
０６０６１ ３月１４日 晴 良 （２２阪神１）第６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

２３ ミニーバローズ 牝３鹿 ５４ 武 豊猪熊 広次氏 武田 博 浦河 平成ファーム ４４８－ ２１：１３．６ ９．８�

５９ メイショウサバト 牝３黒鹿５４ 田嶋 翔松本 好�氏 小島 貞博 浦河 浦河日成牧場 ４４２－１０１：１３．８１� ４．９�
１１ スナークチェリー 牝３栗 ５４ 浜中 俊杉本仙次郎氏 野中 賢二 日高 賀張中川牧場 ４２４－ ６１：１４．０１ １１．３�
７１４ アクティビューティ 牝３芦 ５４ 熊沢 重文�宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 ４９８－ ４１：１４．４２� ９．８�
８１５ タガノシビル 牝３栗 ５４ 川田 将雅八木 良司氏 吉田 直弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４０－ ６１：１４．６１� ３．１�
５１０ ピアノボレロ 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎谷掛 龍夫氏 増本 豊 新ひだか 片山牧場 ４３６－ ８１：１４．８１ １１９．６	
２４ ルペルカリア 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム ４６０－１０１：１５．１２ ３．５

６１２ ワンダーチャーム 牝３黒鹿５４ 小林 徹弥山本 信行氏 藤岡 範士 新ひだか フクダファーム ４７６－ ２ 〃 クビ ２２０．３�
３５ ベルベットカフェ 牝３黒鹿５４ 池添 謙一高山 和士氏 西浦 勝一 日高 豊郷牧場 ４４６＋ ２ 〃 ハナ １３．０�
１２ シ ュ ン セ イ 牝３栗 ５４ 和田 竜二石川 博氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 ４４４－ ２１：１５．２� ２６．１
４８ キョウワプレジャー 牝３鹿 ５４ 長谷川浩大�協和牧場 鶴留 明雄 新冠 協和牧場 ４６０－ ８１：１７．８大差 １３６．７�
４７ テイエムハナヤカ 牝３青鹿５４ 高井 彰大竹園 正繼氏 新川 恵 新ひだか テイエム牧場静内分場 ４６２ ―１：１７．９� ３２９．７�
７１３ キョウワクインビー 牝３黒鹿５４ 中村 将之�協和牧場 佐山 優 新冠 協和牧場 ４０２－１０ 〃 ハナ ４５７．０�
６１１ カ ロ ー ラ ー 牝３鹿 ５４ 川原 正一興津 俊文氏 作田 誠二 えりも 大和牧場 ４５０ ―１：１８．６４ ２２５．４�

（兵庫）

３６ ミスハロウィーン 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦西舘 榮氏 鹿戸 明 日高 合資会社カ
ネツ牧場 ４７４± ０１：１９．２３� ３５０．９�

８１６ コウエイキャンディ 牝３栗 ５４ 小坂 忠士伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 藤川フアーム ４７０ ―１：１９．７３ ２８８．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，４６６，３００円 複勝： １８，６８８，３００円 枠連： １２，１６９，５００円

普通馬連： ３５，９６４，９００円 馬単： ２７，４４２，２００円 ワイド【拡大馬連】： １４，９０１，３００円

３連複： ５４，３８１，４００円 ３連単： ７５，５３４，９００円 計： ２５１，５４８，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９８０円 複 勝 � ３３０円 � ２１０円 � ２５０円 枠 連（２－５） ７５０円

普通馬連 �� ２，５９０円 馬 単 �� ５，３９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９５０円 �� １，３２０円 �� ８５０円

３ 連 複 ��� ７，５３０円 ３ 連 単 ��� ４７，０９０円

票 数

単勝票数 計 １２４６６３ 的中 � １００５２（５番人気）
複勝票数 計 １８６８８３ 的中 � １３４８５（６番人気）� ２６９７８（３番人気）� ２０１２５（４番人気）
枠連票数 計 １２１６９５ 的中 （２－５） １１９９４（３番人気）
普通馬連票数 計 ３５９６４９ 的中 �� １０２７７（１３番人気）
馬単票数 計 ２７４４２２ 的中 �� ３７６０（２５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４９０１３ 的中 �� ３８８５（１３番人気）�� ２７２５（２１番人気）�� ４３８１（１０番人気）
３連複票数 計 ５４３８１４ 的中 ��� ５３３３（３２番人気）
３連単票数 計 ７５５３４９ 的中 ��� １１８４（１８３番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．３―１２．０―１２．１―１２．５―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．７―２４．０―３６．０―４８．１―１：００．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミニーバローズ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２００９．８．１６ 小倉６着

２００７．５．１０生 牝３鹿 母 リ フ レ 母母 Liffey Lass ５戦１勝 賞金 ５，５００，０００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〕 キョウワプレジャー号・テイエムハナヤカ号・キョウワクインビー号・カローラー号・

ミスハロウィーン号・コウエイキャンディ号は，平成２２年４月１４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。



０６０６２ ３月１４日 晴 良 （２２阪神１）第６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

６１０ サンライズモール 牡３栗 ５６ 川田 将雅松岡 隆雄氏 石坂 正 平取 雅 牧場 B４５２－ ８１：５５．８ ２．８�

７１２ ナンヨースラッガー 牡３芦 ５６ 幸 英明中村 �也氏 山内 研二 浦河 宮内牧場 ４９２＋１６１：５７．１８ １１．５�
５８ クジュウクシマ 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介石橋 和夫氏 白井 寿昭 新ひだか 千代田牧場 ４４４± ０ 〃 ハナ ３５．９�
４６ サ ー ノ 牡３鹿 ５６ 浜中 俊藤田 孟司氏 大根田裕之 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４２－ ４１：５７．２クビ ３．７�
５７ カチサカズキ 牡３鹿 ５６ 川原 正一村上 稔氏 佐藤 正雄 宮城 早坂牧場 ４７６－１０１：５７．３� １９５．０�

（兵庫）

７１１ カネスドミナドール 牡３青鹿５６ 石橋 守杉澤 光雄氏 河内 洋 日高 大江牧場 ４３８－ ４１：５７．４� ５９．４�
３３ ネオペンドラゴン 牡３鹿 ５６ 池添 謙一小林 仁幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム B４８６－ ２１：５７．７１� ５．９�
４５ サクラボールド 牡３栗 ５６ 武 豊	さくらコマース岡田 稲男 新ひだか 谷岡牧場 ４６６－ ４１：５８．２３ ２１．２

３４ エーシンアルヘナー 牡３鹿 ５６ 鮫島 良太	栄進堂 安田 隆行 新ひだか 坂本牧場 ４５４－ ４１：５８．７３ ２０６．９�
８１４ マグニフィセント 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦野島 春男氏 田島 良保 日高 藤本ファーム ４４６－ ４ 〃 アタマ ８．９�
１１ クリーンエメラルド 牝３黒鹿５４ 藤田 伸二石橋 和夫氏 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 ４５０－ ４１：５８．８� ８．２
６９ エーラゴーデオ 牡３栗 ５６ 小牧 太 �社台レースホース橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４５２－ ６１：５８．９クビ ４０．８�
８１３ ジャストフィール 牡３栗 ５６ 和田 竜二前田 幸治氏 武藤 善則 新冠 ノースヒルズマネジメント ５２６－ ６ （競走中止） １０９．６�

（１３頭）
２２ メイショウテレジア 牝３黒鹿５４ 武 幸四郎松本 好�氏 吉岡 八郎 日高 日西牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １２，４７１，１００円 複勝： ２１，９７５，５００円 枠連： １０，４７７，３００円

