６２：０３．７１� ２．５�
７８ � リキアイコンドル 牝６鹿 ５５ 秋山真一郎高山 幸雄氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ４９０＋ ２２：０３．８� ２３．８�
４４ マイネトゥインクル 牝４鹿 ５５ 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム B４３０－ ２２：０３．９� １４．６�
２２ キンショーオトヒメ 牝４栗 ５５ 吉田 隼人礒野日出夫氏 中村 均 浦河 昭和牧場 ４２６－ ２２：０４．３２� ７９．２	
３３ ヴェルザンディ 牝４鹿 ５５ 内田 博幸 �サンデーレーシング 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４６０－１０ 〃 クビ ６．１

６６ オドゥールゲラン 牝６鹿 ５５

５２ ▲松山 弘平 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 谷 潔 門別 白井牧場 ４５４－ ２２：０４．６２ ２６．２�

５５ グリッターエルフ 牝５黒鹿５５ 和田 竜二 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 門別 槇本牧場 ４７２± ０２：０５．８７ ２２．５�

（９頭）
１１ ノーザンシャトル 牝５栗 ５５ 浜中 俊松岡 隆雄氏 石坂 正 新冠 若林牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２６，２６２，５００円 複勝： ３１，００５，５００円 枠連： ２２，８９３，７００円

普通馬連： ８４，８９４，１００円 馬単： ６３，７６２，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，９６８，９００円

３連複： １０８，６１８，６００円 ３連単： ２６４，２８７，８００円 計： ６２５，６９３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １３０円 � １４０円 � １２０円 枠 連（７－８） ２８０円

普通馬連 �� ７６０円 馬 単 �� １，５４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２５０円 �� ２００円 �� ２００円

３ 連 複 ��� ４１０円 ３ 連 単 ��� ３，３２０円

票 数

単勝票数 計 ２６２６２５ 的中 � ４９９９５（３番人気）
複勝票数 計 ３１００５５ 的中 � ６０７７６（２番人気）� ５６５５８（３番人気）� ８０１２６（１番人気）
枠連票数 計 ２２８９３７ 的中 （７－８） ６１９１９（１番人気）
普通馬連票数 計 ８４８９４１ 的中 �� ８３２３４（３番人気）
馬単票数 計 ６３７６２５ 的中 �� ３０５７２（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３９６８９ 的中 �� ２２１１３（３番人気）�� ３１１９７（１番人気）�� ３０８８８（２番人気）
３連複票数 計１０８６１８６ 的中 ��� １９６１９０（１番人気）
３連単票数 計２６４２８７８ 的中 ��� ５８７７８（７番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．５―１３．１―１３．０―１２．９―１２．６―１２．４―１２．０―１１．２―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．９―２４．４―３７．５―５０．５―１：０３．４―１：１６．０―１：２８．４―１：４０．４―１：５１．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．３―３F３４．９
１
３
７－３，９－８，１０－４，２（６，５）
７（９，３）（８，１０）４，２（６，５）

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

勝馬の
紹 介

クィーンスプマンテ 
�
父 ジャングルポケット 

�
母父 サクラユタカオー デビュー ２００７．３．１７ 阪神３着

２００４．４．９生 牝５栗 母 センボンザクラ 母母 ダイナフランダース １６戦４勝 賞金 ５６，２００，０００円
〔出走取消〕 ノーザンシャトル号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。



１００１２ ３月２８日 晴 良 （２１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４０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
１：０８．７

重

重

３６ テイエムクレナイ 牝４栗 ５５ 藤岡 佑介竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 高岸 節雄 ４７２＋ ４１：１２．５ ４．７�

２３ � トーホウボガード 牡４鹿 ５７ 和田 竜二東豊物産� 柴田 光陽 新冠 カミイスタット ４５６－ ２１：１２．６� ５．５�
８１６ ユ メ イ ッ ポ 牝４栗 ５５ 安部 幸夫昴ホースクラブ 福島 信晴 三石 沖田 哲夫 ４７８± ０１：１３．０２	 ２８．３�

（愛知）

７１３
 マルターズマゼル 牡５鹿 ５７ 池添 謙一藤田 在子氏 天間 昭一 米 Yoshio Fujita ４３６－１０１：１３．１� ６．２�
３５ ウルドサリエ 牡４鹿 ５７ 小牧 太谷和 光彦氏 小崎 憲 浦河 久保農場 ５００－ ６１：１３．２クビ ７．８�
４８ シルクストレングス 牡４栗 ５７ 幸 英明有限会社シルク岡田 稲男 門別 ヤナガワ牧場 ４７２－ ２１：１３．３� ２５．７�
４７ テイエムヨカドー 牝５鹿 ５５ 酒井 学竹園 正繼氏 西園 正都 鹿児島 テイエム牧場 ４４６－１０１：１３．４クビ １６．７	
２４ アンクルトップ 牡４栗 ５７ 石橋 守�有能 鹿戸 明 三石 猪野毛牧場 ４５６－ ４１：１３．５	 ５７．５

