
０６０２５ ３月６日 雨 不良 （２２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）

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

７１４ ハートフルボディ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一西浦 和男氏 音無 秀孝 新冠 隆栄牧場 ４６０－ ４１：１３．３ １．８�

２３ ナリタシルエット 牝３黒鹿５４ 渡辺 薫彦�オースミ 沖 芳夫 日高 広富牧場 ４５０± ０１：１３．６２ ４．１�
６１１ チャーミーハヅキ 牝３芦 ５４ 小坂 忠士今 朝光氏 境 直行 新ひだか マツケン農場 ４５０± ０１：１３．７� １９．５�
４８ サマーソング 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義セゾンレースホース� 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム ４５８－ ６１：１４．０２ １１．５�
６１２ ショウナンナックル 牝３鹿 ５４ 川田 将雅国本 哲秀氏 北出 成人 浦河 桑田牧場 ４１６－ ８ 〃 クビ １５．７�
２４ デンコウウインディ 牝３芦 ５４ 川島 信二田中 康弘氏 鶴留 明雄 様似 中脇 一幸 ４６４－ ２１：１４．４２� １２．１�
４７ ル ナ ピ ス タ 牝３青 ５４ 木村 健	三嶋牧場 北出 成人 浦河 三嶋牧場 ４２４＋ ４１：１４．８２� ４０．６


（兵庫）

３６ キョウワフェアリー 牝３栗 ５４ 武 豊	協和牧場 須貝 尚介 新冠 協和牧場 ４４０－１６ 〃 ハナ ２２．８�
１２ メイショウエポック 牝３鹿 ５４ 高橋 亮松本 好雄氏 高橋 隆 えりも エクセルマネジメント ４６８－２０１：１５．１１� ２４．７�
７１３ オタカラムスメ 牝３芦 ５４ 小林 徹弥菅藤 宗一氏 目野 哲也 浦河 野表 俊一 ４３６－１０１：１５．２� ２０９．０
５９ ル ク リ ア 牝３鹿 ５４

５２ △松山 弘平�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 ノースヒルズマネジメント ４１０－ ６１：１５．５２ ２６３．９�
３５ シゲルオナベノカタ 牝３黒鹿５４ 小牧 太森中 蕃氏 服部 利之 日高 藤本ファーム ４３６－１１１：１５．６クビ １１５．５�
８１５ マイトップイモン 牝３黒鹿５４ 岩田 康誠井門 敏雄氏 小原伊佐美 日高 坂 牧場 ３８４＋ ２１：１６．０２� １５６．７�
８１６ ヤマカツセイレーン 牝３栗 ５４ 池添 謙一山田 和夫氏 池添 兼雄 浦河 久保 時夫 ４５４－ ２１：１６．３２ １２０．８�
５１０ コウエイブーケ 牝３栗 ５４ 和田 竜二伊東 政清氏 山内 研二 鹿児島 伊東 政清 ４４０－ ４１：１６．５１� ３０３．９�
１１ ミライヲノセテ 牝３栗 ５４ 安部 幸夫小田切有一氏 谷 潔 浦河 高野牧場 ４１６－ ４１：１７．３５ ２０３．５�

（愛知）

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，７６７，４００円 複勝： ４３，８８１，９００円 枠連： １２，２２０，４００円

普通馬連： ３８，３１９，１００円 馬単： ３１，６１１，３００円 ワイド【拡大馬連】： １８，０１５，５００円

３連複： ５８，１４３，０００円 ３連単： ８７，５７８，６００円 計： ３０４，５３７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � １４０円 � ３３０円 枠 連（２－７） ２１０円

普通馬連 �� ３１０円 馬 単 �� ５２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １８０円 �� ５００円 �� ６９０円

３ 連 複 ��� １，５７０円 ３ 連 単 ��� ４，８８０円

票 数

単勝票数 計 １４７６７４ 的中 � ６８０５３（１番人気）
複勝票数 計 ４３８８１９ 的中 � ２８１００５（１番人気）� ５０１６５（２番人気）� １２０６７（６番人気）
枠連票数 計 １２２２０４ 的中 （２－７） ４３３９２（１番人気）
普通馬連票数 計 ３８３１９１ 的中 �� ９１７５３（１番人気）
馬単票数 計 ３１６１１３ 的中 �� ４５１３０（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８０１５５ 的中 �� ３１９６２（１番人気）�� ７８８１（５番人気）�� ５４７０（１０番人気）
３連複票数 計 ５８１４３０ 的中 ��� ２７３９６（４番人気）
３連単票数 計 ８７５７８６ 的中 ��� １３２６４（８番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．５―１２．１―１２．３―１２．４―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２４．１―３６．２―４８．５―１：００．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハートフルボディ �
�
父 アグネスフライト �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２００９．９．１２ 阪神４着

２００７．５．１生 牝３鹿 母 グリーンプラネット 母母 カディザデー ８戦１勝 賞金 １４，１５０，０００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。



０６０２６ ３月６日 雨 不良 （２２阪神１）第３日 第２競走 ��１，８００�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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

７１３ ツルマルスピリット 牡３青鹿５６ 小牧 太鶴田 任男氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４８４± ０１：５４．７ ４．０�

７１４ シゲルサコン 牡３鹿 ５６ 木村 健森中 蕃氏 西橋 豊治 新ひだか 岡田スタツド ４９４＋ ２１：５４．９１ ３１５．０�
（兵庫）

５１０ メイショウラリー 牡３黒鹿 ５６
５４ △松山 弘平松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 バンダム牧場 ４６４－ ４１：５５．３２� ２２５．１�

２３ イ ー グ ル 牡３栗 ５６ 渡辺 薫彦久保 敏文氏 佐藤 正雄 新冠 越湖ファーム ４６４－ ６１：５５．５１� １２．４�
５９ ウインシュヴァルツ 牡３青 ５６ 安部 幸夫�ウイン 大久保龍志 新冠 村上 欽哉 ４７２－ ２１：５５．９２� ２．９�

（愛知）

６１２ ゼットチャンプ 牡３鹿 ５６ 川島 信二�フォーレスト 山内 研二 浦河 笠松牧場 B４８８± ０１：５６．０� ２４．４	
２４ トウカイキアーロ 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義内村 正則氏 中村 均 日高 福満牧場 ５００－１０１：５６．１クビ ３．４

８１５ ツルマルトップワン �３鹿 ５６ 福永 祐一鶴田 任男氏 石坂 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５６－ ４１：５６．２� ６１．３�
３５ サンライズシュート �３芦 ５６ 川田 将雅松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 ４８０－１４１：５６．７３ １３２．１�
４８ ナムラアンカー 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 伊藤 和明 ４９０＋ ６１：５６．８クビ ２００．２
３６ ボードメンバー 牡３鹿 ５６ 藤岡 康太栗嶋 豊明氏 村山 明 新ひだか 荒谷 英俊 ４９６± ０１：５６．９� １０．４�
８１６ トライアンフウィル 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田所 清広 浦河 富菜牧場 ４４６－ ２１：５７．０クビ ３０．７�
１２ シンボリカンヌ 牡３鹿 ５６ 池添 謙一シンボリ牧場 荒川 義之 日高 シンボリ牧場 ５０２－１０１：５７．２１� ３２．２�
４７ マンテンスカイ 牡３鹿 ５６ 浜中 俊山本 堅治氏 大根田裕之 新冠 タニグチ牧場 ５１２－１４１：５７．３� ２８１．０�
６１１ サンマルデジタル 牡３栗 ５６ 芹沢 純一相馬 勇氏 大橋 勇樹 日高 田端牧場 ４７４＋ ６１：５７．６１� ２８８．６�
１１ キングタキシード 牡３青 ５６ 岩田 康誠伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 小松 隆弘 ４６６± ０２：００．２大差 ２９．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，５１０，５００円 複勝： １９，３８４，０００円 枠連： １１，５５４，７００円

