
枠
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番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

０６０３７ ３月６日 晴 良 （２３阪神１）第４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
１：４７．８

重

重

７７ キンショーオーロラ 牝３青 ５４ 北村 友一礒野日出夫氏 中村 均 新ひだか 本桐牧場 ４４４＋１２１：５５．１ ２６．０�

３３ ブラックアテナ 牝３鹿 ５４ 川田 将雅山本 英俊氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ５０４± ０１：５６．２７ １．７�
１１ マイネマグノリア 牝３栗 ５４ U．リスポリ �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 新冠 ビッグレッドファーム ４６６－ ６１：５６．５１� ６．３�
（伊）

６６ シーズガレット 牝３栗 ５４ 和田 竜二橋場 勇二氏 宮 徹 浦河 市川フアーム ４４４－ ６１：５７．２４ ６．１�
５５ ユウキオジョウー 牝３栗 ５４ 田辺 裕信ちきり組合 服部 利之 新ひだか 前田牧場 ４２８－ ４１：５７．６２� １６．０�
８９ サンレイプレシャス 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲花田 大昂永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 ４８８＋ ４１：５８．０２� ２１．４�
８８ ライヴマジック 牝３鹿 ５４ 武 豊 H.H．シェイク・ハムダン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ５１４± ０１：５８．２１� ５．８	
２２ ルレーヴドメール 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志 
キャロットファーム 須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４９０＋ ４１：５９．１５ ３５．６�

４４ ハリエットビート 牝３鹿 ５４
５１ ▲国分 優作門野 重雄氏 吉田 直弘 新ひだか 原口牧場 ３８８－ ８１：５９．４２ ２４９．２�

（９頭）

売 得 金

単勝： １５，０４７，７００円 複勝： ４３，３１３，２００円 枠連： ７，１１５，０００円

普通馬連： ３３，３８６，３００円 馬単： ３０，１１９，６００円 ワイド【拡大馬連】： １８，３４７，６００円

３連複： ５２，６４９，３００円 ３連単： １２６，６１０，７００円 計： ３２６，５８９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，６００円 複 勝 � ５６０円 � １１０円 � １７０円 枠 連（３－７） ２，１９０円

普通馬連 �� ２，３００円 馬 単 �� ６，２００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８６０円 �� １，５６０円 �� ２５０円

３ 連 複 ��� ３，５００円 ３ 連 単 ��� ２８，０３０円

票 数

単勝票数 計 １５０４７７ 的中 � ４５６６（７番人気）
複勝票数 計 ４３３１３２ 的中 � ９０３９（８番人気）� ２２７３６０（１番人気）� ４８４２４（４番人気）
枠連票数 計 ７１１５０ 的中 （３－７） ２４０８（８番人気）
普通馬連票数 計 ３３３８６３ 的中 �� １０７５４（８番人気）
馬単票数 計 ３０１１９６ 的中 �� ３５８８（２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８３４７６ 的中 �� ４８０８（１２番人気）�� ２５５９（１５番人気）�� ２２４５３（３番人気）
３連複票数 計 ５２６４９３ 的中 ��� １１１２２（１０番人気）
３連単票数 計１２６６１０７ 的中 ��� ３３３４（８２番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．５―１３．７―１３．１―１３．３―１３．２―１２．９―１２．１―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．３―３８．０―５１．１―１：０４．４―１：１７．６―１：３０．５―１：４２．６

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

キンショーオーロラ 
�
父 ネオユニヴァース 

�
母父 リアルシヤダイ デビュー ２０１０．８．１ 函館８着

２００８．３．２生 牝３青 母 ソービューティフル 母母 ク リ ヨ ン ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。
〔発走状況〕 マイネマグノリア号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 マイネマグノリア号は，発走調教再審査。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

０６０３８ ３月６日 晴 良 （２３阪神１）第４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

７１１ メイショウサリマン 牡３栗 ５６ 秋山真一郎松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 ４７４－ ６１：１３．７ １０．６�

５７ サトノパイレーツ 牡３鹿 ５６
５３ ▲藤懸 貴志里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ５０４＋ ６ 〃 クビ ２．０�

８１３ ジャマイカジョー 牡３黒鹿 ５６
５５ ☆国分 恭介薪浦 英稔氏 梅田 康雄 新ひだか 秋田育成牧場 ４３２＋ ２１：１３．９１� ７．８�

６９ メイショウテンカイ 牡３芦 ５６ 武 豊松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 林 孝輝 ４７６－ ４１：１４．５３� ３．３�
２２ � タ ー ル タ ン 牡３芦 ５６ 池添 謙一グリーンフィールズ� 鶴留 明雄 米 George Waggoner

Stables Inc. ４７０ ― 〃 クビ ６．９�
１１ ワンダーエレメント 牝３鹿 ５４

５１ ▲国分 優作山本 信行氏 牧田 和弥 浦河 小柳牧場 ４５２－１０１：１５．０３ ２７．０�
７１０ アサケムサシ 牡３鹿 ５６ 小牧 太大橋 堯氏 大橋 勇樹 新冠 新冠橋本牧場 ４８６± ０１：１５．１� ８２．６	
５６ シゲルホンブチョウ 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥森中 蕃氏 小島 貞博 新ひだか 前川 隆則 ４５４－ ２１：１５．２� ３０１．１

８１２ バトルルノン 牡３青鹿５６ 上野 翔宮川 秋信氏 清水 久詞 新ひだか 西村 和夫 ３９８－ ８１：１５．３� ３１８．０�
４５ シゲルトウカツカン 牡３鹿 ５６

５４ △高倉 稜森中 蕃氏 小原伊佐美 様似 清水スタッド ４６８＋ ２１：１５．７２� １３７．９�
６８ カシノエイト 牡３鹿 ５６ 鷹野 宏史柏木 務氏 日吉 正和 熊本 竹原 孝昭 ４４８± ０１：１６．７６ ２３８．９
４４ シ ュ ン ラ イ 牡３鹿 ５６ 田中 健石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 土田農場 ５３４－ ２１：１６．９１� ６２４．７�
３３ バ ム シ ッ ク 牝３栗 ５４

５１ ▲花田 大昂 �荻伏服部牧場 服部 利之 浦河 荻伏服部牧場 ４１４± ０１：１８．３９ １６９．９�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １７，９１５，４００円 複勝： ３６，５００，５００円 枠連： ８，４０９，９００円