普通馬連： ３５，８５７，２００円 馬単： ２６，３３７，９００円 ワイド【拡大馬連】： １５，４９３，３００円

３連複： ４９，７１７，０００円 ３連単： ７１，６２７，６００円 計： ２４３，９５６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １５０円 � ３１０円 � ８００円 枠 連（６－７） １，２７０円

普通馬連 �� １，５７０円 馬 単 �� ２，４９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６９０円 �� １，４７０円 �� ３，５６０円

３ 連 複 ��� １２，４３０円 ３ 連 単 ��� ４２，１３０円

票 数

単勝票数 差引計 １２４７１１（返還計 １９９） 的中 � ３６１６８（１番人気）
複勝票数 差引計 ２１９７５５（返還計 ２５７） 的中 � ５４３５５（１番人気）� １６５１１（６番人気）� ５４３５（９番人気）
枠連票数 差引計 １０４７７３（返還計 ２１４） 的中 （６－７） ６０９２（５番人気）
普通馬連票数 差引計 ３５８５７２（返還計 １２０４） 的中 �� １６８８０（７番人気）
馬単票数 差引計 ２６３３７９（返還計 ６９８） 的中 �� ７８１１（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 １５４９３３（返還計 ４５３） 的中 �� ５８１３（９番人気）�� ２５７３（１８番人気）�� １０２９（３４番人気）
３連複票数 差引計 ４９７１７０（返還計 ２８２４） 的中 ��� ２９５３（３８番人気）
３連単票数 差引計 ７１６２７６（返還計 ４２５４） 的中 ��� １２５５（１４３番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．５―１４．２―１３．３―１３．３―１３．０―１２．５―１２．３―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．４―３８．６―５１．９―１：０５．２―１：１８．２―１：３０．７―１：４３．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンライズモール �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２００９．７．１２ 阪神４着

２００７．３．９生 牡３栗 母 ハローサンライズ 母母 スカーレットローズ ７戦１勝 賞金 ８，１００，０００円
〔出走取消〕 メイショウテレジア号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
〔競走中止〕 ジャストフィール号は，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，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０６０６３ ３月１４日 晴 良 （２２阪神１）第６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

８１６ シャイニーブレーヴ 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介小林 昌志氏 湯窪 幸雄 平取 コアレススタッド ４４２－１４１：２７．０ １９．６�

３６ ドクトルジバゴ 牡３鹿 ５６ 四位 洋文馬場 幸夫氏 牧浦 充徳 新ひだか 松田 三千雄 ４６８± ０１：２７．５３ ３．４�
４８ アドマイヤマスター 牡３芦 ５６ 川田 将雅近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ４７８－１６ 〃 アタマ ２５．７�
６１１ スカイサーファー 牡３芦 ５６ 川原 正一山本 英俊氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４８６＋ ４１：２７．７１� ４２．２�

（兵庫）

２３ スナークヒロイン 牝３芦 ５４ 渡辺 薫彦杉本仙次郎氏 野村 彰彦 日高 シンボリ牧場 ４３２－ ６１：２７．８� ６８．６�
３５ ラ ド 牡３黒鹿５６ 横山 典弘佐々木 勇氏 武藤 善則 浦河 鎌田 正嗣 ４６２－ ４１：２７．９� １３．５�
１１ ネオジェイズレーヌ 牝３栗 ５４ 池添 謙一小林 仁幸氏 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７０－ ４１：２８．１１ ２４．１�
５１０ ベ リ ー フ 牝３栗 ５４ 武 豊岡田 繁幸氏 中村 均 伊達 高橋農場 ４３４± ０ 〃 ハナ ６．０	
６１２ ヒデノキセキ 牡３鹿 ５６ 武 幸四郎大石 秀夫氏 昆 貢 安平 ノーザンファーム B４６０－ ４１：２８．７３� ２０８．９

１２ メイショウリベット 牡３黒鹿５６ 大野 拓弥松本 好�氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４８０± ０ 〃 ハナ １０９．５�
２４ サワヤカスマイル 牝３青鹿５４ 岩崎 祐己永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 ４３６－１４１：２８．８� ８４．２
８１５ メイショウクレモナ 牡３鹿 ５６ 酒井 学松本 好�氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 ４４４－ ４１：２９．０１� ３８．６�
４７ ディアビリーヴ 牡３青鹿５６ 藤田 伸二寺田千代乃氏 田村 康仁 様似 ホウセイ牧場 ４７２＋ ４１：２９．２１� ３．８�
７１３ ケイアイカミノユメ 牡３栗 ５６ 和田 竜二 �啓愛義肢材料販売所 斎藤 誠 新ひだか 佐竹 学 ４５２－ ４１：２９．７３ ３３２．６�
７１４ ダイシンベール 牝３鹿 ５４ 幸 英明大八木信行氏 谷 潔 新冠 ノースヒルズマネジメント B４６８－ ４１：３０．３３� ５．４�
５９ ミキノバンジョー 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文谷口 久和氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 ５０２＋１０１：３０．７２� ２０．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，０９１，６００円 複勝： ２７，９９７，１００円 枠連： １４，０７４，９００円

普通馬連： ４２，６５３，３００円 馬単： ３１，１５０，５００円 ワイド【拡大馬連】： １８，９４３，４００円

３連複： ６２，９３８，１００円 ３連単： ８５，３２１，７００円 計： ３００，１７０，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，９６０円 複 勝 � ６９０円 � １８０円 � ６３０円 枠 連（３－８） １，７２０円

普通馬連 �� ４，１００円 馬 単 �� １０，２８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３７０円 �� ５，４００円 �� １，９１０円

３ 連 複 ��� ２４，５５０円 ３ 連 単 ��� １８６，３００円

票 数

単勝票数 計 １７０９１６ 的中 � ６８８９（６番人気）
複勝票数 計 ２７９９７１ 的中 � ９０９８（９番人気）� ５３８９７（１番人気）� １００５２（８番人気）
枠連票数 計 １４０７４９ 的中 （３－８） ６０６３（７番人気）
普通馬連票数 計 ４２６５３３ 的中 �� ７６８９（１３番人気）
馬単票数 計 ３１１５０５ 的中 �� ２２３７（３５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８９４３４ 的中 �� ３４７４（１２番人気）�� ８４４（５４番人気）�� ２４５２（２０番人気）
３連複票数 計 ６２９３８１ 的中 ��� １８９２（７３番人気）
３連単票数 計 ８５３２１７ 的中 ��� ３３８（５３７番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．２―１２．２―１３．０―１２．９―１２．４―１２．９

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．２―３F３８．２
３ １６，８（３，９）（６，１５）２（４，１４）１２（５，１）（７，１３）１０－１１ ４ １６，８，９（３，６，１５，１２）４（２，１４）（５，１）－（１３，１０）－７，１１

勝馬の
紹 介

シャイニーブレーヴ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２００９．１１．２９ 京都９着

２００７．４．１３生 牡３栗 母 ブライティアガール 母母 ディクターガール ５戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 エルキャンディー号・コスモサイキック号
（非抽選馬） ２頭 スパートル号・フミノイダテン号
※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。



０６０６４ ３月１４日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２２阪神１）第６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