普通馬連： ３４，８５３，９００円 馬単： ２７，２６２，９００円 ワイド【拡大馬連】： １５，５７９，４００円

３連複： ４９，５３５，１００円 ３連単： ７１，４９９，０００円 計： ２４３，１７９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � ２１０円 � ４，６５０円 � ３，８９０円 枠 連（７－７） ４６，８６０円

普通馬連 �� ６０，３９０円 馬 単 �� ７４，８００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １４，１５０円 �� ８，８９０円 �� １００，４５０円

３ 連 複 ��� １，９２４，０５０円 ３ 連 単 ��� ７，５３８，０４０円

票 数

単勝票数 計 １３５１０５ 的中 � ２７２３５（３番人気）
複勝票数 計 １９３８４０ 的中 � ３２３１３（３番人気）� ９２８（１５番人気）� １１１３（１３番人気）
枠連票数 計 １１５５４７ 的中 （７－７） １８２（３４番人気）
普通馬連票数 計 ３４８５３９ 的中 �� ４２６（６３番人気）
馬単票数 計 ２７２６２９ 的中 �� ２６９（１０２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５５７９４ 的中 �� ２７１（６０番人気）�� ４３３（５１番人気）�� ３８（１２０番人気）
３連複票数 計 ４９５３５１ 的中 ��� １９（４７６番人気）
３連単票数 計 ７１４９９０ 的中 ��� ７（２３５６番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．６―１４．１―１３．１―１２．７―１２．４―１２．４―１２．６―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．１―３８．２―５１．３―１：０４．０―１：１６．４―１：２８．８―１：４１．４

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ツルマルスピリット �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２００９．１０．１０ 京都９着

２００７．２．７生 牡３青鹿 母 タックスシェルター 母母 タックスヘイブン ４戦１勝 賞金 ５，５００，０００円
〔制裁〕 メイショウラリー号の騎手松山弘平は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（７番・４番への進路影響）
〔その他〕 シゲルサコン号は，決勝線手前で外側に逃避したことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キングタキシード号は，平成２２年４月６日まで平地競走に出走できない。
※サンマルデジタル号は，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。



０６０２７ ３月６日 雨 重 （２２阪神１）第３日 第３競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１１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

１：５８．１
１：５６．４

良

良

５９ スプリングアルタ 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義加藤 春夫氏 村山 明 様似 様似共栄牧場 ４５０－１０２：０６．０ ７．１�

４８ アドマイヤタイシ 牡３黒鹿５６ 川田 将雅近藤 利一氏 橋田 満 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４６４－１０２：０６．２１� ９．３�

３６ ハードダダンダン 牡３黒鹿５６ 武 豊津田 一男氏 西橋 豊治 浦河 小池 博幸 ４６０± ０２：０６．３クビ ６．８�
２３ パントクラトール 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４４８＋ ２ 〃 クビ １７．７�
６１１ タマモグランプリ 牡３鹿 ５６ 和田 竜二タマモ� 川村 禎彦 新冠 村田牧場 ４２４－ ２２：０６．４� ２０．８�
８１６ セータミスタ 牝３黒鹿５４ 木村 健藤田 孟司氏 小島 茂之 新冠 ノースヒルズマネジメント ４２６＋ ２２：０６．５� ９７．１	

（兵庫）

１１ � レッドスティング 牡３鹿 ５６ 小牧 太 �東京ホースレーシング 松田 国英 愛 H. Yamamoto ４５４－ ２２：０６．７１	 １．７

４７ � メモリーアンジェロ 牡３栗 ５６ 池添 謙一山口 義道氏 森 秀行 愛 John

O’Connor ４９２－ ２２：０７．４４ ５８．６�
１２ スクーデリアピサ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠市川 義美氏 白井 寿昭 安平 ノーザンファーム ４８２＋ ２２：０７．７２ ５１．５�
７１４ スズカマックス 牡３青鹿５６ 田島 裕和永井 啓弍氏 藤沢 則雄 むかわ 新井牧場 ４４６－ ４２：０７．９１	 ２７１．７
３５ モ リ ナ リ 牝３黒鹿 ５４

５２ △松山 弘平鈴木 義孝氏 吉田 直弘 日高 下河辺牧場 ４３４－ ４２：０８．０クビ ３５．７�
７１３ ラブアスコットー 牝３栗 ５４ 渡辺 薫彦増田 陽一氏 中村 均 新ひだか 加野牧場 ４４０－ ６２：０８．２１	 ２７２．６�
２４ テイエムキャンドル 牝３栗 ５４ 安部 幸夫竹園 正繼氏 五十嵐忠男 浦河 野村 正 ４９４－ ４２：０８．３� ９２．３�

（愛知）

５１０ スズカサクセス 牡３鹿 ５６ 浜中 俊永井 啓弍氏 坪 憲章 むかわ 新井牧場 ４４６－ ８２：０８．７２� ２０．９�
８１５ メイショウアカギ 牡３栗 ５６ 高橋 亮松本 好雄氏 高橋 隆 日高 日西牧場 ４６０± ０２：０８．９１� ２６７．８�
６１２ エーシンサスケハナ 牝３芦 ５４ 野元 昭嘉�栄進堂 野元 昭 浦河 栄進牧場 B４７４－ ８２：１０．２８ １３１．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，３０１，８００円 複勝： ５５，６３９，５００円 枠連： １２，５５９，２００円

普通馬連： ４２，４３１，３００円 馬単： ３６，６６８，１００円 ワイド【拡大馬連】： １９，６０６，４００円

３連複： ５７，２７０，４００円 ３連単： ９８，７９３，６００円 計： ３４２，２７０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７１０円 複 勝 � ４００円 � ４２０円 � ３３０円 枠 連（４－５） １，５１０円

普通馬連 �� ２，４８０円 馬 単 �� ４，４２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７６０円 �� ６５０円 �� ７５０円

３ 連 複 ��� ３，９５０円 ３ 連 単 ��� ２４，５７０円

票 数

単勝票数 計 １９３０１８ 的中 � ２１６３１（３番人気）
複勝票数 計 ５５６３９５ 的中 � ３６０６６（３番人気）� ３４６９２（４番人気）� ４６５５２（２番人気）
枠連票数 計 １２５５９２ 的中 （４－５） ６１７６（８番人気）
普通馬連票数 計 ４２４３１３ 的中 �� １２６３０（８番人気）
馬単票数 計 ３６６６８１ 的中 �� ６１２９（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９６０６４ 的中 �� ６３１１（９番人気）�� ７６１５（６番人気）�� ６４１５（８番人気）
３連複票数 計 ５７２７０４ 的中 ��� １０７１７（１１番人気）
３連単票数 計 ９８７９３６ 的中 ��� ２９６８（５９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２４．７―３７．７―５０．８―１：０３．９―１：１７．０―１：２９．６―１：４１．８―１：５３．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．０―３F３６．４
１
３
２（６，１２）（８，１０）１（５，７，９）１４（３，４，１１）（１３，１５）－１６・（２，１２）（６，１０，９）（１，８，７，１４）（３，１１）５（１３，１５）１６－４

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

勝馬の
紹 介

スプリングアルタ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 シンボリルドルフ デビュー ２０１０．１．１７ 京都２着

２００７．４．１４生 牡３鹿 母 ヤクモサワヤカ 母母 ヤクモマジック ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 キタサンボルケーノ号
※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。