普通馬連： ３７，６７１，２００円 馬単： ３２，６４５，０００円 ワイド【拡大馬連】： １６，９１２，０００円

３連複： ５４，４７６，８００円 ３連単： １１４，４８１，９００円 計： ３１９，０１２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０６０円 複 勝 � ２１０円 � １１０円 � １７０円 枠 連（５－７） ７６０円

普通馬連 �� ９８０円 馬 単 �� ２，９７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３７０円 �� ６８０円 �� ２２０円

３ 連 複 ��� １，４９０円 ３ 連 単 ��� １３，７５０円

票 数

単勝票数 計 １７９１５４ 的中 � １３３８５（５番人気）
複勝票数 計 ３６５００５ 的中 � ２６７９８（５番人気）� １７９７０６（１番人気）� ３８７４０（３番人気）
枠連票数 計 ８４０９９ 的中 （５－７） ８２３２（３番人気）
普通馬連票数 計 ３７６７１２ 的中 �� ２８６３７（４番人気）
馬単票数 計 ３２６４５０ 的中 �� ８１３４（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６９１２０ 的中 �� １１０７０（５番人気）�� ５２７３（１０番人気）�� ２３１１５（２番人気）
３連複票数 計 ５４４７６８ 的中 ��� ２７１１３（４番人気）
３連単票数 計１１４４８１９ 的中 ��� ６１４９（４１番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．５―１２．０―１２．２―１２．１―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．８―２４．３―３６．３―４８．５―１：００．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウサリマン �
�
父 メイショウオウドウ �

�
母父 メイショウエイカン デビュー ２０１０．１２．１２ 阪神７着

２００８．４．８生 牡３栗 母 メイショウヒダカ 母母 メイシヨウエンゼル ５戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔発走状況〕 ワンダーエレメント号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 バムシック号は，平成２３年４月６日まで平地競走に出走できない。

第１回　阪神競馬　第４日



０６０３９ ３月６日 晴 良 （２３阪神１）第４日 第３競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１１時００分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

３３ タマモブラウン 牡３鹿 ５６ U．リスポリタマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 ４９２－ ８１：５５．８ １．５�
（伊）

５６ サフランディライト 牡３鹿 ５６ 川田 将雅海原 聖一氏 北出 成人 平取 高橋 啓 ４８４＋１０１：５６．１１� ６．０�
４４ ウォーターデューク 牡３鹿 ５６ 四位 洋文山岡 正人氏 安田 隆行 新ひだか 乾 皆雄 ４４４－ ２１：５６．５２� １０．１�
８１２ レオジュピター 牡３鹿 ５６

５３ ▲国分 優作田中 博之氏 小島 茂之 平取 二風谷ファーム ４７６＋ ２１：５６．６クビ ９．０�
１１ ギンザスクランブル 牡３鹿 ５６ 北村 友一有馬 博文氏 伊藤 圭三 浦河 福岡 光夫 B４５６－ ６１：５７．９８ ６．８�
８１１ バンブーアーセナル 牡３鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介�バンブー牧場 谷 潔 浦河 バンブー牧場 ５１６＋ ２１：５８．０クビ １７２．２	
５５ カシノエイカン 牡３黒鹿５６ 大下 智柏木 務氏 梅内 忍 日高 日西牧場 ４６６－ ４１：５８．８５ １２９．９

２２ トーワゴールド 牡３青鹿５６ 小林 徹弥齋藤 すゞ 氏 佐山 優 新冠 村本牧場 ４４０－ ６１：５９．４３� ３４９．９�
７９ タニノカンピョーネ 牡３鹿 ５６ 小林慎一郎谷水 雄三氏 矢作 芳人 新ひだか カントリー牧場 ５０２＋１０ 〃 クビ １５７．４�
７１０ キ ト ピ ロ 牡３黒鹿 ５６

５４ △高倉 稜三宅 勝俊氏 田島 良保 青森 青南ムラカミ
ファーム ５１０－ ２１：５９．９３ ３１８．７

６７ ナリタワイルド 牡３栗 ５６ 芹沢 純一�オースミ 小野 幸治 浦河 杵臼牧場 ４９８± ０ 〃 ハナ ２８３．０�
６８ プ レ ナ ス 牡３栗 ５６

５３ ▲花田 大昂釘田 秀一氏 藤沢 則雄 鹿児島 釘田フアーム ４６２－ ４ 〃 ハナ ７２．１�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １７，６６９，３００円 複勝： ６２，４５１，２００円 枠連： ９，６２０，６００円

普通馬連： ３４，１９４，３００円 馬単： ３５，３７８，０００円 ワイド【拡大馬連】： １７，８６７，６００円

３連複： ４９，９２３，６００円 ３連単： １３１，４９３，９００円 計： ３５８，５９８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � １７０円 枠 連（３－５） ３３０円

普通馬連 �� ３３０円 馬 単 �� ４３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １７０円 �� ２３０円 �� ５４０円

３ 連 複 ��� ６２０円 ３ 連 単 ��� １，７１０円

票 数

単勝票数 計 １７６６９３ 的中 � ９７２６０（１番人気）
複勝票数 計 ６２４５１２ 的中 � ４４０４５６（１番人気）� ４９１５７（２番人気）� ３８２７１（４番人気）
枠連票数 計 ９６２０６ 的中 （３－５） ２１９９０（１番人気）
普通馬連票数 計 ３４１９４３ 的中 �� ７６８８９（１番人気）
馬単票数 計 ３５３７８０ 的中 �� ６１０１１（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７８６７６ 的中 �� ３３３９０（１番人気）�� １９０５１（３番人気）�� ６３９０（９番人気）
３連複票数 計 ４９９２３６ 的中 ��� ６０１２９（２番人気）
３連単票数 計１３１４９３９ 的中 ��� ５６８４２（３番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．０―１４．４―１３．３―１３．５―１３．５―１２．７―１１．９―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２３．９―３８．３―５１．６―１：０５．１―１：１８．６―１：３１．３―１：４３．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タマモブラウン �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 カコイーシーズ デビュー ２０１０．１１．１４ 東京１０着

２００８．３．１６生 牡３鹿 母 ドリーミーアイ 母母 アイシャドー ６戦１勝 賞金 ９，３００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

０６０４０ ３月６日 晴 良 （２３阪神１）第４日 第４競走 ��１，４００�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