６９ シースピアー 牡４栗 ５９ 白浜 雄造藤田 宗平氏 野村 彰彦 浦河 信岡牧場 ４７０－ ４３：１８．８ １．５�

３３ ライブリシュロム 牡７栗 ６０ 小坂 忠士加藤 哲郎氏 湯窪 幸雄 厚真 大川牧場 ４９０－ ２３：１９．２２� １６．１�
８１３ ラッキーリップス 牡７黒鹿６０ 北沢 伸也松岡 隆雄氏 庄野 靖志 浦河 バンダム牧場 ４７４－ ８３：２０．１５ ９．０�
７１１� トミーブランド 牡７鹿 ６０ 植野 貴也久保 敏文氏 佐藤 正雄 静内 紺野 猛 ４５６－ ８３：２１．４８ ５３．５�
５８ アスカノユタカ 牡４栗 ５９ 熊沢 重文豊田 智郎氏 川村 禎彦 浦河 三枝牧場 ４８０－ ２ 〃 アタマ ６．８�
４６ オープンセサミ 牡７鹿 ６０ 中村 将之松岡 隆雄氏 崎山 博樹 早来 ノーザンファーム ４９８＋１０３：２１．７２ ５５．６�
５７ モリノミヤコ 牡８黒鹿６０ 浜野谷憲尚関 駿也氏 高橋 義博 宮城 関兵牧場 ４８４－ ４３：２２．１２� １５．５�
３４ � ピサノアルハンブラ 牡７鹿 ６０ 西谷 誠市川 義美氏 白井 寿昭 米

Runnymede
Farm, Inc. &
Catesby W. Clay

４９４－ ４３：２２．４１� １４．６	
４５ スカイボーイング 牡４黒鹿５９ 岩崎 祐己小林 久義氏 梅田 智之 新冠 飛渡牧場 ４９２－ ６３：２２．５� １４８．０

６１０� メイショウカレン 牝７鹿 ５８ 高井 彰大松本 好雄氏 安達 昭夫 門別 日西牧場 ５０２＋１２３：２４．６大差 ２３．１�
１１ アイアングリーン 牡５鹿 ６０ 林 満明池上 一馬氏 坪 憲章 早来 ノーザンファーム ４５６－３２３：２４．７� ９０．４�
８１４ エルジャンクション 	４鹿 ５９ 仲田 雅興前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６０－ ６３：２５．０１� １５７．８
２２ ウインザモチ 牡４黒鹿５９ 高野 容輔�田 三郎氏 境 直行 門別 藤本ファーム ４６０－１４ 〃 クビ ８３．３�
７１２ ユ ウ リ ョ ク 牡４鹿 ５９ 今村 康成�アイテツ 田中 章博 安平 
橋本牧場 ４４８＋１４３：２５．１� ２３１．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １５，９９１，４００円 複勝： ３６，５６１，２００円 枠連： １３，２５８，３００円

普通馬連： ３３，９７７，０００円 馬単： ３４，６４６，９００円 ワイド【拡大馬連】： １３，９５５，９００円

３連複： ５０，１３９，５００円 ３連単： ９７，３７２，２００円 計： ２９５，９０２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � ２１０円 � ２１０円 枠 連（３－６） ４７０円

普通馬連 �� ７２０円 馬 単 �� ８８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３６０円 �� ３３０円 �� ９８０円

３ 連 複 ��� １，９１０円 ３ 連 単 ��� ４，９８０円

票 数

単勝票数 計 １５９９１４ 的中 � ８７２７４（１番人気）
複勝票数 計 ３６５６１２ 的中 � ２５４００４（１番人気）� １８５２７（３番人気）� １８０３０（４番人気）
枠連票数 計 １３２５８３ 的中 （３－６） ２０９５５（２番人気）
普通馬連票数 計 ３３９７７０ 的中 �� ３５０２４（３番人気）
馬単票数 計 ３４６４６９ 的中 �� ２９０８６（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３９５５９ 的中 �� ９９００（３番人気）�� １１３６４（２番人気）�� ３１５０（１０番人気）
３連複票数 計 ５０１３９５ 的中 ��� １９４０９（６番人気）
３連単票数 計 ９７３７２２ 的中 ��� １４４３７（１３番人気）

上り １マイル １：４４．４ ４F ５０．６－３F ３８．１
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シースピアー �
�
父 キャプテンスティーヴ �

�
母父 リ ヴ リ ア デビュー ２００９．２．２８ 阪神１０着

２００６．５．１１生 牡４栗 母 シーフリージア 母母 シーラツキー 障害：９戦１勝 賞金 ２３，７６０，０００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） ２頭 コンゴウ号・ニットウサラン号
（非抽選馬） １頭 エムエスシャープ号



０６０６５ ３月１４日 晴 良 （２２阪神１）第６日 第５競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１２時２０分 （芝・右・外）

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

１：３２．０
１：３１．５

良

良

１２ トゥザグローリー 牡３鹿 ５６ 武 豊 �キャロットファーム 池江 泰郎 安平 ノーザンファーム ５４２ ―１：３７．０ １．５�

５１０ ダノンゲットウィン 牡３鹿 ５６ 小牧 太�ダノックス 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４６６ ― 〃 クビ ８．７�
２４ ヘルズキッチン 牝３鹿 ５４ 浜中 俊山上 和良氏 坂口 正則 新ひだか 城地 和義 ４４０ ― 〃 ハナ ７１．４�
６１２ クリミナルコード 牝３鹿 ５４ 川田 将雅 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 国枝 栄 むかわ 上水牧場 ４７４ ―１：３７．３１� １５．６�
３６ マルカシャルダン 牝３黒鹿５４ 石橋 守河長産業� 松永 昌博 千歳 社台ファーム ４５０ ―１：３７．４� ３８．０�
２３ ロ レ ー ヌ 牝３鹿 ５４ 四位 洋文杉山 忠国氏 萩原 清 新ひだか 明治牧場 ４５２ ―１：３７．６１� ２８．１	
６１１ ゴルトブリッツ 牡３栗 ５６ 横山 典弘 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ５０６ ― 〃 クビ ５．４

４７ ヤマニンシュシュ 牝３鹿 ５４ 和田 竜二土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４２４ ―１：３７．７クビ １５７．５�
５９ サクラシュプール 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介�さくらコマース牧浦 充徳 新冠 川上牧場 ４４６ ―１：３７．９１� １２．１�
７１３ ペプチドネオパレス 牝３鹿 ５４ 荻野 要沼川 一彦氏 境 直行 浦河 杵臼牧場 ４５８ ―１：３８．２２ １８８．６
８１５ エーシンアリデッド 牡３鹿 ５６ 高田 潤�栄進堂 小崎 憲 浦河 栄進牧場 ４５６ ― 〃 クビ １５１．８�
８１６ ヒカリペトラ 牝３鹿 ５４ 中村 将之當山 �則氏 谷 潔 伊達 高橋農場 ４８６ ―１：３９．３７ ３５４．８�
３５ ヒルノカディス 牡３黒鹿５６ 鷹野 宏史蛭川 正文氏 福島 信晴 新冠 グリー牧場 ４６６ ― 〃 クビ ２３３．１�
７１４ トーセンレベッカ 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎島川 �哉氏 平田 修 千歳 社台ファーム ４８２ ―１：３９．４クビ ４７．４�
４８ キクノアンジュ 牝３鹿 ５４ 熊沢 重文菊池 五郎氏 荒川 義之 新冠 松浦牧場 ４７４ ―１：４１．０１０ ２３７．１�
１１ ヴァージンフライト 牝３鹿 ５４ 芹沢 純一トール＆ワイド 藤沢 則雄 浦河 磯野牧場 ４４６ ―１：４１．６３� ２５７．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，１９８，０００円 複勝： ４８，９９９，９００円 枠連： １７，０７４，８００円

普通馬連： ４２，６７５，３００円 馬単： ４８，２２８，４００円 ワイド【拡大馬連】： １８，４４８，１００円

３連複： ５９，７６３，０００円 ３連単： １２２，１０６，２００円 計： ３８３，４９３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � ２３０円 � ９４０円 枠 連（１－５） ３７０円