０６０２８ ３月６日 雨
（ 芝 ）重
（ダート）不良（２２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

３３ ヨドノヒーロー 牡５黒鹿６０ 金折 知則海原 聖一氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ４６０－ ２３：２３．７ １６．２�

６１０ ア ヤ ナ ベ ル 牝４青鹿５７ 北沢 伸也鳴戸 雄一氏 大根田裕之 浦河 野表 俊一 ４４０－１０３：２３．９１ ５．２�
４６ � ワイズプロローグ 牝５鹿 ５８ 難波 剛健�イクタ 村山 明 池田 高橋 正三 ４５６－ ６３：２４．０� ３０．２�
４５ ブローヒッター 牡４栗 ５９ 佐久間寛志深見 富朗氏 五十嵐忠男 静内 西村 和夫 ４７２± ０３：２４．２１� ２４．２�
２２ ゴルデンシュライン �４栗 ５９ 西谷 誠�協栄 加用 正 日高 タバタファーム ４８６± ０３：２５．１５ ５．０�
３４ � キシリトール �５栗 ６０ 高野 容輔三宅 勝俊氏 境 直行 浦河 渡辺牧場 ４７２± ０３：２５．３１� ５９．５	
６９ 	 エーシンサンスター 牡５黒鹿６０ 白浜 雄造�栄進堂 松元 茂樹 米

Robert E. Court-
ney, Jr. & Jaime S.
Carrion, Trustee

４６４－ ４３：２５．４� ３．７

５７ ダイナミックグロウ 牡６鹿 ６０ 黒岩 悠小川 勲氏 目野 哲也 浦河 杵臼牧場 ４７２－ ４３：２５．７１
 ５．３�
８１４ アキクサクイン 牝６鹿 ５８ 石神 深一井口 莞爾氏 浅野洋一郎 浦河 川越ファーム ４４４－１２３：２６．０２ １９．０�
７１１ キクカジュピター 牡４栗 ５９ 今村 康成飯島 和吉氏 清水 出美 浦河 高松牧場 ４５０－ ６３：２６．３２ ５０．１
７１２ グロッケンライン 牡５鹿 ６０ 高田 潤 �キャロットファーム 中尾 秀正 三石 片山 修 ４５０－ ６３：２６．５１� １１．９�
５８ ト ム ト ッ プ 牡６栗 ６０ 岩崎 祐己半田 勉氏 西橋 豊治 三石 乾 皆雄 ４８０＋１６３：２９．１大差 １６．６�
１１ スズカスコール 牝４栗 ５７ 仲田 雅興永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡野牧場 ４６６± ０３：３１．７大差 ７７．２�
８１３ マジカルレッド 牝４鹿 ５７ 小坂 忠士海谷 幸司氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド ４４２－ ６３：３５．６大差 ３６．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １０，４８５，１００円 複勝： １２，４９６，１００円 枠連： １２，９５３，３００円

普通馬連： ２９，８１６，２００円 馬単： ２３，２５２，３００円 ワイド【拡大馬連】： １１，９８１，１００円

３連複： ４５，２４７，９００円 ３連単： ６３，０７２，２００円 計： ２０９，３０４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６２０円 複 勝 � ４００円 � １９０円 � ５５０円 枠 連（３－６） １，５１０円

普通馬連 �� ４，１９０円 馬 単 �� １０，４５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４００円 �� ３，９４０円 �� ２，２１０円

３ 連 複 ��� ４０，２９０円 ３ 連 単 ��� ２２１，６６０円

票 数

単勝票数 計 １０４８５１ 的中 � ５１２６（６番人気）
複勝票数 計 １２４９６１ 的中 � ７５７９（６番人気）� ２１２５５（２番人気）� ５１９５（９番人気）
枠連票数 計 １２９５３３ 的中 （３－６） ６３５６（７番人気）
普通馬連票数 計 ２９８１６２ 的中 �� ５２５５（１７番人気）
馬単票数 計 ２３２５２３ 的中 �� １６４３（４４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１９８１１ 的中 �� ２１５３（１５番人気）�� ７３６（４５番人気）�� １３３７（２８番人気）
３連複票数 計 ４５２４７９ 的中 ��� ８２９（１１３番人気）
３連単票数 計 ６３０７２２ 的中 ��� ２１０（５９１番人気）

上り １マイル １：４７．８ ４F ５１．９－３F ３８．８
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヨドノヒーロー �
�
父 カリズマティック �

�
母父 シービークロス デビュー ２００７．１１．３ 京都６着

２００５．４．１６生 牡５黒鹿 母 イナズマクロス 母母 ポーロニアオリオン 障害：１戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔調教再審査〕 スズカスコール号は，各障害を左側に斜飛したことについて障害調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ４頭 エルジャンクション号・コンゴウ号・トミーブランド号・モエレエキスパート号



０６０２９ ３月６日 雨 不良 （２２阪神１）第３日 第５競走 ��
��１，２００�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

１：０９．７
１：０８．７

重

重

６１１ ムスタングリーダー 牡３芦 ５６ 福永 祐一杉岡 時治氏 笹田 和秀 平取 稲原牧場 ４０６ ―１：１３．０ ６．４�

１１ プリサイストップ 牡３鹿 ５６
５３ ▲高倉 稜冨沢 敦子氏 崎山 博樹 浦河 鮫川フアーム ４８４ ―１：１３．１� ５．５�

５１０ キクノフェーデ 牡３鹿 ５６ 和田 竜二菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム ５１０ ―１：１３．２� ２６．１�
６１２ シエラデルタ 牡３黒鹿５６ 小林 徹弥山上 和良氏 野中 賢二 日高 白井牧場 ４５６ ―１：１３．４１� １５．６�
１２ ドリームムサシ 牡３栗 ５６ 蛯名 正義セゾンレースホース� 中村 均 新ひだか 平野牧場 ５１８ ―１：１４．５７ ８．２�
４７ シゲルノブツナ 牡３鹿 ５６ 藤岡 康太森中 蕃氏 武田 博 新冠 長浜 秀昭 ４４６ ―１：１４．７１� ９５．６�
２４ シ エ ル ト 牝３鹿 ５４ 小牧 太永田 和彦氏 羽月 友彦 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４４６ ―１：１４．８クビ ２０．５	
４８ オオトリフクムスメ 牝３栗 ５４ 芹沢 純一鳳サラブレッドレーシ

ングチーム 小島 貞博 新ひだか 片山牧場 ４３０ ―１：１５．１１� ９６．７

３５ スプリングオスロ 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦加藤 春夫氏 野村 彰彦 様似 宮本 一輝 ５０２ ― 〃 アタマ ２７．４�
８１５ タツサファイヤ 牝３栗 ５４ 安藤 勝己鈴木 昭作氏 鮫島 一歩 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター ４７８ ―１：１５．３１� ２．８�
７１４ シンオウレエミ 牡３鹿 ５６

５４ △松山 弘平藤本 幸雄氏 小原伊佐美 新冠 安達 洋生 ４３４ ―１：１５．４� ６０．８
８１６ テンエイルーラー 牡３鹿 ５６ 安部 幸夫熊坂富寿雄氏 嶋田 潤 福島 農事組合法人

天栄牧場 ４７４ ―１：１５．７２ ７３．１�
（愛知）

７１３ モジュレーター 牡３栗 ５６ 川島 信二谷 研司氏 鮫島 一歩 青森 明成牧場 ４７８ ―１：１５．９１� １２４．２�
５９ 	 ソ ト ビ ー ト 牝３栗 ５４ 武 幸四郎門野 重雄氏 鮫島 一歩 米 Dixiana