１：２１．８
１：２１．８

稍重

稍重

７７ パワフルキリシマ 牡３鹿 ５６ 四位 洋文西村新一郎氏 湯窪 幸雄 新ひだか 城地 清満 ４４８＋ ２１：２６．４ １０．９�

５５ シルクフェリーチェ 牝３黒鹿５４ 武 豊有限会社シルク河内 洋 安平 追分ファーム ４５２－ ８１：２６．５� ２．９�
４４ トシザツンツン 牡３芦 ５６ 池添 謙一上村 叶氏 鮫島 一歩 浦河 浦河小林牧場 ４８０－ ６１：２６．８２ ３．８�
３３ マコトローゼンボー 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介尾田左知子氏 矢作 芳人 様似 出口 繁夫 ４４８－ ６ 〃 ハナ ７８．５�
８９ スナークワイルド 牡３黒鹿５６ 秋山真一郎杉本仙次郎氏 藤岡 範士 浦河 日優牧場 ４８０－ ４ 〃 クビ ２．７�
７８ ファンドリソフィア �３栗 ５６ 北村 友一水戸 富雄氏 西園 正都 日高 下河辺牧場 ４６４－ ４１：２７．７５ ８．２�
６６ サンレイワイルド 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲花田 大昂永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 ４８８± ０１：２７．９１ １１１．１�
８１０ アスターファイター 牡３鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介加藤 久枝氏 木原 一良 浦河 絵笛牧場 ４４２± ０１：２８．５３� １８６．５	
１１ マイネルデフィ 牡３栗 ５６

５４ △高倉 稜 
サラブレッドクラブ
・ラフィアン 白井 寿昭 新冠 ビッグレッドファーム ４５４＋ ４１：２９．３５ ２６．９�

（９頭）
２２ デラノーチェ 牡３鹿 ５６ 川田 将雅畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １６，１３２，９００円 複勝： ２４，２４３，５００円 枠連： ８，３４７，１００円

普通馬連： ３５，０９０，２００円 馬単： ３０，５２７，２００円 ワイド【拡大馬連】： １５，９４２，９００円

３連複： ５２，３６３，２００円 ３連単： １１８，１４２，１００円 計： ３００，７８９，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０９０円 複 勝 � ２１０円 � １５０円 � １３０円 枠 連（５－７） ７５０円

普通馬連 �� １，６４０円 馬 単 �� ４，０７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４６０円 �� ４１０円 �� ２５０円

３ 連 複 ��� １，４００円 ３ 連 単 ��� １３，８３０円

票 数

単勝票数 計 １６１３２９ 的中 � １１６８０（５番人気）
複勝票数 計 ２４２４３５ 的中 � ２３９２０（５番人気）� ４４０４１（３番人気）� ６０７１０（２番人気）
枠連票数 計 ８３４７１ 的中 （５－７） ８２８２（５番人気）
普通馬連票数 計 ３５０９０２ 的中 �� １５８２８（９番人気）
馬単票数 計 ３０５２７２ 的中 �� ５５４１（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５９４２９ 的中 �� ８０３４（８番人気）�� ９２９４（６番人気）�� １８１８３（３番人気）
３連複票数 計 ５２３６３２ 的中 ��� ２７７８７（６番人気）
３連単票数 計１１８１４２１ 的中 ��� ６３０８（５２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２４．０―３６．１―４８．７―１：０１．２―１：１３．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．３―３F３７．７
３ ５（７，９）１，６，８（３，４）＝１０ ４ ５（７，９）－（１，６）（８，４）３＝１０
市場取引馬

勝馬の
紹 介

パワフルキリシマ �

父 エイシンワシントン �


母父 Southern Halo デビュー ２０１０．９．５ 小倉２着

２００８．３．２３生 牡３鹿 母 シンシナティガール 母母 Eishin Maysville ９戦１勝 賞金 １２，９００，０００円
〔出走取消〕 デラノーチェ号は，疾病〔左寛跛行〕のため出走取消。
※出走取消馬 グランプリワイルド号（疾病〔左寛跛行〕のため）



０６０４１ ３月６日 曇 良 （２３阪神１）第４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 ６，５００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 ９８０，０００円 ６５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．４

良

良

３６ サトノフォワード 牝３栗 ５４ 秋山真一郎里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４６２ ―１：３６．３ ２．６�

２４ メイショウヨウドウ 牡３黒鹿５６ 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 ４８２ ―１：３６．６１� ４．９�
８１６ スズカファルコン 牡３青鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡野牧場 ４６４ ―１：３７．１３ １９６．７�
５１０ リーサムハーツ 牝３鹿 ５４ 上野 翔平田 修氏 田所 秀孝 日高 佐々木 康治 ４７０ ―１：３７．２� ４２．６�
１１ ジーティルピア 牝３鹿 ５４ 佐久間寛志�グリーンテック村山 明 日高 �橋 耀代 ４２８ ―１：３７．４１� ３００．５�
８１５ ボ ル ツ ァ ノ 牝３鹿 ５４ 武 英智渡邉 光典氏 本田 優 新ひだか 大典牧場 ４１０ ― 〃 クビ ３０７．７�
７１３ オークヒルパーク 牝３黒鹿５４ 藤田 伸二宇田 豊氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム ４９４ ―１：３７．５クビ １４．９	
２３ メイショウガザニア 牝３鹿 ５４ 今村 康成松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４４４ ―１：３７．７１� １８．８

４８ キシュウライ 牝３鹿 ５４ 小林 徹弥木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４３２ ―１：３８．３３� ２４．０�
６１１ ロングアイリス 牝３栗 ５４ 芹沢 純一中井 敏雄氏 加用 正 浦河 笹地牧場 ４２８ ―１：３８．４� １５７．３�
５９ ロングエクセル 牝３鹿 ５４ 田中 克典中井 敏雄氏 小野 幸治 日高 沖田牧場 ４２８ ―１：３８．５クビ ３４０．３
１２ ラスティンメモリー 牝３栗 ５４ 柴原 央明 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 坂口 正則 浦河 駿河牧場 ４８４ ―１：３８．６� ２５．２�
６１２	 エーシンカルメン 牝３栗 ５４

５２ △高倉 稜�栄進堂 野中 賢二 米 Padua
Stables ４５２ ―１：３８．７� ２２．７�

４７ ピ グ モ ン 牡３栗 ５６ 四位 洋文山本 英俊氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４９０ ―１：３９．１２� １１．６�
７１４ スマッシュスマイル 牡３栃栗５６ 武 豊 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム ４８８ ― 〃 ハナ ３．６�
３５ メイショウコスモス 牝３鹿 ５４ 白浜 雄造松本 好雄氏 小島 貞博 浦河 多田 善弘 ４４４ ―１：５１．９大差 １０１．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，９１８，８００円 複勝： ２４，２８１，９００円 枠連： １３，６５９，５００円