普通馬連 �� ６８０円 馬 単 �� ８６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３３０円 �� １，０４０円 �� ４，４５０円

３ 連 複 ��� ７，１６０円 ３ 連 単 ��� １６，５９０円

票 数

単勝票数 計 ２６１９８０ 的中 � １４２２８８（１番人気）
複勝票数 計 ４８９９９９ 的中 � ３３３０７０（１番人気）� ２６４５１（３番人気）� ４５５５（９番人気）
枠連票数 計 １７０７４８ 的中 （１－５） ３４４２５（２番人気）
普通馬連票数 計 ４２６７５３ 的中 �� ４６３１８（３番人気）
馬単票数 計 ４８２２８４ 的中 �� ４１５５６（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８４４８１ 的中 �� １５９１４（２番人気）�� ４１６７（１３番人気）�� ９２１（３７番人気）
３連複票数 計 ５９７６３０ 的中 ��� ６１６５（２５番人気）
３連単票数 計１２２１０６２ 的中 ��� ５４３５（４７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．４―３７．２―５０．１―１：０２．４―１：１４．０―１：２５．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．９―３F３４．６
３ ９，７，１０，１３（４，１２）１５，３，１１，２，６，１６（８，１４）－５－１ ４ ・（９，７，１３）－１０（４，１５，３）（１２，２）１１，６（１６，１４）８－５＝１

勝馬の
紹 介

トゥザグローリー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２００７．２．１６生 牡３鹿 母 トゥザヴィクトリー 母母 フェアリードール １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）３２頭 アイノメモリーズ号・アザマル号・アンコールワット号・エアモンラッシェ号・エムアイルビー号・

エーシンアマテラス号・エーシンリュウセイ号・オグリピッコロ号・キタノレリクス号・キョウワキングダム号・
ケンブリッジシーザ号・シエスタ号・シゲルノブナガ号・シゲルハンベイ号・シップーナカヤマ号・
シャイニーペガサス号・シュガービスティー号・ショウナンカラット号・タケカエルダ号・テイエムキマグレ号・
テイクエイム号・ネオファンタジア号・バトルイグアス号・ハローハクユウ号・ブレトワルダ号・
ベラドンナジュリア号・ホッコーイェーガー号・ミラノムーン号・ライスヴェス号・リバーワンダー号・
レッドクリスタル号・ワイズミューラー号



０６０６６ ３月１４日 晴 良 （２２阪神１）第６日 第６競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１２時５０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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

７１３� ケイアイブリザード 牡３芦 ５６ 武 豊 �啓愛義肢材料販売所 白井 寿昭 米 Gainesway Thor-
oughbreds Ltd. ４８０＋１０１：２６．２ ２８．０�

５１０� バルデッツァ 牡３黒鹿５６ 小牧 太前田 幸治氏 中竹 和也 米 Bill
McDowell ４８８－ ４１：２６．６２� １８．４�

１２ ブラックイレブン 牡３黒鹿５６ 浜口 楠彦吉野加壽代氏 松元 茂樹 日高 豊郷牧場 ４３２± ０１：２６．８１� ２１．７�
（笠松）

３５ エターナルロブロイ 牡３鹿 ５６ 四位 洋文大迫 基弘氏 浅見 秀一 安平 追分ファーム ４９０－１０１：２７．０１� ３．７�
６１１ タガノディーバ 牝３栗 ５４ 川田 将雅八木 良司氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９２－ ４ 〃 クビ ５．５�
１１ � クレイジードライブ 牡３栗 ５６ 幸 英明吉田 哲哉氏 牧浦 充徳 米 John

McKibben ４９６－１０１：２７．１	 １８．７�
８１５ クリスマスキャロル 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介 	社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム ４２６－１４１：２７．２クビ ２３．４

４８ ル ロ ワ 牡３青鹿５６ 鮫島 良太栗山 良子氏 友道 康夫 安平 追分ファーム ４７２－ ４１：２７．３	 ２４．７�
３６ � ヒラボクソング 牡３芦 ５６ 池添 謙一�平田牧場 角居 勝彦 米 Dr. Masa-

take Iida ５１２－ ４ 〃 ハナ ３．９�
８１６ オメガブルーグラス 牡３栗 ５６ 浜中 俊原 
子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４５６－１０１：２７．４クビ ２４．１
７１４ ビートブラック 牡３青 ５６ 横山 典弘前田 幸治氏 中村 均 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９８－ ２１：２７．６１� ４．９�
２４ ダテノスイミー 牡３栗 ５６ 藤田 伸二関 駿也氏 白井 寿昭 宮城 関兵牧場 ４３６＋ ２１：２７．７� ７０．８�
４７ ピサロナイト 牡３黒鹿５６ 渡辺 薫彦市川 義美氏 安達 昭夫 えりも 能登 浩 ４５６－１０１：２７．８� ４７３．３�
５９ コスモディエス 牡３栗 ５６ 和田 竜二 	ビッグレッドファーム 飯田 雄三 豊浦 飯原牧場 ４６２－ ４１：２８．３３ １５５．８�
２３ � ブリリアンストーム 牡３鹿 ５６ 川原 正一前田 幸治氏 曽和 直栄 新冠 平山牧場 ４３４－ ７１：２８．７２� ２８３．１�

（兵庫） （兵庫）

６１２� マサノチキータ 牝３芦 ５４ 田中 学中村 正子氏 小牧 毅 新ひだか 中村 和夫 ４４６－ ６ 〃 クビ ６２７．８�
（兵庫） （兵庫）

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，０３９，９００円 複勝： ３１，９３１，５００円 枠連： １７，６６０，３００円

普通馬連： ５１，４５２，１００円 馬単： ３４，１４０，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，７０６，１００円

３連複： ７０，５６１，２００円 ３連単： ９８，２７５，５００円 計： ３４４，７６７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，８００円 複 勝 � ９３０円 � ５５０円 � ５３０円 枠 連（５－７） ３，６８０円

普通馬連 �� １３，９００円 馬 単 �� ３６，８４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，３２０円 �� ５，４３０円 �� ３，０９０円

３ 連 複 ��� ９４，６９０円 ３ 連 単 ��� ７５５，５００円

票 数

単勝票数 計 １９０３９９ 的中 � ５３７４（１１番人気）
複勝票数 計 ３１９３１５ 的中 � ８６４５（１１番人気）� １５６８５（６番人気）� １６２４８（５番人気）
枠連票数 計 １７６６０３ 的中 （５－７） ３５５１（１３番人気）
普通馬連票数 計 ５１４５２１ 的中 �� ２７３２（３９番人気）
馬単票数 計 ３４１４０６ 的中 �� ６８４（９０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１７０６１ 的中 �� １２３７（４５番人気）�� ９８０（５０番人気）�� １７３９（３７番人気）
３連複票数 計 ７０５６１２ 的中 ��� ５５０（１８９番人気）
３連単票数 計 ９８２７５５ 的中 ��� ９６（１２２１番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１１．９―１２．６―１２．８―１２．２―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．２―３５．１―４７．７―１：００．５―１：１２．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．１―３F３８．５
３ １３－１０（２，１１）（１，５，９）（６，８）７，１５，１２，４，１６，１４，３ ４ １３（１０，１１）（２，５，９）（１，６，８）１５，７－４（１２，１６）３，１４

勝馬の
紹 介

�ケイアイブリザード �
�
父 Tapit �

�
母父 Salt Lake デビュー ２００９．９．１２ 阪神２着

２００７．２．２０生 牡３芦 母 Investagain 母母 Myun ６戦２勝 賞金 １６，８００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０６０６７ ３月１４日 晴 良 （２２阪神１）第６日 第７競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時２０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