Stables Inc ４８６ ―１：１６．０クビ ２９．９�
２３ ティンクルチャーミ 牝３芦 ５４ 岩田 康誠 �フジワラ・ファーム 岡田 稲男 新ひだか フジワラフアーム ４２８ ―１：１６．６３� ６．７�
３６ ニホンピロピーチ 牝３黒鹿５４ 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 ４４４ ―１：１９．４大差 １０５．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，０９６，４００円 複勝： １７，８４４，９００円 枠連： １４，４２６，０００円

普通馬連： ３６，４５６，３００円 馬単： ２８，１０９，８００円 ワイド【拡大馬連】： １５，０４６，９００円

３連複： ５０，９８９，２００円 ３連単： ７１，８５３，０００円 計： ２４８，８２２，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６４０円 複 勝 � ２２０円 � ２３０円 � ５００円 枠 連（１－６） ９００円

普通馬連 �� ２，５４０円 馬 単 �� ４，８５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８４０円 �� １，９３０円 �� ２，３７０円

３ 連 複 ��� １９，８４０円 ３ 連 単 ��� ９４，１９０円

票 数

単勝票数 計 １４０９６４ 的中 � １７４２６（３番人気）
複勝票数 計 １７８４４９ 的中 � ２４０３１（２番人気）� ２２１９０（３番人気）� ７９３８（７番人気）
枠連票数 計 １４４２６０ 的中 （１－６） １１９５５（４番人気）
普通馬連票数 計 ３６４５６３ 的中 �� １０６１７（１０番人気）
馬単票数 計 ２８１０９８ 的中 �� ４２８１（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５０４６９ 的中 �� ４６１２（８番人気）�� １８９５（２８番人気）�� １５３１（３０番人気）
３連複票数 計 ５０９８９２ 的中 ��� １８９７（７０番人気）
３連単票数 計 ７１８５３０ 的中 ��� ５６３（２９１番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．３―１２．１―１２．３―１２．２―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．５―３５．６―４７．９―１：００．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ムスタングリーダー �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 クリスタルグリツターズ 初出走

２００７．４．６生 牡３芦 母 ベネチアンテンズ 母母 メジロジュリアン １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ニホンピロピーチ号は，平成２２年４月６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 ウエスタンバレー号・エムアイボニータ号・オリエンタルコール号・キクノアンジュ号・コウエイキャンディ号・

ザッハトルテ号・シェリー号・ヒルノカディス号・ポリシー号・ラッキーツー号・ロングジーニアス号
※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。



０６０３０ ３月６日 小雨 重 （２２阪神１）第３日 第６競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１２時５０分 （芝・右・外）

牝，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

１：４４．７
１：４４．１

良

良

７１４ ジュヴェビアン 牝３鹿 ５４ 小坂 忠士 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 山内 研二 新ひだか マークリ牧場 ４６２ ―１：５２．０ ４．８�

３６ メジロジェニファー 牝３黒鹿５４ 石橋 守�メジロ牧場 北出 成人 洞爺湖 メジロ牧場 ４８４ ―１：５２．３２ ２５．７�
７１３ ナムラオスカル 牝３栗 ５４

５２ △松山 弘平奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム ４０４ ― 〃 クビ １２７．７�
３５ トゥーファン 牝３鹿 ５４ 木村 健田所 英子氏 安達 昭夫 新ひだか 下屋敷牧場 ４３８ ―１：５２．６１� ５１．３�

（兵庫）

１１ フラワーストーム 牝３鹿 ５４ 池添 謙一松浦 正厚氏 浅見 秀一 新ひだか 出羽牧場 ４１４ ―１：５２．８１� １５．７�
６１２ ド ナ リ ベ ラ 牝３鹿 ５４

５１ ▲高倉 稜山田 貢一氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 ４６２ ―１：５２．９クビ ２２．４	
１２ バトルキクヒメ 牝３芦 ５４ 小林 徹弥宮川 秋信氏 野中 賢二 新ひだか 小倉 光博 ４８２ ―１：５３．１１� ２９．５

５１０ オーマイクリス 牝３鹿 ５４ 小牧 太笹地 清幸氏 坂口 正則 浦河 鵜木 唯義 ４４６ ―１：５３．２� ８５．５�
８１６ ガ イ ー ヌ 牝３栗 ５４ 浜中 俊永田 和彦氏 坂口 正大 安平 ノーザンファーム ４２６ ―１：５３．５１� ５．９�
４７ ハッピーディレンマ 牝３栗 ５４ 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 千歳 社台ファーム ４７２ ―１：５３．７１� ３．０
５９ アグレッシブローズ 牝３鹿 ５４ 武 豊松本 肇氏 佐藤 正雄 日高 福山牧場 ４７４ ― 〃 アタマ １２．０�
２４ プルメリアチャーム 牝３芦 ５４ 安部 幸夫 �社台レースホース中尾 秀正 千歳 社台ファーム ４５２ ― 〃 クビ ５．９�

（愛知）

８１５ メイショウナゴン 牝３黒鹿５４ 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 成忠 新ひだか 三木田 明仁 ５２４ ―１：５３．９１ ３９．９�
２３ メイショウビーナス 牝３鹿 ５４ 和田 竜二松本 好雄氏 湯窪 幸雄 浦河 磯野牧場 ４４４ ―１：５４．０� ４１．９�
６１１ オーミジュノン 牝３鹿 ５４ 鷹野 宏史岩� 僖澄氏 田島 良保 浦河 日田牧場 ４３４ ―１：５５．５９ １５７．９�
４８ レルシールフローラ 牝３黒鹿５４ 武 幸四郎大迫久美子氏 野中 賢二 新冠 村上 欽哉 ４８４ ―１：５６．０３ ９９．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，４７８，７００円 複勝： １８，０７２，９００円 枠連： １２，４０５，７００円

普通馬連： ３５，４３６，９００円 馬単： ２５，８４０，２００円 ワイド【拡大馬連】： １３，９７４，２００円

３連複： ４７，３２４，７００円 ３連単： ６６，４８６，５００円 計： ２３３，０１９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � ２２０円 � ７００円 � ２，０９０円 枠 連（３－７） ３，５９０円

普通馬連 �� ６，３８０円 馬 単 �� １０，３２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５５０円 �� ５，９００円 �� １５，１５０円

３ 連 複 ��� １３９，１５０円 ３ 連 単 ��� ６９１，０９０円

票 数

単勝票数 計 １３４７８７ 的中 � ２２４７３（２番人気）
複勝票数 計 １８０７２９ 的中 � ２７３２７（２番人気）� ６２１２（９番人気）� １９３１（１４番人気）
枠連票数 計 １２４０５７ 的中 （３－７） ２５５５（１６番人気）
普通馬連票数 計 ３５４３６９ 的中 �� ４１０４（２１番人気）
馬単票数 計 ２５８４０２ 的中 �� １８４９（３５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３９７４２ 的中 �� ２２９０（１４番人気）�� ５７７（５７番人気）�� ２２３（８９番人気）
３連複票数 計 ４７３２４７ 的中 ��� ２５１（２５２番人気）
３連単票数 計 ６６４８６５ 的中 ��� ７１（１２１９番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．９―１２．２―１２．８―１２．８―１２．６―１２．０―１２．４―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．６―３６．８―４９．６―１：０２．４―１：１５．０―１：２７．０―１：３９．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．６―３F３７．０
３ １２，７（１１，１４）（１，１３，１６）１５，５，４－１０，３，６，９（２，８） ４ １２（７，１１，１４）（１，１３，１５）５，１６（４，１０）－（３，６）９，２－８