普通馬連： ４５，９３２，５００円 馬単： ３３，６００，４００円 ワイド【拡大馬連】： １９，３７９，９００円

３連複： ６３，５００，４００円 ３連単： １００，１５１，３００円 計： ３１８，４２４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １３０円 � １８０円 � ２，７８０円 枠 連（２－３） ５３０円

普通馬連 �� ５６０円 馬 単 �� ９８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３１０円 �� ５，２８０円 �� ９，６４０円

３ 連 複 ��� ３３，１２０円 ３ 連 単 ��� １００，２９０円

票 数

単勝票数 計 １７９１８８ 的中 � ５５４１６（１番人気）
複勝票数 計 ２４２８１９ 的中 � ７５２８０（１番人気）� ３５７５４（３番人気）� １３３８（１３番人気）
枠連票数 計 １３６５９５ 的中 （２－３） １９３８３（２番人気）
普通馬連票数 計 ４５９３２５ 的中 �� ６０７５７（２番人気）
馬単票数 計 ３３６００４ 的中 �� ２５３３４（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９３７９９ 的中 �� １８８４８（２番人気）�� ８２２（４７番人気）�� ４４７（５６番人気）
３連複票数 計 ６３５００４ 的中 ��� １４１５（８４番人気）
３連単票数 計１００１５１３ 的中 ��� ７３７（２５４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２４．１―３６．５―４９．０―１：０１．１―１：１２．８―１：２４．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サトノフォワード �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Kris S. 初出走

２００８．４．１９生 牝３栗 母 アドマイヤライト 母母 ホワットケイティーディド １戦１勝 賞金 ６，５００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウコスモス号は，平成２３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２６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２６頭 アイヴィーリーグ号・アメイジングアスク号・アメージングティナ号・ウィッシュ号・オーミレゴリス号・

キュールエキュール号・クリサンセマム号・コスモパルクール号・サクセスパシュート号・サクラアドニス号・
サワノファンタス号・サワヤカオジョー号・シゲルカンリショク号・ダイシンライン号・タイムズアロー号・
ティズサンデー号・デンコウツバサ号・ナヴラス号・ブライティアターフ号・マイネクラレット号・
マコトポセイドン号・メイショウウイルド号・メイショウトキワ号・メイショウトモミ号・メモリービジュアル号・
ロイヤルワラント号

０６０４２ ３月６日 曇 良 （２３阪神１）第４日 第６競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１２時５０分 （ダート・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．７
１：０８．７

重

重

８１１ ミヤジメーテル 牝３黒鹿５４ U．リスポリ曽我 司氏 川村 禎彦 浦河 笹島 政信 ４６０－ ４１：１３．０ １０．９�
（伊）

８１２ レディオブパーシャ 牝３栗 ５４
５１ ▲国分 優作 H.R.H．プリンセス・ハヤ 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４５６－ ６１：１３．２１� １４．６�
４４ カラフルデイズ 牝３栗 ５４ 藤田 伸二 �サンデーレーシング 藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４２８－ ４１：１３．５１� １．２�
３３ プントバンコ 牝３青鹿５４ 藤岡 佑介塩澤 正樹氏 吉田 直弘 新ひだか グランド牧場 ４４２＋ ４１：１３．８１� １４．９�
５５ バ ラ イ ロ ー 牝３芦 ５４

５２ △高倉 稜吉澤 克己氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４３４－ ２ 〃 クビ ７８．０�
２２ ラプターセイハート 牝３鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介佐藤 恭永氏 羽月 友彦 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５４－ ２１：１３．９クビ ８５．３�

５６ トーホウペッグ 牝３芦 ５４ 秋山真一郎東豊物産	 田島 良保 日高 竹島 幸治 ４６２± ０１：１４．５３� １３．３

６８ ヒカリノーブル 牝３鹿 ５４ 北村 友一當山 �則氏 本田 優 平取 坂東牧場 ４５４－ ４１：１４．６� ６４．８�
７１０ トウカイシャンテ 牝３鹿 ５４ 和田 竜二内村 正則氏 田村 康仁 浦河 帰山 清貴 ４５８－ ４１：１４．７� ２３．５
１１ シゲルカンリカン 牝３芦 ５４ 小林 徹弥森中 蕃氏 小野 幸治 新ひだか 岡田牧場 ４６４＋ ２ 〃 ハナ ２２９．６�
７９ エリモミヤビ 牝３栗 ５４ 熊沢 重文山本 敏晴氏 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント ４５０－ ２１：１４．８� ２０９．６�
６７ ハタノファベルジェ 牝３鹿 ５４ 池添 謙一 �グッドラック・ファーム 畠山 吉宏 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム ４６６＋ ２１：１５．１２ ６３．８�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３０，１５４，２００円 複勝： ８１，２８３，５００円 枠連： １４，５８２，６００円

普通馬連： ４７，４２２，５００円 馬単： ４６，０９４，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，３３４，４００円

３連複： ６９，７９１，７００円 ３連単： １６６，４９４，３００円 計： ４８０，１５７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０９０円 複 勝 � １９０円 � １９０円 � １００円 枠 連（８－８） ４，０７０円

普通馬連 �� ３，６１０円 馬 単 �� ９，１２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６６０円 �� ２３０円 �� ２５０円

３ 連 複 ��� ８８０円 ３ 連 単 ��� １８，６８０円

票 数

単勝票数 計 ３０１５４２ 的中 � ２１８５３（２番人気）
複勝票数 計 ８１２８３５ 的中 � ４１６１２（２番人気）� ４０７１７（３番人気）� ６００５５６（１番人気）
枠連票数 計 １４５８２６ 的中 （８－８） ２６４５（１０番人気）
普通馬連票数 計 ４７４２２５ 的中 �� ９６９５（１１番人気）
馬単票数 計 ４６０９４４ 的中 �� ３７３２（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４３３４４ 的中 �� ７５５３（７番人気）�� ２９７２９（２番人気）�� ２６０９４（３番人気）
３連複票数 計 ６９７９１７ 的中 ��� ５８８９２（１番人気）
３連単票数 計１６６４９４３ 的中 ��� ６５７８（５７番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１１．９―１２．４―１２．０―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．５―３５．４―４７．８―５９．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミヤジメーテル �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー ２０１０．１０．１７ 京都３着

２００８．３．１８生 牝３黒鹿 母 ミスサイベリア 母母 Miss Tobacco ７戦２勝 賞金 １５，６００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０６０４３ ３月６日 曇 良 （２３阪神１）第４日 第７競走 ��
��１，８００�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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