６１２ タマモアスリート 牡４栗 ５７

５４ ▲松山 弘平タマモ� 南井 克巳 静内 岡田牧場 ４８０± ０１：１３．７１� ４６．４�
５１０ テンシノボストン 牡４栗 ５７ 北村 浩平杉谷 枡夫氏 田所 秀孝 静内 友田牧場 ４７８－ ２ 〃 クビ ３５．２�
１１ 
 ワイルドイリーガル 牡５鹿 ５７ 角田 晃一深見 敏男氏 本田 優 加 Ormonde

Farm ４９８－１４ 〃 クビ ２２．６
７１４ カウンセラー 牡４芦 ５７ 内田 博幸川上 哲司氏 目野 哲也 三石 久井牧場 ４５０＋ ２ 〃 ハナ １８．７�
６１１� スペシャルウイング �４鹿 ５７ 木村 健鳴戸 雄一氏 服部 利之 静内 出羽牧場 ４２４± ０１：１３．９１� １３１．６�

（兵庫）

５９ � シュルヴィーヴル 牝４鹿 ５５ 柴原 央明辻 俊夫氏 田中 章博 浦河 永田 克之 ４４６－ ４ 〃 アタマ １７８．０�
１２ キングオブロマネ 牡５黒鹿５７ 吉田 隼人嶋田 賢氏 本郷 一彦 早来 ノーザンファーム ４９２－ ２１：１４．１１� ４６．４�
８１５ タイキブリリアント 牡５栗 ５７ 岩田 康誠�大樹ファーム 松元 茂樹 大樹 大樹ファーム ５０８－ ８１：１４．６３ ４．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３８，０１１，３００円 複勝： ６２，７５０，３００円 枠連： ４４，６８４，２００円

普通馬連： １６３，２０９，３００円 馬単： １０２，６８０，４００円 ワイド【拡大馬連】： ５０，２２０，４００円

３連複： １９９，０６２，４００円 ３連単： ４２３，４９１，７００円 計： １，０８４，１１０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � １６０円 � １７０円 � ７８０円 枠 連（２－３） ７２０円

普通馬連 �� １，０４０円 馬 単 �� ２，２００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３９０円 �� ２，３８０円 �� ３，５００円

３ 連 複 ��� １１，８１０円 ３ 連 単 ��� ６２，０８０円

票 数

単勝票数 計 ３８０１１３ 的中 � ６４３２６（２番人気）
複勝票数 計 ６２７５０３ 的中 � １２８０７０（１番人気）� １０９５２５（２番人気）� １４６７７（１１番人気）
枠連票数 計 ４４６８４２ 的中 （２－３） ４６０５６（２番人気）
普通馬連票数 計１６３２０９３ 的中 �� １１６６２５（２番人気）
馬単票数 計１０２６８０４ 的中 �� ３４４５１（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５０２２０４ 的中 �� ３６１７６（２番人気）�� ４８９４（２４番人気）�� ３２８８（４２番人気）
３連複票数 計１９９０６２４ 的中 ��� １２４４９（３３番人気）
３連単票数 計４２３４９１７ 的中 ��� ５０３５（１７１番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１１．８―１２．０―１２．５―１２．８

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テイエムクレナイ �
�
父 ティンバーカントリー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００８．２．１６ 京都１着

２００５．３．１７生 牝４栗 母 グラヴィール 母母 クライングフォーモア １１戦２勝 賞金 ２５，３００，０００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 ウインハンズダウン号・サンタナイト号・ハードリレー号・メジロアースラ号
※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。



（２１阪神２）第１日 ３月２８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 １７１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

２４７，３４０，０００円
１３，２３０，０００円
１，８６０，０００円
２５，４００，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６１，５８７，０００円
４，６８４，０００円
１，６９２，９００円

勝馬投票券売得金
３２５，２１５，２００円
５０７，８３８，６００円
２８４，１６２，６００円
１，２２９，１０６，５００円
８０９，７３５，１００円
３６０，２１３，７００円
１，４２９，６９６，３００円
２，８３９，０９９，３００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 ７，７８５，０６７，３００円

総入場人員 １８，９００名 （有料入場人員 １７，９６６名）