勝馬の
紹 介

ジュヴェビアン �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Sadler’s Wells 初出走

２００７．３．１６生 牝３鹿 母 チ カ リ ー 母母 Flyaway Bride １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 ナムラオスカル号の騎手松山弘平は，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・１０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１０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１０頭 クリミナルコード号・クレバーオペラ号・サクラシュプール号・タマモラブリー号・トーセンレベッカ号・

ヒカリペトラ号・ペプチドネオパレス号・ヘルズキッチン号・マルカシャルダン号・ワンダーストーリリ号
※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。



０６０３１ ３月６日 曇 不良 （２２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 （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
１：４７．８

重

重

７１３ ローレルレヴァータ �３鹿 ５６
５４ △松山 弘平 �ローレルレーシング 加用 正 新冠 若林牧場 ４５０± ０１：５２．６ ６．２�

１１ アドマイヤプレミア 牡３芦 ５６ 川田 将雅近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム ４０２－ ４１：５３．２３� １５．１�
６１０ スーサンストリーム 牡３芦 ５６ 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４４０－ ４１：５３．３� １０．７�
２２ ヒラボクキング 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介�平田牧場 大久保龍志 浦河 辻 牧場 ５２２－１０１：５３．５１� ４．９�
３５ トウカイトキメキ 牡３栗 ５６ 池添 謙一内村 正則氏 中村 均 日高 福満牧場 ５２６＋ ４１：５３．６� ２１．９�
７１２ エースインザホール 牡３鹿 ５６ 芹沢 純一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 白井 寿昭 新冠 ハシモトフアーム ４７８－ ６１：５３．７� ２９．１�
２３ オースミイレブン 牡３芦 ５６ 岩田 康誠�オースミ 昆 貢 新冠 高瀬牧場 ４９４＋ ２１：５３．８クビ ２．４	
４７ ウイントランザム 牡３鹿 ５６ 川島 信二�ウイン 山内 研二 新冠 川島牧場 ４５８＋ ６ 〃 クビ ５７．０

３４ メメビーナス 牝３青鹿５４ 武 豊本谷 惠氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 ４６２－ ６１：５４．２２� ８．３�
８１４ エイシンナナツボシ 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義平井 豊光氏 坂口 正則 浦河 カナイシスタッド ５０４± ０１：５４．４１	 ２５．２�
４６ ロングカムイ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一中井 敏雄氏 長浜 博之 日高 天羽牧場 ５２８－１２１：５４．５クビ ９８．６
５８ 
 メジャーテースト 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲高倉 稜阿部榮乃進氏 崎山 博樹 日高 森本牧場 ４５８± ０１：５５．５６ ４４．１�
８１５� マサノディフィート 牡３青鹿５６ 木村 健中村 正子氏 曽和 直栄 浦河 木戸口牧場 ４６４± ０１：５５．７１� ４７６．６�

（兵庫） （兵庫）

５９ ブルーライトニング 牡３栗 ５６ 藤岡 康太 �社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム ５１６＋２６１：５６．６５ ３９．１�
６１１� アイヌモシリ 牡３鹿 ５６ 安部 幸夫西村 知也氏 藤田 正治 新ひだか 野表 篤夫 ４６２－ １１：５７．８７ ３５０．４�

（笠松） （愛知）

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２１，６５０，２００円 複勝： ３２，９５２，７００円 枠連： １７，２７３，５００円

普通馬連： ５５，２７８，３００円 馬単： ３６，１２２，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，３３３，４００円

３連複： ７２，８９８，８００円 ３連単： １０６，１８２，７００円 計： ３６４，６９２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６２０円 複 勝 � ２２０円 � ３４０円 � ３００円 枠 連（１－７） ２，５７０円

普通馬連 �� ２，５７０円 馬 単 �� ４，６７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０１０円 �� ８００円 �� １，１６０円

３ 連 複 ��� ７，１４０円 ３ 連 単 ��� ３４，９６０円

票 数

単勝票数 計 ２１６５０２ 的中 � ２７９４０（３番人気）
複勝票数 計 ３２９５２７ 的中 � ４３６２０（３番人気）� ２４２２３（６番人気）� ２８６７９（５番人気）
枠連票数 計 １７２７３５ 的中 （１－７） ４９６２（１２番人気）
普通馬連票数 計 ５５２７８３ 的中 �� １５９２６（１１番人気）
馬単票数 計 ３６１２２４ 的中 �� ５７１９（１９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２３３３４ 的中 �� ５４１８（１４番人気）�� ７０４３（９番人気）�� ４６９８（１５番人気）
３連複票数 計 ７２８９８８ 的中 ��� ７５４０（２４番人気）
３連単票数 計１０６１８２７ 的中 ��� ２２４２（１０５番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．１―１３．５―１２．６―１２．２―１２．３―１２．７―１２．５―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．８―３７．３―４９．９―１：０２．１―１：１４．４―１：２７．１―１：３９．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ローレルレヴァータ �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００９．１１．２１ 京都１着

２００７．４．１４生 �３鹿 母 ラブリーサンライズ 母母 ナイトブリーズ ６戦２勝 賞金 １８，３００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイヌモシリ号は，平成２２年４月６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。



０６０３２ ３月６日 曇 不良 （２２阪神１）第３日 第８競走 ��
��１，２００�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

１：０９．７
１：０８．７

重

重

４８ ド キ ャ ー レ 牡５栗 ５７ 小牧 太浜RC組合 大橋 勇樹 静内 酒井 静男 ４７４＋ ４１：１１．４ ５．６�

７１３ キクノフレヴァン 牡４鹿 ５７ 藤岡 佑介菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム ４６４± ０１：１１．６１� ７．８�
２４ � グリッターアイス 牝４鹿 ５５ 川島 信二グリーンフィールズ� 鶴留 明雄 米 Emilio

Viscomi ４６４－１２ 〃 クビ ２９．６�
５１０� スイートマカロン 牝４黒鹿５５ 木村 健広尾レース� 森 秀行 米 Kohsuke

Nakao ４６８－ ６１：１１．８１ １３．９�
（兵庫）

１１ サウンドアクシス 牡４栗 ５７ 武 豊 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４８０± ０ 〃 ハナ ５．５�
４７ ワンモアグリッター 牝５栗 ５５ 渡辺 薫彦�イクタ 須貝 尚介 新冠 長浜 秀昭 ４７０－ ２１：１２．１１	 １９．７	
１２ クイックメール 牝４栗 ５５ 蛯名 正義谷水 雄三氏 矢作 芳人 新ひだか カントリー牧場 ４５４± ０ 〃 クビ ９．１

３６ 
 メイショウフェーヴ 牝５栗 ５５ 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 成忠 浦河 三嶋牧場 ４５４＋ ４１：１２．３１� ２４．９�
８１５ オーミレイライン 牡４鹿 ５７ 安部 幸夫岩� 僖澄氏 田島 良保 日高 幾千世牧場 ５１６± ０１：１２．４� ２９．６�

（愛知）

３５ 
 ジャングルゼット 牡５鹿 ５７ 池添 謙一�フォーレスト 池添 兼雄 門別 日高大洋牧場 ５２０＋１０１：１２．５クビ ７４．９
８１６ ウォーターショーン 牡５鹿 ５７ 高橋 亮山岡 良一氏 高橋 隆 浦河 中島牧場 ４９４＋ ４１：１３．２４ ３７．２�
５９ 
 シゲルヴォドレ 牡５栗 ５７ 浜中 俊森中 蕃氏 小原伊佐美 三石 沖田 繁 ５１２－２０１：１３．５１	 ２７１．０�
６１１
 ホワイトルシアン 牡５芦 ５７