５５ フ ォ ル テ 牡６栗 ５７
５４ ▲国分 優作深見 富朗氏 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 ４６８＋１０１：５４．４ １３．７�

７７ オールザワールド 牡４黒鹿５７ 田中 健前田 晋二氏 白井 寿昭 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６０＋ ２１：５４．６１� ４．２�
１１ � ク レ イ モ ア 牡４栗 ５７ 田辺 裕信�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 ５５２＋ ２１：５５．０２� ２５．６�
４４ ナリタシルクロード 牡４鹿 ５７

５５ △高倉 稜�オースミ 崎山 博樹 浦河 杵臼牧場 ５１０＋ ２ 〃 ハナ ３．３�
３３ サンライズコア 牡５鹿 ５７ 川田 将雅松岡 隆雄氏 河内 洋 門別 下河辺牧場 ４６４－ ８１：５５．４２� １４．０�
６６ エリモサプライズ 	４鹿 ５７ 小牧 太山本 敏晴氏 宮本 博 えりも エクセルマネジメント ５１８－ ２１：５５．６１ ３．７	
８９ � タガノシューマン 牡５青鹿 ５７

５６ ☆国分 恭介八木 良司氏 小原伊佐美 浦河 猿橋 義昭 B４７６－ ４１：５６．４５ ６．２

８１０
 フィールドウイナー 牡７鹿 ５７ 和田 竜二地田 勝三氏 山内 研二 愛 Cheving-

ton Stud ５２６－ ２１：５６．５� ３１．０�
７８ ティアップエース 牡４栗 ５７ 池添 謙一田中 昇氏 西浦 勝一 新ひだか 広田牧場 ４４６＋ ４１：５６．９２� ７９．０�
２２ � グランプリヒトスジ 牡５栗 ５７ U．リスポリ北側 雅司氏 鮫島 一歩 早来 ノーザンファーム ５１４＋ ４１：５７．１１ １７．５

（伊）

（１０頭）

売 得 金

単勝： １７，８２２，８００円 複勝： ２８，１８４，９００円 枠連： １０，２６０，８００円

普通馬連： ４８，３５２，５００円 馬単： ３５，０２９，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，６７２，７００円

３連複： ６５，６１８，２００円 ３連単： １２６，７０５，０００円 計： ３５２，６４５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３７０円 複 勝 � ３１０円 � １７０円 � ５４０円 枠 連（５－７） ３，４３０円

普通馬連 �� ３，６３０円 馬 単 �� ８，３７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８２０円 �� ３，２３０円 �� １，７４０円

３ 連 複 ��� ２１，５９０円 ３ 連 単 ��� １１９，２８０円

票 数

単勝票数 計 １７８２２８ 的中 � １０２７８（５番人気）
複勝票数 計 ２８１８４９ 的中 � ２２１９９（５番人気）� ５５８０９（１番人気）� １１４０４（８番人気）
枠連票数 計 １０２６０８ 的中 （５－７） ２２１２（１２番人気）
普通馬連票数 計 ４８３５２５ 的中 �� ９８４６（１３番人気）
馬単票数 計 ３５０２９０ 的中 �� ３０９１（３２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０６７２７ 的中 �� ６５１５（８番人気）�� １５２９（３２番人気）�� ２９０３（２４番人気）
３連複票数 計 ６５６１８２ 的中 ��� ２２４３（６１番人気）
３連単票数 計１２６７０５０ 的中 ��� ７８４（３１７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．０―３７．３―４９．４―１：０２．５―１：１５．５―１：２８．４―１：４１．０

コーナー
通過順位

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

２
４

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

フ ォ ル テ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Singspiel デビュー ２００７．７．１ 函館７着

２００５．４．１生 牡６栗 母 ビューティーコンテスト 母母 Beldarian １５戦３勝 賞金 ２３，６００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

０６０４４ ３月６日 曇 良 （２３阪神１）第４日 第８競走 ��
��１，４００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時５０分 （芝・右）

１０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 １０，４００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：１９．９
１：１９．０

良

良

３３ スプリングサンダー 牝４鹿 ５５ 四位 洋文�グランド牧場 昆 貢 新ひだか グランド牧場 ４４０－ ４１：２１．２ ２．５�

４６ � エーシンウェズン 牡４鹿 ５７ 川田 将雅�栄進堂 野中 賢二 米 Helen Y.
Painter ５２０－ ６１：２１．３� ２．３�

６９ ツルマルネオ 	５鹿 ５７ 和田 竜二鶴田 任男氏 石坂 正 日高 浜本牧場 ５００＋１０１：２１．５１ ３０．０�
５８ メルシーヨーク 牝６鹿 ５５

５２ ▲国分 優作永井 康郎氏 藤岡 範士 三石 水上 習孝 ４４０± ０ 〃 アタマ ７．０�
２２ リアルハヤテ 牡６鹿 ５７ 藤岡 佑介伊藤 誠吉氏 本郷 一彦 静内 井高牧場 ４３０－ ４１：２１．６
 １０６．４�
８１４� アグネスティンクル 牡４栗 ５７ 小牧 太渡辺 孝男氏 森 秀行 米 Swetten-

ham Stud ４６８－ ２１：２１．７クビ ２３．７	
３４ デ コ ル テ 牝４黒鹿 ５５

５３ △高倉 稜谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 ４４８－ ６ 〃 クビ ５３．５

７１１� ウイニングドラゴン 牡５黒鹿５７ 秋山真一郎奥村 幸男氏 小原伊佐美 浦河 東栄牧場 ４４６± ０１：２１．８クビ ３５．６�
４５ キングシャーロット 牡４鹿 ５７ 池添 謙一馬場 幸夫氏 浅見 秀一 新ひだか 上村 清志 ４６６＋１６ 〃 クビ ８４．８�
６１０ シンボリマルセイユ 牡４芦 ５７ 北村 友一シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 B４９０－ ２ 〃 アタマ ２４．４
７１２ シゲルタダカツ 牡４栗 ５７ 田中 健森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 猿橋 義昭 ５２２＋ ８１：２１．９
 ２２８．９�
１１ � ハマノモナーク 牡６黒鹿５７ 田辺 裕信浜井 弘至氏 服部 利之 静内 漆原 信一 ４５６－ ６１：２２．０� １３０．３�
８１３ ナリタシリカ 牝５黒鹿 ５５

５４ ☆国分 恭介�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 ４５６± ０ 〃 クビ １４．４�
５７ スマートムービー 牝４黒鹿５５ 小林 徹弥大川 徹氏 佐山 優 新ひだか 矢野牧場 ４３０＋ ２１：２４．０大差 ７４．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２０，３３２，８００円 複勝： ２９，１８４，５００円 枠連： １７，２７０，８００円