３５ チャームドリーム 牝４鹿 ５５ 池添 謙一タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 ４８０＋ ２１：１２．７ １４．２�

８１５ ダ ス タ ッ プ 牡４鹿 ５７ 浜口 楠彦小田切有一氏 田中 章博 日高 山本 通則 ４８４＋ ２１：１２．８� １１．２�
（笠松）

５１０ ファンドリカップ 牡４芦 ５７ 幸 英明水戸 富雄氏 高橋 成忠 浦河 有限会社
松田牧場 ４９８－ ２１：１３．０１� ２．４�

７１４ シルクドミニオン 牡４栗 ５７ 川原 正一有限会社シルク坂口 正大 新ひだか 千代田牧場 ４６８－ ４１：１３．１� ２３．８�
（兵庫）

７１３ エーティーショパン 牡４栗 ５７ 熊沢 重文荒木 徹氏 湯窪 幸雄 三石 嶋田牧場 ４９２－ ２１：１３．３１� ６８．８�
５９ ウ ラ ラ カ 牝４黒鹿５５ 浜中 俊 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム ４３２＋１０ 〃 クビ ３５．２	
１１ ライフストリーム 牡６栗 ５７ 武 豊�協和牧場 佐山 優 新冠 協和牧場 ５００－ ２１：１３．４� ５．４

３６ レジャイール 牡４鹿 ５７ 小牧 太前田 晋二氏 沖 芳夫 えりも エクセルマネジメント ５０６－ ８１：１３．７２ １１．１�
４８ キミニムチュウ 牝４黒鹿５５ 田中 学�グランド牧場 小林 常泰 新ひだか グランド牧場 ４４８－ ８１：１４．０１� ３２５．４�

（兵庫）

２４ ドリームクェーサー 牡４栗 ５７ 大野 拓弥セゾンレースホース� 西浦 勝一 新冠 ビッグレッドファーム ４８２－ ２１：１４．３２ １５０．７
６１１� オールブランニュー 牝４黒鹿５５ 藤岡 佑介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム ４４２－２１ 〃 ハナ ８５．１�
１２ アスタークリス 牡４芦 ５７ 小林 徹弥加藤 久枝氏 加藤 敬二 様似 林 時春 B４４０－ ６１：１４．４� ３６３．８�
４７ フェリスホイール 牝４鹿 ５５ 藤田 伸二 �キャロットファーム 加藤 敬二 千歳 社台ファーム B４７２－ ２１：１４．５� １５．４�
８１６ ウォーターサムデイ 牡４鹿 ５７ 横山 典弘山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 ４８０－ ４１：１４．８１� ５０．０�
２３ マイネラロンハ 牝５栗 ５５ 渡辺 薫彦 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 野元 昭 新冠 ビッグレッドファーム ４８４＋ ２１：１５．０１ ４．８�
６１２ プリティブルーム 牝４黒鹿５５ 長谷川浩大横瀬 兼二氏 鶴留 明雄 千歳 社台ファーム ４２０－ ８１：１５．９５ ５７５．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，９４２，０００円 複勝： ２９，７３６，７００円 枠連： １５，８２７，９００円

普通馬連： ５８，１６２，６００円 馬単： ４１，４８０，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，２９３，３００円

３連複： ７８，８２５，８００円 ３連単： １２７，４０３，６００円 計： ３９３，６７２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４２０円 複 勝 � ２８０円 � ３２０円 � １２０円 枠 連（３－８） ３，１１０円

普通馬連 �� ７，２８０円 馬 単 �� １５，８４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，３１０円 �� ５００円 �� ５３０円

３ 連 複 ��� ４，４２０円 ３ 連 単 ��� ５０，３７０円

票 数

単勝票数 計 １９９４２０ 的中 � １１０９７（６番人気）
複勝票数 計 ２９７３６７ 的中 � ２１３３０（４番人気）� １８１３２（５番人気）� １０２１４０（１番人気）
枠連票数 計 １５８２７９ 的中 （３－８） ３７６１（１２番人気）
普通馬連票数 計 ５８１６２６ 的中 �� ５９０４（２４番人気）
馬単票数 計 ４１４８０３ 的中 �� １９３３（４７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２２９３３ 的中 �� ２１８６（２６番人気）�� １１５７０（３番人気）�� １０７５０（４番人気）
３連複票数 計 ７８８２５８ 的中 ��� １３１６７（１３番人気）
３連単票数 計１２７４０３６ 的中 ��� １８６７（１５１番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１１．７―１２．３―１２．４―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．３―３５．０―４７．３―５９．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

チャームドリーム �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 カコイーシーズ デビュー ２００９．１．１０ 京都１０着

２００６．２．９生 牝４鹿 母 ドリーミーアイ 母母 アイシャドー １２戦２勝 賞金 １７，４００，０００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 ニチドウダイヤ号
（非抽選馬） ２頭 トーホウボガード号・マンテンテイオー号
※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。



０６０６８ ３月１４日 晴 良 （２２阪神１）第６日 第８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）

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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

６９ テイエムカイザー 牡５栗 ５７ 浜口 楠彦竹園 正繼氏 新川 恵 新冠 須崎牧場 ５００－ ４１：５４．７ １４．５�
（笠松）

３３ アイアムピカイチ 牡４黒鹿５７ 幸 英明堀 紘一氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム ５０６－ ６ 〃 クビ ３．４�
６８ � ピエナミッチー 牡５鹿 ５７ 武 豊本谷 兼三氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 ４６２－ ２１：５５．０１� ８．４�
１１ 	 フィールドウイナー 牡６鹿 ５７ 小坂 忠士地田 勝三氏 山内 研二 愛 Cheving-

ton Stud ５２０－ ２１：５５．２� ３０１．２�
８１３	� ラピッドボーイ 牡５鹿 ５７ 横山 典弘柳井 正氏 小崎 憲 米 Nancy S

Dillman ５１０－ ２１：５５．３� ２９．５�
７１０	 マルブツセンター 牡６栗 ５７ 小牧 太大澤 毅氏 白井 寿昭 米

G. Watts Hum-
phrey Jr. & Lou-
ise I. Humphrey

B４７４－ ２１：５５．４クビ ３３．２�
４５ ピエナエイム 
５黒鹿５７ 川田 将雅本谷 兼三氏 谷 潔 浦河 岡本牧場 ４８４－ ８ 〃 ハナ ３．９�
２２ マルブツファイン 牡５青鹿５７ 芹沢 純一大澤 毅氏 中尾 秀正 浦河 細道牧場 ５０６－ ４１：５５．６１ １７４．０	
７１１ メイショウロッコー 牡４栗 ５７ 武 幸四郎松本 好雄氏 清水 久詞 新冠 北星村田牧場 ５０２－ ２ 〃 クビ ７．７

８１２ ガ リ ア ー ノ 牡４栗 ５７ 池添 謙一 �キャロットファーム 池添 兼雄 安平 ノーザンファーム ４４８－ ６１：５５．７� ５．９�
５７ タムロチェスト 牡５栗 ５７ 酒井 学谷口 屯氏 西園 正都 青森 諏訪牧場 ４５８－ ４１：５６．０１� ２６．３
５６ ジョーシンドバッド 牡４黒鹿５７ 和田 竜二上田けい子氏 柴田 光陽 新ひだか 岡田スタツド ５１２－ ６１：５７．２７ １１．９�
４４ コパノタイマネ 牝６栗 ５５ 川原 正一小林 祥晃氏 崎山 博樹 門別 ヤナガワ牧場 ４８４＋ ２１：５７．３クビ ３９．６�

（兵庫）

（１３頭）

売 得 金

単勝： １８，９５７，５００円 複勝： ２８，４５６，３００円 枠連： １７，３６５，２００円

普通馬連： ６０，９３３，４００円 馬単： ４０，６９１，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，４３７，８００円

３連複： ７７，７３１，８００円 ３連単： １２２，２６３，４００円 計： ３８９，８３６，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４５０円 複 勝 � ３７０円 � １７０円 � ２７０円 枠 連（３－６） ９７０円

普通馬連 �� ２，６１０円 馬 単 �� ６，０２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９８０円 �� １，１３０円 �� ６００円

３ 連 複 ��� ５，６９０円 ３ 連 単 ��� ３９，１５０円

票 数

単勝票数 計 １８９５７５ 的中 � １０３０７（７番人気）
複勝票数 計 ２８４５６３ 的中 � １７４３４（７番人気）� ５５４２８（１番人気）� ２６４４８（５番人気）
枠連票数 計 １７３６５２ 的中 （３－６） １３２５５（３番人気）
普通馬連票数 計 ６０９３３４ 的中 �� １７２６２（１２番人気）
馬単票数 計 ４０６９１１ 的中 �� ４９９４（２６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３４３７８ 的中 �� ５８５４（１５番人気）�� ５０１１（１６番人気）�� １０１２４（６番人気）
３連複票数 計 ７７７３１８ 的中 ��� １００９４（１８番人気）
３連単票数 計１２２２６３４ 的中 ��� ２３０５（１２８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．０―３７．０―４９．６―１：０２．３―１：１５．２―１：２８．６―１：４１．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．４―３F３９．５
１
３
９（７，１３）（５，６，１１）１－（２，３，１２）－（８，１０）４
９＝７（１３，１１）１（５，６）（２，３，１２）（８，１０）－４

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

テイエムカイザー �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 Mr. Prospector デビュー ２００７．１１．２４ 京都９着

２００５．４．２３生 牡５栗 母 フィールズオブゴールド 母母 Beaufield ２９戦２勝 賞金 ２６，１９０，０００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。



０６０６９ ３月１４日 晴 良 （２２阪神１）第６日 第９競走 ��
��２，４００�

あ わ じ

淡 路 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，４歳５６�５歳以上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 ２８０，０００円 ８０，０００円 ４０，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２４．２
２：２２．１

良

良

２２ ブルースターキング 牡４黒鹿５６ 藤田 伸二 �ブルーマネジメント山内 研二 新ひだか ダイイチ牧場 ４６４－ ２２：２８．３ ６．０�

１１ シングライクバード 牝５鹿 ５５ 四位 洋文 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム ４７６－ ４２：２８．４� ３．６�
５７ トップゾーン 牡４鹿 ５６ 小牧 太�コオロ 境 直行 浦河 木戸口牧場 ４５６± ０２：２８．５� ５．１�
４５ ト パ ン ガ 牡４青鹿５６ 武 豊金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ４８０± ０ 〃 クビ ２．４�
３３ シ ャ ロ ー ム 牡５栗 ５７ 川原 正一田所 英子氏 安達 昭夫 門別 天羽牧場 ４４４－ ４２：２８．６クビ ２０１．７�

（兵庫）

４４ シゲルアンビシャス 牡５栗 ５７ 浜中 俊森中 蕃氏 小原伊佐美 三石 タガミファーム ４９８＋ ２２：２９．０２� ６８．５	
７１１ テイエムヒリュウ 牡６栗 ５７ 田中 学竹園 正繼氏 五十嵐忠男 静内 武岡牧場 ５４６＋ ６２：２９．１クビ ２０２．９


（兵庫）

７１０ ウインスカイハイ 牡４青鹿５６ 和田 竜二�ウイン 山内 研二 新冠 カミイスタット ４６４－ ２２：２９．２� １６．３�
６９ マルタカドリーム 牡８黒鹿５７ 小坂 忠士�橋まゆみ氏 境 直行 三石 本桐牧場 ４７６－ ４２：２９．４１	 １９８．８�
６８ オールターゲット 牡４栗 ５６ 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 松元 茂樹 平取 追分ファーム ４５４－ ２２：２９．５� ２５．２
８１３ ボーテセレスト 牝６鹿 ５５ 小林 徹弥�錦岡牧場 西橋 豊治 新冠 錦岡牧場 B４２０± ０ 〃 アタマ ３８．０�
８１２ テンシノマズル 牡４鹿 ５６ 中村 将之杉谷 桝夫氏 田所 秀孝 浦河 大北牧場 ４５４＋ ２２：３０．７７ ２５．２�
５６ 
 ドンペトリュス 牡５鹿 ５７ 熊沢 重文山田 貢一氏 柴田 政見 静内（有）石川牧場 ４８８－ ４２：３１．４４ ４３２．２�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２８，６８３，６００円 複勝： ４２，４６２，４００円 枠連： ２０，２４６，７００円

普通馬連： １０７，１８２，５００円 馬単： ６８，３７０，２００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，４９０，５００円

３連複： １１８，２４９，２００円 ３連単： ２６０，４６５，８００円 計： ６７６，１５０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６００円 複 勝 � １５０円 � １５０円 � １７０円 枠 連（１－２） １，０６０円

普通馬連 �� １，０５０円 馬 単 �� ２，２１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３８０円 �� ４７０円 �� ３４０円

３ 連 複 ��� １，３４０円 ３ 連 単 ��� ８，５７０円

票 数

単勝票数 計 ２８６８３６ 的中 � ３７７４４（４番人気）
複勝票数 計 ４２４６２４ 的中 � ７７７９５（３番人気）� ８０８３８（２番人気）� ６３５６２（４番人気）
枠連票数 計 ２０２４６７ 的中 （１－２） １４２２７（５番人気）
普通馬連票数 計１０７１８２５ 的中 �� ７５３９９（５番人気）
馬単票数 計 ６８３７０２ 的中 �� ２２９２３（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０４９０５ 的中 �� １９９５５（５番人気）�� １５３３５（６番人気）�� ２３４９０（４番人気）
３連複票数 計１１８２４９２ 的中 ��� ６５３９９（４番人気）
３連単票数 計２６０４６５８ 的中 ��� ２２４５０（２６番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．５―１２．６―１２．７―１３．２―１２．９―１３．３―１２．９―１２．２―１１．４―１１．２―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．３―２３．８―３６．４―４９．１―１：０２．３―１：１５．２―１：２８．５―１：４１．４―１：５３．６―２：０５．０―２：１６．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブルースターキング �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００８．１２．１４ 阪神７着

２００６．５．１５生 牡４黒鹿 母 アイアンビューティ 母母 ダイイチルビー ２３戦３勝 賞金 ５１，６２２，０００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。



０６０７０ ３月１４日 晴 良 （２２阪神１）第６日 第１０競走 ��
��１，８００�

こうなん

甲南ステークス
発走１５時００分 （ダート・右）

４歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
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 ３３６，０００円 ９６，０００円 ４８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

５７ トーホウアタック 牡６鹿 ５７ 和田 竜二東豊物産� 柴田 光陽 門別 竹島 幸治 ４７２－ ２１：５２．３ ４０．４�

６１０ コロナグラフ 牡５鹿 ５７ 川原 正一 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム ５０８＋１０１：５２．５１� １４．６�
（兵庫）