５５ △松山 弘平村上 稔氏 佐藤 正雄 新冠 オートファー
ム �渡 ５０４－１０ 〃 クビ ４．６�

７１４ トーアクレセント 牝４栗 ５５ 中村 将之高山ランド� 羽月 友彦 豊浦トーア牧場 ４４６－１２１：１３．９２� １２０．５�
６１２ リ ー テ ィ ラ 牝４鹿 ５５ 和田 竜二吉田 修氏 梅内 忍 新冠 武田 修一 ４９２－ ８１：１４．０� ２０２．４�
２３ メイショウオーラ 牡４芦 ５７ 武 幸四郎松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 ５０２－ ２１：１４．２１� ６．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，２５５，８００円 複勝： ３１，５６５，５００円 枠連： １８，９４６，４００円

普通馬連： ６２，４３５，６００円 馬単： ３８，７５７，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，４２２，８００円

３連複： ８３，４３２，３００円 ３連単： １１９，３３５，７００円 計： ３９７，１５１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５６０円 複 勝 � ２３０円 � ２７０円 � ６４０円 枠 連（４－７） １，７３０円

普通馬連 �� ２，０７０円 馬 単 �� ４，２２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８４０円 �� ２，１９０円 �� ２，６３０円

３ 連 複 ��� １８，２３０円 ３ 連 単 ��� ８２，８６０円

票 数

単勝票数 計 １９２５５８ 的中 � ２７５１５（３番人気）
複勝票数 計 ３１５６５５ 的中 � ４０２００（４番人気）� ３２８５４（５番人気）� １１０６１（９番人気）
枠連票数 計 １８９４６４ 的中 （４－７） ８０９７（７番人気）
普通馬連票数 計 ６２４３５６ 的中 �� ２２３５２（６番人気）
馬単票数 計 ３８７５７７ 的中 �� ６７８４（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３４２２８ 的中 �� ７１７９（７番人気）�� ２５９５（３０番人気）�� ２１４６（３８番人気）
３連複票数 計 ８３４３２３ 的中 ��� ３３７９（６８番人気）
３連単票数 計１１９３３５７ 的中 ��� １０６３（２９２番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．４―１１．８―１１．９―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．１―３４．５―４６．３―５８．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ド キ ャ ー レ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 Hennessy デビュー ２００７．１０．６ 京都２着

２００５．４．９生 牡５栗 母 キウィカラー 母母 McGinty’s Girl ２１戦３勝 賞金 ３１，９００，０００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） １頭 ウォーターサムデイ号
（非抽選馬） ２頭 エーティーショパン号・ケイアイダイコク号
※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。



０６０３３ ３月６日 曇 重 （２２阪神１）第３日 第９競走 ��
��１，６００�

た ん ば

丹 波 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
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 ３０８，０００円 ８８，０００円 ４４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．５

良

良

８１３ ハ ウ オ リ 牝４鹿 ５５ 武 豊金子真人ホール
ディングス� 角居 勝彦 浦河 大北牧場 ４７２＋ ４１：３７．７ ２．７�

１１ アルーリングムーン 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義 �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 ４４８－ ６１：３７．８� ６．１�

６９ ショウリュウアクト 牡６栗 ５７ 和田 竜二上田 亙氏 佐々木晶三 三石 原口牧場 ４８８± ０１：３８．０１ ３６．７�
７１１� メイショウシオギリ 牝６鹿 ５５ 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 成忠 門別 高柳 隆男 B５１６－ ８ 〃 アタマ ４５．６�
５６ ヤマカツゴールド 牡４栗 ５７ 池添 謙一山田 博康氏 池添 兼雄 三石 猪野毛牧場 ４５４－ ２１：３８．１	 １０．４�
８１２
 ナミダガキラリ 牝５栗 ５５ 川田 将雅小林けい子氏 荒川 義之 米 Shadai Farm ４５２－ ２１：３８．３１� ４１．５	
４５ エリモアラルマ 牡４鹿 ５７ 福永 祐一山本 敏晴氏 松永 幹夫 えりも エクセルマネジメント ４８４－ ２１：３８．５１ ９．２

５７ ミリオンウェーブ 牡５鹿 ５７ 藤岡 康太万波 健二氏 平田 修 新冠 若林牧場 ５２０＋１０ 〃 アタマ １３．９�
７１０ ドリームガードナー 牡５栗 ５７ 岩田 康誠セゾンレースホース� 中村 均 千歳 社台ファーム ４６２－ ２１：３８．６	 １６．６�
４４ マルサンテクニカル 牡６鹿 ５７ 南井 大志松井三千年氏 南井 克巳 様似 様似堀牧場 ４７６－ ６１：３９．０２	 １４９．２
６８ マヤノベンケイ 牡５鹿 ５７ 浜中 俊田所 英子氏 梅内 忍 三石 前川 隆則 ４６２－１０ 〃 クビ ８０．９�
３３ カノヤトップレディ 牝５鹿 ５５ 小牧 太神田 薫氏 橋口弘次郎 門別 浜本牧場 ４８８－ ４１：３９．２１� ３．６�
２２ アプローズヒーロー 牡６鹿 ５７ 鈴来 直人小野 博郷氏 石栗 龍彦 三石 稲葉牧場 ４５６－ ６１：３９．４１ ６７．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２６，３９４，０００円 複勝： ４２，２０７，６００円 枠連： ２０，１６８，７００円

普通馬連： ９１，４７７，１００円 馬単： ６３，０６４，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，０２７，１００円

３連複： １１７，３６３，３００円 ３連単： ２１９，９１５，４００円 計： ６１２，６１７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １５０円 � １９０円 � ５３０円 枠 連（１－８） ６００円

普通馬連 �� ６９０円 馬 単 �� １，１３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３７０円 �� １，４２０円 �� ２，１２０円

３ 連 複 ��� ６，４７０円 ３ 連 単 ��� １９，６３０円

票 数

単勝票数 計 ２６３９４０ 的中 � ７８４６１（１番人気）
複勝票数 計 ４２２０７６ 的中 � ９７５４８（１番人気）� ６２５５１（３番人気）� １５１１０（８番人気）
枠連票数 計 ２０１６８７ 的中 （１－８） ２５００２（２番人気）
普通馬連票数 計 ９１４７７１ 的中 �� ９８８７９（２番人気）
馬単票数 計 ６３０６４５ 的中 �� ４１４５９（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２０２７１ 的中 �� ２４４９２（２番人気）�� ５２５０（１９番人気）�� ３４５４（２５番人気）
３連複票数 計１１７３６３３ 的中 ��� １３３９７（２０番人気）
３連単票数 計２１９９１５４ 的中 ��� ８２７０（５１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１３．０―２５．２―３８．０―５０．６―１：０２．８―１：１４．４―１：２５．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハ ウ オ リ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００９．５．２ 京都１着

２００６．２．２５生 牝４鹿 母 ノースフライト 母母 シヤダイフライト ８戦３勝 賞金 ３８，８５９，０００円



０６０３４ ３月６日 曇 不良 （２２阪神１）第３日 第１０競走 ��
��２，０００�

に が わ

仁川ステークス
発走１５時００分 （ダート・右）
４歳以上；負担重量は，日本馬：５５�，牝馬２�減，収得賞金１，０００万円超過馬は超過
額１，１５０万円毎１�増，�：５５�，牝馬２�減，GⅠ競走１着馬６�増，GⅡ競走１着馬４�
増，GⅢ競走１着馬２�増（ただし２歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 ２１，０００，０００円 ８，４００，０００円 ５，３００，０００円 ３，２００，０００円 ２，１００，０００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