普通馬連： ６４，５１４，０００円 馬単： ４５，３０６，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，８８７，２００円

３連複： ８６，９７９，０００円 ３連単： １７３，２２９，５００円 計： ４６３，７０４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １２０円 � １２０円 � ４３０円 枠 連（３－４） ２４０円

普通馬連 �� ２３０円 馬 単 �� ５６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １５０円 �� ９１０円 �� ８００円

３ 連 複 ��� １，５７０円 ３ 連 単 ��� ４，９４０円

票 数

単勝票数 計 ２０３３２８ 的中 � ６４４７８（２番人気）
複勝票数 計 ２９１８４５ 的中 � ７４０１２（２番人気）� ８９００１（１番人気）� ９８５０（８番人気）
枠連票数 計 １７２７０８ 的中 （３－４） ５３５６９（１番人気）
普通馬連票数 計 ６４５１４０ 的中 �� ２１１８４６（１番人気）
馬単票数 計 ４５３０６２ 的中 �� ５９９１９（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６８８７２ 的中 �� ６４３７５（１番人気）�� ５６６９（１３番人気）�� ６５４８（１０番人気）
３連複票数 計 ８６９７９０ 的中 ��� ４１０４８（４番人気）
３連単票数 計１７３２２９５ 的中 ��� ２５８９１（１１番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．３―１１．６―１１．７―１１．５―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２２．９―３４．２―４５．８―５７．５―１：０９．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３５．４
３ ７，１０（４，１２）（３，９）（１，５，１４）（６，１３）２（８，１１） ４ ・（７，１０，１２）（４，３，９）（１，５，１４）（２，６，１３）（８，１１）

勝馬の
紹 介

スプリングサンダー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Kingmambo デビュー ２００９．８．１５ 新潟１着

２００７．５．１０生 牝４鹿 母 スプリングマンボ 母母 Key Flyer １４戦３勝 賞金 ４０，６８２，０００円
※シゲルタダカツ号・シンボリマルセイユ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



０６０４５ ３月６日 曇 良 （２３阪神１）第４日 第９競走 ��
��１，８００�ア ル メ リ ア 賞

発走１４時２５分 （芝・右・外）

３歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 １０，０００，０００円 ４，０００，０００円 ２，５００，０００円 １，５００，０００円 １，０００，０００円
付 加 賞 ２０３，０００円 ５８，０００円 ２９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

５５ トーセンレーヴ 牡３鹿 ５６ U．リスポリ島川 �哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４６４± ０１：４９．２ １．９�
（伊）

１１ ステラロッサ 牡３栗 ５６ 川田 将雅 �社台レースホース角居 勝彦 安平 追分ファーム ４８２＋ ４１：４９．４１� ３．２�
２２ ア バ ウ ト 牡３栗 ５６ 芹沢 純一副島 義久氏 加用 正 日高 下河辺牧場 ５０８＋ ２１：４９．８２� ４３．２�
６６ トップシャイン 牡３鹿 ５６ 四位 洋文�コオロ 境 直行 新ひだか パシフイツク牧場 ４６２－ ２１：５０．０１� １２．６�
４４ メイショウツガル 牡３鹿 ５６ 北村 友一松本 好雄氏 武田 博 浦河 太陽牧場 ４５２－ ４１：５０．２１� １１８．３�
７７ タイキパーシヴァル 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介�大樹ファーム 藤岡 健一 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ ４８８＋２０ 〃 クビ ２８．９	
８８ イ デ ア 牡３鹿 ５６ 武 豊畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 ４８０± ０１：５０．５１� ６．７

３３ アドマイヤスキップ 牡３鹿 ５６ 小牧 太近藤 利一氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７０± ０１：５０．６� ９．１�

（８頭）

売 得 金

単勝： ５１，４２８，４００円 複勝： ７８，１９６，５００円 枠連： 発売なし

普通馬連： １０１，１２１，８００円 馬単： ８２，６８４，０００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，０３３，７００円

３連複： １０７，６８９，０００円 ３連単： ３５６，３９３，８００円 計： ８１２，５４７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � １１０円 � ５３０円 枠 連 発売なし

普通馬連 �� ２３０円 馬 単 �� ４３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １５０円 �� ９７０円 �� ７７０円

３ 連 複 ��� １，７７０円 ３ 連 単 ��� ４，６９０円

票 数

単勝票数 計 ５１４２８４ 的中 � ２２０７０８（１番人気）
複勝票数 計 ７８１９６５ 的中 � ３６１７８３（１番人気）� １８７９９７（２番人気）� １４８１６（７番人気）
普通馬連票数 計１０１１２１８ 的中 �� ３３１５７８（１番人気）
馬単票数 計 ８２６８４０ 的中 �� １４５０１９（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５０３３７ 的中 �� ８７９６６（１番人気）�� ６７９６（１５番人気）�� ８７８１（１１番人気）
３連複票数 計１０７６８９０ 的中 ��� ４４９３４（５番人気）
３連単票数 計３５６３９３８ 的中 ��� ５６１４２（１１番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．６―１２．３―１３．２―１３．２―１２．６―１１．７―１０．４―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．３―３６．６―４９．８―１：０３．０―１：１５．６―１：２７．３―１：３７．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．２―３F３３．６
３ ２，４（５，８）（１，６，７）－３ ４ ２，４（５，８）（１，７）６－３
市場取引馬

勝馬の
紹 介

トーセンレーヴ �

父 ディープインパクト �


母父 Caerleon デビュー ２０１１．２．１２ 京都１着

２００８．３．２１生 牡３鹿 母 ビ ワ ハ イ ジ 母母 ア グ サ ン ２戦２勝 賞金 １６，７０３，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

０６０４６ ３月６日 曇 良 （２３阪神１）第４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 ３１５，０００円 ９０，０００円 ４５，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：０１．０
２：０１．０

不良

不良

６９ ワンダーアキュート 牡５鹿 ５７ 和田 竜二山本 信行氏 佐藤 正雄 三石 フクダファーム ５０８－ ２２：０３．７ ２．０�

４５ タガノジンガロ 牡４鹿 ５６ 田辺 裕信八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ５０６＋１０２：０４．０１� ５．２�

６１０	 テスタマッタ 牡５鹿 ５６ U．リスポリ吉田 和美氏 村山 明 米 Waterford
Farm ５００＋ ９２：０４．３１� ７．４�

（伊）

４６ ネ イ キ ッ ド 牡７栗 ５６ 小牧 太前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８８－ ４２：０４．４� ２３．２�
３３ シビルウォー 牡６鹿 ５７ 池添 謙一 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム ４７２＋ ６２：０４．５クビ ３５．８�
７１２ アドマイヤシャトル 牡５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 ４７２＋ ４２：０５．０３ ２４．４�
８１４ オメガファルコン 牡６鹿 ５６ 藤岡 佑介原 
子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ５０４－ ６２：０５．２１� ６９．３	
３４ トーホウアタック 牡７鹿 ５６ 国分 恭介東豊物産
 柴田 光陽 門別 竹島 幸治 ４８２－ ２２：０５．４１� ５９８．７�
７１１	 カジノドライヴ 牡６栗 ５５ 藤田 伸二山本 英俊氏 藤沢 和雄 米 Shell

Bloodstock ５３２ ２：０５．６１� ４．０�
５８ タマモクリエイト 牡６鹿 ５６ 熊沢 重文タマモ
 小原伊佐美 新冠 須崎牧場 ５１６－ ２２：０５．８１� ２０１．２
５７ メイショウサライ 牡１０黒鹿５６ 秋山真一郎松本 好雄氏 増本 豊 新冠 川上牧場 ４７８＋２２２：０６．０１ ４８７．４�
１１ アルトップラン 牡６栗 ５６ 武 豊�エーティー 矢作 芳人 静内 千代田牧場 ５１０＋１６２：０６．１クビ ５９．７�
８１３ ドラゴンファイヤー ７栗 ５６ 高倉 稜窪田 芳郎氏 久保田貴士 静内 千代田牧場 ４７０－ ４２：０８．７大差 ２３７．７�
２２ グリッターウイング 牡４栗 ５５ 四位 洋文吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ５２０－ ２２：０８．９１� ６４．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ５５，８４２，１００円 複勝： ８６，５９０，８００円 枠連： ３４，２８９，２００円

普通馬連： １８４，７４３，３００円 馬単： １１４，０１５，８００円 ワイド【拡大馬連】： ６０，６８８，１００円

３連複： ２３９，７９２，７００円 ３連単： ４９５，１９７，１００円 計： １，２７１，１５９，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � ２００円 枠 連（４－６） ３１０円

普通馬連 �� ３８０円 馬 単 �� ６８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� ２７０円 �� ５８０円

３ 連 複 ��� ８７０円 ３ 連 単 ��� ２，９２０円

票 数

単勝票数 計 ５５８４２１ 的中 � ２２５９１５（１番人気）
複勝票数 計 ８６５９０８ 的中 � ３７５００４（１番人気）� １１６４５３（３番人気）� ７４４５８（４番人気）
枠連票数 計 ３４２８９２ 的中 （４－６） ８２９４３（１番人気）
普通馬連票数 計１８４７４３３ 的中 �� ３６１０３２（１番人気）
馬単票数 計１１４０１５８ 的中 �� １２４０３８（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６０６８８１ 的中 �� ８７３６８（１番人気）�� ５６４１６（３番人気）�� ２１８６６（９番人気）
３連複票数 計２３９７９２７ 的中 ��� ２０３５８９（２番人気）
３連単票数 計４９５１９７１ 的中 ��� １２５５３５（１番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．３―１１．７―１３．９―１２．７―１２．６―１２．１―１１．９―１２．２―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２３．６―３５．３―４９．２―１：０１．９―１：１４．５―１：２６．６―１：３８．５―１：５０．７

コーナー
通過順位

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

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

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５鹿 母 ワンダーヘリテージ 母母 Casa Petrone １５戦８勝 賞金 １８１，３４０，０００円
［他本会外：２戦０勝］

〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
〔発走状況〕 メイショウサライ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 メイショウサライ号は，発走調教再審査。
〔その他〕 グリッターウイング号は，３コーナーから最後の直線コースにかけて内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０６０４７ ３月６日 小雨 良 （２３阪神１）第４日 第１１競走 ��
��１，８００�

おおさかじょう

大阪城ステークス
発走１５時３５分 （芝・右・外）

４歳以上，２２．３．６以降２３．２．２７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 ２３，０００，０００円 ９，２００，０００円 ５，８００，０００円 ３，５００，０００円 ２，３００，０００円
付 加 賞 ３１５，０００円 ９０，０００円 ４５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

５９ ダンツホウテイ 牡６黒鹿５４ 北村 友一山元 哲二氏 本田 優 静内 大典牧場 ４７４－ ２１：４５．７ １０．２�

４６ セイクリッドバレー 牡５栗 ５６ U．リスポリ吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム ４９４－ ６ 〃 クビ ５．１�
（伊）

５８ オートドラゴン 牡７栗 ５４ 小牧 太大戸 時子氏 沖 芳夫 新冠 八木農場 ５１０－ ２１：４５．８クビ ９．１�
４７ ホワイトピルグリム 牡６芦 ５５ 池添 謙一�ターフ・スポート鮫島 一歩 浦河 鵜木 唯義 ４６０－ ８ 〃 ハナ ５８．４�
７１３ マヤノライジン 牡１０鹿 ５４ 藤岡 佑介田所 英子氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 ４６８－１０１：４６．１１� ２０．４�
３４ シ ル ポ ー ト 牡６鹿 ５８ 武 豊百万 武夫氏 西園 正都 静内 タイヘイ牧場 ５００＋ ６ 〃 ハナ ２．２�
７１２ キャプテンベガ 牡８黒鹿５６ 田辺 裕信吉田 和子氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４５２－ ８１：４６．３１ ６．８	
３５ アーバンストリート 牡７芦 ５５ 秋山真一郎佐藤 幸彦氏 野村 彰彦 静内 曾田農園 ４５２－ ４１：４７．０４ ６５．３

８１４ マイネルクラリティ 牡５栗 ５５ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム ４８２＋ ８１：４７．１� １５．８�
１１ ダイシンプラン 牡６栗 ５５ 四位 洋文大八木信行氏 松田 博資 新冠 ノースヒルズマネジメント ５２８＋１８１：４７．４１� ３６．４
２２ ダンスインザモア 牡９黒鹿５６ 川田 将雅木浪 巖氏 相沢 郁 静内 西川富岡牧場 ５１６－ ２１：４７．５� ４３．８�
６１１ コロナグラフ 牡６鹿 ５３ 国分 優作 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム ５０６＋ ２ 〃 クビ １４０．６�
２３ � ファストロック 牡７栗 ５１ 高倉 稜広尾レース� 尾関 知人 愛 Quay