６９ メイショウタメトモ 牡５鹿 ５７ 川田 将雅松本 好雄氏 武田 博 浦河 斉藤 英 ４４４－１２ 〃 クビ １２９．０�
８１４ タマモクリエイト 牡５鹿 ５７ 幸 英明タマモ� 小原伊佐美 新冠 須崎牧場 ５２４± ０１：５２．６クビ ８．１�
７１２� エターナルスマイル 牡８鹿 ５７ 伊藤 直人 �ユートピア牧場 斎藤 誠 登別 ユートピア牧場 ５０４－ ６１：５３．１３ ８８．５�
８１３ ボクノタイヨウ 牡５黒鹿５７ 藤田 伸二平田 修氏 白井 寿昭 新冠 秋田牧場 ４８２± ０１：５３．２	 ２５．６	
４５ ピエナポパイ 牡５栗 ５７ 池添 謙一本谷 兼三氏 木原 一良 浦河 岡本牧場 ５０６＋ ４１：５３．３クビ １６．５

３３ ニューイチトク 牡５鹿 ５７ 小牧 太高浦 正雄氏 吉田 直弘 門別 中前 義隆 ４７８＋ ４１：５３．７２
 ３．８�
５８ アグネスマクシマム 牡６栗 ５７ 渡辺 薫彦渡辺 孝男氏 河内 洋 千歳 社台ファーム B４８０＋ ６ 〃 ハナ ２１９．８�
３４ キングスエンブレム 牡５青 ５７ 武 豊 �サンデーレーシング 石坂 正 早来 ノーザンファーム ４６８＋ ８１：５４．０１	 ２．０
４６ アドマイヤスワット 牡５栗 ５７ 横山 典弘近藤 利一氏 橋田 満 早来 ノーザンファーム ５０２－ ２１：５４．１クビ ７．７�
２２ グッドフロマージュ 牡７鹿 ５７ 石橋 守杉立 恭平氏 宮 徹 新冠 アラキフアーム ５２０＋ ４１：５４．８４ ４６２．０�
１１ メイショウゲンスイ 牡６鹿 ５７ 熊沢 重文松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 杵臼牧場 ５１６－ ８１：５５．２２
 ２４１．１�
７１１ アースワンハート 牡４鹿 ５７ 浜中 俊松山 増男氏 野元 昭 新ひだか 藤川フアーム ５４０＋ ２１：５６．６９ １１８．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ４８，１８６，５００円 複勝： ５８，８４９，３００円 枠連： ３７，５５４，１００円

普通馬連： １６９，２９５，８００円 馬単： ９８，５９６，３００円 ワイド【拡大馬連】： ４７，１１０，２００円

３連複： １８１，８０２，７００円 ３連単： ３５８，４０２，３００円 計： ９９９，７９７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，０４０円 複 勝 � ７００円 � ３９０円 � １，８４０円 枠 連（５－６） ８，０２０円

普通馬連 �� １２，３００円 馬 単 �� ２８，２３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，４３０円 �� ７，８６０円 �� ６，４５０円

３ 連 複 ��� １３１，１６０円 ３ 連 単 ��� ８７０，０７０円

票 数

単勝票数 計 ４８１８６５ 的中 � ９３９９（８番人気）
複勝票数 計 ５８８４９３ 的中 � ２１８５６（８番人気）� ４４５１１（５番人気）� ７７５２（１１番人気）
枠連票数 計 ３７５５４１ 的中 （５－６） ３４５９（１６番人気）
普通馬連票数 計１６９２９５８ 的中 �� １０１６６（３０番人気）
馬単票数 計 ９８５９６３ 的中 �� ２５７８（５９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４７１１０２ 的中 �� ４８３５（２７番人気）�� １４６４（４９番人気）�� １７８９（４４番人気）
３連複票数 計１８１８０２７ 的中 ��� １０２３（１５９番人気）
３連単票数 計３５８４０２３ 的中 ��� ３０４（８９３番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．８―１３．０―１２．４―１２．４―１２．６―１２．６―１２．４―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．４―３６．４―４８．８―１：０１．２―１：１３．８―１：２６．４―１：３８．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．１―３F３８．５
１
３
３（１０，１１）（１，７，１３）－４－（９，１４）５（８，１２）６＝２・（３，１０）－（７，１１）（１，１３）４，５（９，１４）８，６－１２－２

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

勝馬の
紹 介

トーホウアタック �
�
父 トーホウエンペラー �

�
母父 Woodman デビュー ２００７．１．２１ 京都９着

２００４．４．６生 牡６鹿 母 トーホウビーナス 母母 イティサール １５戦５勝 賞金 ７０，１９５，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０６０７１ ３月１４日 晴 良 （２２阪神１）第６日 第１１競走 ��
��１，４００�第４４回報知杯フィリーズレビュー（ＧⅡ）

発走１５時３５分 （桜花賞トライアル） （芝・右）

牝，３歳；負担重量は，馬齢重量
報知新聞社賞（１着）

賞 品

本 賞 ５２，０００，０００円 ２１，０００，０００円 １３，０００，０００円 ６，５００，０００
６，５００，０００

円
円

付 加 賞 １，２８８，０００円 ３６８，０００円 １８４，０００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

１：１９．９
１：１９．０

良

良

３５ サウンドバリアー 牝３芦 ５４ 渡辺 薫彦増田 雄一氏 安達 昭夫 浦河 笹地牧場 ４６６－ ６１：２２．８ ２６．２�

８１５ ラナンキュラス 牝３青 ５４ 四位 洋文前田 幸治氏 矢作 芳人 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４４＋ ６ 〃 ハナ ３．７�
２３ レディアルバローザ 牝３鹿 ５４ 和田 竜二 �ロードホースクラブ 池江 泰郎 新ひだか ケイアイファーム ４６６± ０ 〃 クビ ９．６�
１２ ロジフェローズ 牝３青鹿５４ 横山 典弘久米田正明氏 大竹 正博 日高 日高大洋牧場 ４３６－ ６ 〃 アタマ ８．２�
６１１ ニシノモレッタ 牝３栗 ５４ 浜中 俊西山 茂行氏 北出 成人 むかわ 西山牧場 ４７８－ ２ 〃 同着 １４．８�
２４ モ ト ヒ メ 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥黒澤 尚氏 松永 康利 新ひだか 岡田スタツド ４４８± ０１：２３．１１� ４２．３�
５１０ ケイアイデイジー 牝３芦 ５４ 幸 英明 �啓愛義肢材料販売所 山内 研二 新ひだか 松田 三千雄 ５０４－１２ 〃 クビ １１３．０	
４７ カレンチャン 牝３芦 ５４ 鮫島 良太鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム ４６６－ ４１：２３．２クビ １３．８

１１ アマファソン 牝３黒鹿５４ 石橋 守吉田 勝己氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４６４－ ２ 〃 ハナ １７９．５�
４８ ステラリード 牝３栗 ５４ 川田 将雅広尾レース� 森 秀行 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム ４３８－ ２１：２３．３クビ ３３．３�
５９ ソ ム ニ ア 牝３栗 ５４ 川原 正一吉田 勝己氏 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム ４２２－ ８１：２３．８３ １０５．６

（兵庫）

７１４� ラブミーチャン 牝３栗 ５４ 浜口 楠彦小林 祥晃氏 柳江 仁 新ひだか グランド牧場 ４８６－ ５１：２４．１１� ４．２�
（笠松） （笠松）

３６ テイラーバートン 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４６２－ ２１：２４．３１� ４．９�
７１３ ハニーメロンチャン 牝３栗 ５４ 武 豊松岡 隆雄氏 平田 修 新冠 松本 信行 ４４６－ ８１：２４．７２� ２５．６�
６１２ エリモエポナ 牝３黒鹿５４ 池添 謙一山本 敏晴氏 大久保龍志 えりも エクセルマネジメント ４８０－ ８１：２４．８� ４４．７�
８１６ パリスドール 牝３鹿 ５４ 熊沢 重文釘田 秀一氏 川村 禎彦 鹿児島 釘田フアーム ４３８－１２ 〃 クビ ３０７．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６１，７４４，８００円 複勝： ２１３，０３０，６００円 枠連： １４６，００９，８００円