２：０１．０
２：０１．０

不良

不良

５６ モンテクリスエス 牡５鹿 ５５ 川田 将雅毛利 喜昭氏 松田 国英 門別 下河辺牧場 ５５６＋ ６２：０４．８ １０．４�

８１３� イ ン バ ル コ 牡４鹿 ５６ 岩田 康誠藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 Takeshi
Fujita B５２０± ０２：０４．９	 ３．３�

３３ シビルウォー 牡５鹿 ５６ 藤岡 佑介 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム ４７０± ０２：０５．０	 １０．３�
７１０ ク リ ー ン 牡６鹿 ５６ 安部 幸夫小田切有一氏 音無 秀孝 静内 タイヘイ牧場 ６１６－ ４２：０５．１	 ５４．３�

（愛知）

４５ タガノエクリプス 牡７青 ５６ 池添 謙一八木 良司氏 川村 禎彦 千歳 社台ファーム ５１２－ ４ 〃 ハナ ９３．８�
６８ ナムラハンター 牡５青鹿５５ 藤岡 康太奈村 信重氏 松永 昌博 三石 平野牧場 ４９０＋ ２２：０５．２
 １３．１�
１１ ピイラニハイウェイ 牡５黒鹿５６ 和田 竜二金子真人ホール

ディングス	 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４６４－ ４２：０５．３	 ７．７

８１２ ボ ラ ン タ ス 牡６栗 ５６ 安藤 勝己齊藤四方司氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ５４０＋１０２：０５．５１	 ６．７�
４４ ネ イ キ ッ ド 牡６栗 ５６ 福永 祐一前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８２± ０２：０５．６	 ６．９�
２２ カリオンツリー 牡７鹿 ５６ 小牧 太 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム ５２６－ ６２：０５．８１ ６７．８
５７ マイディアサン 牡６栗 ５６ 蛯名 正義 �社台レースホース田中 清隆 千歳 社台ファーム ４９０－１０２：０６．０１� ６．７�
７１１ リクエストソング 牡４鹿 ５５ 武 豊 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム ４９６＋１０２：０６．２１ １６．４�
６９ レキシントンシチー 牡７鹿 ５６ 木村 健 	友駿ホースクラブ 佐々木晶三 門別 下河辺牧場 ４９４＋ ４２：０７．１５ １８９．６�

（兵庫）

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３６，４７５，０００円 複勝： ６７，１１８，１００円 枠連： ３０，４１３，０００円

普通馬連： １５０，６７３，７００円 馬単： ８２，１４７，９００円 ワイド【拡大馬連】： ４５，７９２，８００円

３連複： １７９，５６３，４００円 ３連単： ３１０，１１７，６００円 計： ９０２，３０１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０４０円 複 勝 � ３７０円 � １５０円 � ３００円 枠 連（５－８） ５４０円

普通馬連 �� ２，４９０円 馬 単 �� ５，５６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０７０円 �� ２，２８０円 �� ６３０円

３ 連 複 ��� ８，１３０円 ３ 連 単 ��� ５１，７６０円

票 数

単勝票数 計 ３６４７５０ 的中 � ２７８９９（７番人気）
複勝票数 計 ６７１１８１ 的中 � ３８４７５（８番人気）� １６６７４０（１番人気）� ５１６５２（６番人気）
枠連票数 計 ３０４１３０ 的中 （５－８） ４１９４２（１番人気）
普通馬連票数 計１５０６７３７ 的中 �� ４４７７３（１１番人気）
馬単票数 計 ８２１４７９ 的中 �� １０９１４（２５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４５７９２８ 的中 �� １０４７９（１５番人気）�� ４７３４（３０番人気）�� １９０２０（６番人気）
３連複票数 計１７９５６３４ 的中 ��� １６３１４（３４番人気）
３連単票数 計３１０１１７６ 的中 ��� ４４２２（２０１番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．４―１２．１―１４．２―１３．１―１１．９―１２．５―１２．１―１１．９―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２４．１―３６．２―５０．４―１：０３．５―１：１５．４―１：２７．９―１：４０．０―１：５１．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．４―３F３６．９
１
３

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

勝馬の
紹 介

モンテクリスエス �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Last Tycoon デビュー ２００８．１．１９ 京都２着

２００５．２．２１生 牡５鹿 母 ケイウーマン 母母 Friendly Finance ２５戦５勝 賞金 １８４，６４３，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
〔制裁〕 ボランタス号の騎手安藤勝己は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（１１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。



０６０３５ ３月６日 曇 重 （２２阪神１）第３日 第１１競走 ��
��１，６００�第１７回チューリップ賞（ＧⅢ）

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 ３７，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，３００，０００円 ５，６００，０００円 ３，７００，０００円
付 加 賞 ５８８，０００円 １６８，０００円 ８４，０００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

６１２ ショウリュウムーン 牝３鹿 ５４ 木村 健上田 亙氏 佐々木晶三 浦河 高村牧場 ４５０－ ８１：３６．１ ３９．０�
（兵庫）

８１６ ア パ パ ネ 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４７８＋ ６１：３６．２� ２．２�

２４ エーシンリターンズ 牝３栗 ５４ 岩田 康誠�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ４４０－ ８ 〃 アタマ ２３．９�
２３ オウケンサクラ 牝３鹿 ５４ 小牧 太福井 明氏 音無 秀孝 新冠 高瀬牧場 ４８４－ ４１：３６．５１� ５．７�
１２ ラフォルジュルネ 牝３鹿 ５４ 藤岡 康太 �キャロットファーム 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４４± ０１：３６．６� １２．８�
７１４ ストレンジラブ 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介鈴木 義孝氏 牧浦 充徳 新冠 隆栄牧場 ４５２－ ２１：３７．０２� １０１．２	
８１５ ワイルドラズベリー 牝３鹿 ５４ 浜中 俊近藤 英子氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム ４４６－ ４ 〃 ハナ ７．８

５９ プ リ ム ー ル 牝３黒鹿５４ 安部 幸夫吉田 和美氏 荒川 義之 日高 日高大洋牧場 ４４６± ０ 〃 ハナ １９１．１�

（愛知）

５１０ ベストクルーズ 牝３芦 ５４ 安藤 勝己飯田 正剛氏 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 ４３６＋ ２ 〃 クビ ８．０�
３５ ヴィクトリーマーチ 牝３栗 ５４ 池添 謙一吉田 正志氏 大久保龍志 安平 追分ファーム ４５２± ０１：３７．１クビ １１．７
１１ ナムラボルテージ 牝３鹿 ５４ 川田 将雅奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム ４５６－ ６ 〃 クビ ７１．４�
６１１ グリューネワルト 牝３青鹿５４ 福永 祐一 �サンデーレーシング 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム ４６２－ ６１：３７．４１� ５０．６�
４８ シルククラリティ 牝３黒鹿５４ 武 幸四郎有限会社シルク庄野 靖志 日高 ヤナガワ牧場 ４７８－ ２１：３８．３５ １７９．３�
４７ オメガブルーハワイ 牝３黒鹿５４ 武 豊原 �子氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム ４３６－ ４ 〃 クビ １４．４�
３６ マスターセイレーン 牝３鹿 ５４ 松山 弘平�服部牧場 南井 克巳 新ひだか 服部 牧場 ４５４－１２１：３８．４クビ １５１．２�
７１３ パ ミ ー ナ 牝３栗 ５４ 小林 徹弥門野 重雄氏 加藤 敬二 新ひだか フジワラフアーム ４４６－ ４１：３９．２５ １７７．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １０４，０８８，７００円 複勝： １７３，７９１，９００円 枠連： ９７，３０２，９００円