普通馬連： ７９１，６２０，８００円 馬単： ４２５，７０１，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２０２，４５７，５００円

３連複： １，０２０，１５３，７００円 ３連単： １，９５０，１６４，１００円 計： ４，９１０，８８２，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，６２０円 複 勝 � ５００円 � １５０円 � ２６０円 枠 連（３－８） ６７０円

普通馬連 �� ４，８８０円 馬 単 �� １４，４３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４７０円 �� ２，０００円 �� ６３０円

３ 連 複 ��� １１，０００円 ３ 連 単 ��� ８６，６３０円

票 数

単勝票数 計１６１７４４８ 的中 � ４８７１３（９番人気）
複勝票数 計２１３０３０６ 的中 � ８６８７０（８番人気）� ４９４２９０（１番人気）� ２０４６１８（４番人気）
枠連票数 計１４６００９８ 的中 （３－８） １６２９００（１番人気）
普通馬連票数 計７９１６２０８ 的中 �� １１９７２４（２０番人気）
馬単票数 計４２５７０１２ 的中 �� ２１７７９（４８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計２０２４５７５ 的中 �� ３３２８９（１９番人気）�� ２４０６５（２６番人気）�� ８３７０４（３番人気）
３連複票数 計１０２０１５３７ 的中 ��� ６８４８４（３４番人気）
３連単票数 計１９５０１６４１ 的中 ��� １６６１５（２７１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．２―３５．０―４７．１―５８．９―１：１０．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サウンドバリアー �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 Seattle Slew デビュー ２００９．１０．２４ 京都２着

２００７．４．３生 牝３芦 母 スリーピングインシアトル 母母 Lady’s Secret ７戦２勝 賞金 ６５，１３８，０００円
〔制裁〕 ラブミーチャン号の騎手浜口楠彦は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（１２番・１１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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 カスクドール号・カリビアンペガサス号・グレナディーン号・ジョディーズライン号・トロンプルイユ号・

ラブグランデー号
※一般事項Ⅴ－２の（４）によりサウンドバリアー号・ラナンキュラス号・レディアルバローザ号は，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。



０６０７２ ３月１４日 晴 良 （２２阪神１）第６日 第１２競走 ��１，４００�サラブレッド系４歳以上
発走１６時１０分 （ダート・右）

牝，１０００万円以下；負担重量は，５５�
本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．９

重

重

６１０ ス イ リ ン カ 牝４鹿 ５５ 四位 洋文�ヤブウチ 長浜 博之 日高 広富牧場 ４１４－ ２１：２４．９ ４．７�

１１ キシュウグラシア 牝４黒鹿５５ 川田 将雅木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４７４－ ２１：２５．４３ ４．８�
７１２ グリッターエルフ 牝６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 ４７０－ ６ 〃 ハナ ８３．６�
２３ ベストオブミー 牝５栗 ５５ 横山 典弘飯田 正剛氏 鮫島 一歩 静内 千代田牧場 ４５０－ ６１：２５．６１ ４．２�
８１５ プリンセスペスカ 牝４栗 ５５ 藤岡 佑介山田信太郎氏 松永 昌博 静内 藤原牧場 ４５８－ ２ 〃 ハナ １４．９�
７１３ トウカイポプリ 牝５青鹿５５ 小牧 太内村 正則氏 野中 賢二 新冠 長浜牧場 B４４６－ ２１：２５．７� ５．９�
４７ ジ ュ モ ー 牝４栗 ５５ 池添 謙一吉田 和美氏 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ４４２± ０１：２５．９１� ９．２	
５９ スノーマジック 牝４芦 ５５ 武 幸四郎 �グリーンファーム 加用 正 千歳 社台ファーム ４７０＋ ２１：２６．０クビ ２７．４

２２ ユ メ イ ッ ポ 牝５栗 ５５ 田中 学昴ホースクラブ 福島 信晴 三石 沖田 哲夫 ４９０－ ８ 〃 アタマ １５．０�

（兵庫）

５８ ナンヨーナイト 牝５鹿 ５５ 長谷川浩大中村 �也氏 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 ５１０＋ ２１：２６．７４ １９１．９�
４６ キ ア ー ロ 牝５栗 ５５ 渡辺 薫彦 �ローレルレーシング 佐山 優 新冠 大栄牧場 ４６６± ０１：２６．８� ３０．６
６１１ サマーファインデイ 牝５栗 ５５ 川原 正一セゾンレースホース� 宮 徹 青森 中山 雅信 ４８４＋ ６１：２７．２２� ２０３．２�

（兵庫）

８１４ ツルマルハロー 牝４鹿 ５５ 浜中 俊鶴田 任男氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 ４６８＋１６ 〃 アタマ １２．０�
３５ ホワイトクルーザー 牝４芦 ５５ 熊沢 重文�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B４３８－１２１：２７．３クビ ８５．２�
３４ マドンナブラボー 牝７鹿 ５５ 幸 英明�宮内牧場 新川 恵 浦河 宮内牧場 ４６４－ ２１：２８．７９ ２５４．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ４１，３９９，３００円 複勝： ５３，０９４，７００円 枠連： ３９，６４４，８００円

普通馬連： １５３，８５２，５００円 馬単： ８８，７６２，８００円 ワイド【拡大馬連】： ４７，１９４，６００円

３連複： １９３，４４７，２００円 ３連単： ３６３，４５７，１００円 計： ９８０，８５３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � ２２０円 � ２２０円 � １，５５０円 枠 連（１－６） １，３７０円

普通馬連 �� １，３３０円 馬 単 �� ２，３３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５８０円 �� ５，７９０円 �� ３，９００円

３ 連 複 ��� ２６，２３０円 ３ 連 単 ��� １１０，８４０円

票 数

単勝票数 計 ４１３９９３ 的中 � ７０５８６（２番人気）
複勝票数 計 ５３０９４７ 的中 � ７１６４６（４番人気）� ７４２２８（３番人気）� ６９３２（１２番人気）
枠連票数 計 ３９６４４８ 的中 （１－６） ２１４４６（６番人気）
普通馬連票数 計１５３８５２５ 的中 �� ８５８８８（３番人気）
馬単票数 計 ８８７６２８ 的中 �� ２８１９２（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４７１９４６ 的中 �� ２１９８２（４番人気）�� １９１６（４９番人気）�� ２８６７（４０番人気）
３連複票数 計１９３４４７２ 的中 ��� ５４４４（８５番人気）
３連単票数 計３６３４５７１ 的中 ��� ２４２０（４０６番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１２．０―１２．３―１２．２―１１．９―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．１―３５．１―４７．４―５９．６―１：１１．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ス イ リ ン カ �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２００９．１．２５ 京都１着

２００６．４．６生 牝４鹿 母 フリーバード 母母 オースミサツキ ９戦３勝 賞金 ３１，２６５，０００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６日 ３月１４日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７８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

２７９，５２０，０００円
８，５２０，０００円
３，２４０，０００円
２，７２０，０００円
２７，９９０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６２，７１１，０００円
５，５７４，８００円
１，７６２，２００円

勝馬投票券売得金
４２２，１７２，０００円
６１１，７８３，５００円
３６１，３６３，６００円
１，５８３，６２７，４００円
９６５，５４８，４００円
４７６，４３２，０００円
２，０１７，７１０，６００円
３，７３２，３９４，４００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 １０，１７１，０３１，９００円

総入場人員 ２２，０３１名 （有料入場人員 ２０，８６６名）