普通馬連： ５０９，０４０，６００円 馬単： ２７８，１１４，０００円 ワイド【拡大馬連】： １４４，０１６，０００円

３連複： ６１４，７９９，４００円 ３連単： １，２１０，７００，９００円 計： ３，１３１，８５４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，９００円 複 勝 � ７７０円 � １２０円 � ５６０円 枠 連（６－８） ２，１４０円

普通馬連 �� ５，９８０円 馬 単 �� １５，６９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，７１０円 �� ７，０４０円 �� １，０００円

３ 連 複 ��� ２３，５１０円 ３ 連 単 ��� １８６，１９０円

票 数

単勝票数 計１０４０８８７ 的中 � ２１０５５（９番人気）
複勝票数 計１７３７９１９ 的中 � ４０７６７（９番人気）� ６１１９７２（１番人気）� ５８４３３（８番人気）
枠連票数 計 ９７３０２９ 的中 （６－８） ３３６５２（１０番人気）
普通馬連票数 計５０９０４０６ 的中 �� ６２８８５（２２番人気）
馬単票数 計２７８１１４０ 的中 �� １３０８６（５１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１４４０１６０ 的中 �� ２０８２３（１９番人気）�� ４８６９（５５番人気）�� ３６９６４（１０番人気）
３連複票数 計６１４７９９４ 的中 ��� １９３０３（６７番人気）
３連単票数 計１２１０７００９ 的中 ��� ４７９９（４４６番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．０―１２．３―１２．３―１２．５―１１．９―１１．３―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．７―３６．０―４８．３―１：００．８―１：１２．７―１：２４．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショウリュウムーン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２００９．１１．２２ 京都２着

２００７．６．７生 牝３鹿 母 ムーンザドリーム 母母 ミヨシチェリー ４戦２勝 賞金 ４６，６８８，０００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） ５頭 サウンドバリアー号・スイートベルモット号・マイネアロマ号・マシュケナーダ号・ワシリーサ号
（非抽選馬） １頭 オールエモーション号
※一般事項Ⅴ－２の（４）によりショウリュウムーン号・アパパネ号・エーシンリターンズ号は，桜花賞（GⅠ）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。



０６０３６ ３月６日 曇 不良 （２２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
１：４７．８

重

重

７１２� ウィッシュビーワン 牡５鹿 ５７ 小牧 太�アカデミー 中竹 和也 米 March Thor-
oughbreds ４７８－ ８１：５２．２ ５．９�

５７ バトルブリンディス 牡５青鹿５７ 川島 信二宮川 秋信氏 矢作 芳人 門別 モリナガファーム B４６２－ ４ 〃 アタマ ３３．４�
６１０ キャプテンマジン 牡５黒鹿５７ 川田 将雅佐々木主浩氏 中尾 秀正 静内 岡田牧場 ４９４－ ８１：５２．５１� ９．２�
７１１ ハイローラー 牡４鹿 ５７ 武 豊加藤 千豊氏 木原 一良 新ひだか 土田農場 ４９０－ ６ 〃 クビ ６．５�
３４ パーフェクトラン 牡７鹿 ５７ 浜中 俊下井 道博氏 小原伊佐美 浦河 東栄牧場 ５１８－ ２１：５２．８１� ５．０�
５８ ハギノリベラ 牡４鹿 ５７ 安藤 勝己安岡美津子氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ５１２± ０１：５２．９� ８．３�
８１４ メイショウブンブク 牡４栗 ５７ 岩田 康誠松本 好雄氏 白井 寿昭 新ひだか 酒井 静男 ４６４＋ ４ 〃 アタマ ６．７	
４５ アドマイヤインディ 牝４栗 ５５ 福永 祐一近藤 利一氏 梅田 智之 洞爺 ノーザンファーム ４４６－１２１：５３．３２	 ４．０

２２ グリッターエルフ 牝６黒鹿 ５５

５３ △松山 弘平 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 門別 槇本牧場 ４７６＋ ４１：５３．４� ３９．４�

８１３ ヒミノプリンセス 牝５黒鹿５５ 安部 幸夫佐々木八郎氏 境 直行 三石 前川 正美 ５２４－ ６１：５３．５	 ５０．７�
（愛知）

１１ キャトルキャール 牝５栗 ５５ 和田 竜二吉田 修氏 村山 明 様似 出口 繁夫 ４５４＋ ８１：５３．８１� １１５．４
４６ ダノンマッハ 牡６黒鹿５７ 蛯名 正義�ダノックス 松永 幹夫 千歳 社台ファーム ５１８＋ ４１：５４．０１
 ９１．８�
６９ マヤノバルトーク 牡６鹿 ５７

５４ ▲高倉 稜田所 英子氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ５０８－ ４１：５４．３１� ９８．３�
３３ ホーマンラフィット 牡８栗 ５７ 金折 知則久保 博文氏 松元 茂樹 浦河 鮫川 啓一 ４８８＋１２１：５５．６８ １８６．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３４，５５５，４００円 複勝： ５２，１４３，８００円 枠連： ２９，５６９，３００円

普通馬連： １２６，４９８，７００円 馬単： ７４，１６９，２００円 ワイド【拡大馬連】： ４０，９５３，１００円

３連複： １５８，０２８，２００円 ３連単： ２９０，４７３，８００円 計： ８０６，３９１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５９０円 複 勝 � ２４０円 � ６３０円 � ２９０円 枠 連（５－７） １，０２０円

普通馬連 �� １０，１００円 馬 単 �� １５，７５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，３３０円 �� ９００円 �� ３，３５０円

３ 連 複 ��� ２３，９００円 ３ 連 単 ��� １２３，７８０円

票 数

単勝票数 計 ３４５５５４ 的中 � ４６３７４（３番人気）
複勝票数 計 ５２１４３８ 的中 � ６５１１０（４番人気）� １８８５１（８番人気）� ５０００３（７番人気）
枠連票数 計 ２９５６９３ 的中 （５－７） ２１５９５（５番人気）
普通馬連票数 計１２６４９８７ 的中 �� ９２４５（２５番人気）
馬単票数 計 ７４１６９２ 的中 �� ３４７７（４６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４０９５３１ 的中 �� ４２７７（２４番人気）�� １１６８６（１４番人気）�� ２９３８（２９番人気）
３連複票数 計１５８０２８２ 的中 ��� ４８８１（６０番人気）
３連単票数 計２９０４７３８ 的中 ��� １７３２（２９４番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．５―１４．１―１２．６―１２．５―１１．８―１１．９―１２．１―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．２―３８．３―５０．９―１：０３．４―１：１５．２―１：２７．１―１：３９．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．８―３F３７．０
１
３
２（１２，１３）（９，６，１４）－７（３，４，１０）５（１，１１）－８・（２，１２）１３－（６，７）１４（９，１０）４（５，１１）３，１－８

２
４

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

�ウィッシュビーワン �
�
父 Boundary �

�
母父 Seeking the Gold デビュー ２００７．１２．１ 中京４着

２００５．４．１２生 牡５鹿 母 Compel 母母 Slew and Easy ２７戦４勝 賞金 ７３，８７８，０００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。



（２２阪神１）第３日 ３月６日（土曜日） 雨後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重
不良

競走回数 １２回 出走頭数 １８１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

２５６，５００，０００円
１７，４３０，０００円
１，７４０，０００円
２５，３４０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６３，５７３，０００円
５，６５２，８００円
１，７９１，９００円

勝馬投票券売得金
３２８，０５９，０００円
５６７，０９８，９００円
２８９，７９３，１００円
１，２１２，７１７，７００円
７４５，１２０，３００円
４０２，７４８，７００円
１，５３４，５９５，７００円
２，７１６，００９，０００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 ７，７９６，１４２，４００円

総入場人員 １５，５９５名 （有料入場人員 １４，８２６名）