Bloodstock ４９４－ ２１：４７．６クビ ２１５．４�
６１０ ルールプロスパー 牡６青鹿５３ 藤田 伸二儀賀 好子氏 北出 成人 浦河 岡崎牧場 ４７２＋ ４１：４８．０２� １０９．６�
８１５ マイネルキーロフ 牡７青鹿５４ 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 斉藤 安行 ５１２－ ２１：４８．１� ２９．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ６２，７１０，０００円 複勝： ９０，４２３，３００円 枠連： ７２，８３２，１００円

普通馬連： ３２８，２８２，０００円 馬単： １８６，９０８，１００円 ワイド【拡大馬連】： ９５，５０２，３００円

３連複： ４５４，５９１，３００円 ３連単： ９３３，９８８，３００円 計： ２，２２５，２３７，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０２０円 複 勝 � ２７０円 � １９０円 � ２９０円 枠 連（４－５） １，０９０円

普通馬連 �� １，８９０円 馬 単 �� ４，８１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７００円 �� １，０３０円 �� ８８０円

３ 連 複 ��� ５，２８０円 ３ 連 単 ��� ３３，１７０円

票 数

単勝票数 計 ６２７１００ 的中 � ４８８０１（５番人気）
複勝票数 計 ９０４２３３ 的中 � ８５１１６（４番人気）� １４３１３９（２番人気）� ７７９１７（５番人気）
枠連票数 計 ７２８３２１ 的中 （４－５） ４９７１５（５番人気）
普通馬連票数 計３２８２８２０ 的中 �� １２８５４６（７番人気）
馬単票数 計１８６９０８１ 的中 �� ２８６９４（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９５５０２３ 的中 �� ３４３１６（６番人気）�� ２２４８１（１１番人気）�� ２６６３０（９番人気）
３連複票数 計４５４５９１３ 的中 ��� ６３５９３（１６番人気）
３連単票数 計９３３９８８３ 的中 ��� ２０７８４（９９番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．８―１１．４―１２．１―１１．９―１１．９―１１．７―１１．２―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．４―３４．８―４６．９―５８．８―１：１０．７―１：２２．４―１：３３．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．９―３F３５．０
３ ４，１１（３，１５）（９，１４）５，１０，７，６，８，１３，１２－（２，１） ４ ４，１１（３，１５）（９，１４）（５，７）６（１２，１０，８）１３（２，１）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダンツホウテイ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Nureyev デビュー ２００８．２．２ 東京３着

２００５．４．２８生 牡６黒鹿 母 グランスオークス 母母 Dry Fly ３１戦６勝 賞金 １５０，１６２，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

０６０４８ ３月６日 小雨 良 （２３阪神１）第４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 １０，４００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

２３ エナージバイオ 牡６栗 ５７ 武 豊バイオ� 梅田 智之 門別 日高大洋牧場 ４７２－ ８１：５３．０ １１．６�

３５ ドリームリバイバル 牡６栗 ５７ 芹沢 純一セゾンレースホース� 畠山 重則 新冠 オリエント牧場 ４７２－ ８ 〃 クビ １１０．９�
８１６ コウユーヒーロー 牡４青 ５７

５６ ☆国分 恭介加治屋康雄氏 大根田裕之 熊本 村山 光弘 ５０４－ ６１：５３．１クビ １４４．５�
１１ � ナミダガキラリ 牝６栗 ５５ U．リスポリ小林けい子氏 荒川 義之 米 Shadai Farm ４６６± ０ 〃 クビ ５．３�

（伊）

５１０ エイシンナナツボシ 牡４鹿 ５７ 川田 将雅平井 豊光氏 坂口 正則 浦河 カナイシスタッド B５２８－ ４１：５３．２クビ ４．１�
４８ キンショーダンデー 牡４栗 ５７ 北村 友一礒野日出夫氏 中村 均 浦河 馬道 繁樹 ４８２－ ４１：５３．６２� １２．５�
４７ サンマルボス 牡４鹿 ５７ 和田 竜二相馬 勇氏 大根田裕之 日高 田端牧場 ４７６＋ ２１：５４．０２� ５．４	
２４ マッドマックス 牡５鹿 ５７ 秋山真一郎有馬 博文氏 的場 均 三石 城地 和義 ５０４－１４１：５４．３１	 ７９．２

８１５ フロムジオリエント 牡５青鹿５７ 田辺 裕信 �社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム ５１０－ ４ 〃 クビ ４．７�
７１３ タイキジャガー 牡５鹿 ５７

５４ ▲国分 優作�大樹ファーム 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４８２＋ ４１：５４．６１	 １７．３
７１４ ラヴィンライフ 牡５鹿 ５７ 池添 謙一 �サンデーレーシング 武 宏平 平取 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７４－ ４１：５４．９１	 １７．２�
６１１ ダノンエクスプレス 牡５栗 ５７ 藤岡 佑介�ダノックス 大久保龍志 えりも エクセルマネジメント ４６６＋ ２１：５５．０� １８．１�
１２ クリストフォルス 牡６栗 ５７ 四位 洋文広尾レース� 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 ５２８－ ８ 〃 クビ ５５．９�
３６ ビッグローズ 牝６鹿 ５５

５３ △高倉 稜�ビッグ 南井 克巳 門別 目黒牧場 ４３０－ ２１：５５．１クビ ３９６．２�
５９ ト ム ト ッ プ 牡７栗 ５７

５４ ▲花田 大昂半田 勉氏 西橋 豊治 三石 乾 皆雄 ４７８± ０１：５５．３１ ２２３．７�
６１２ スマイルミッキー 牡５鹿 ５７ 小牧 太広尾レース� 松永 幹夫 平取 坂東牧場 ４６０－ ８１：５７．８大差 ２４．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４３，７３６，９００円 複勝： ７２，５９８，５００円 枠連： ４１，１９５，０００円

普通馬連： １６５，３３６，５００円 馬単： ８４，３３８，２００円 ワイド【拡大馬連】： ５８，９８７，１００円

３連複： ２１８，２３１，１００円 ３連単： ４００，０６８，５００円 計： １，０８４，４９１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１６０円 複 勝 � ３９０円 � ２，３５０円 � ２，２１０円 枠 連（２－３） １２，６３０円

普通馬連 �� ３１，７２０円 馬 単 �� ５３，１６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７，２２０円 �� １２，５５０円 �� ２９，２１０円

３ 連 複 ��� ３６６，０４０円 ３ 連 単 ��� ２，１３９，５００円

票 数

単勝票数 計 ４３７３６９ 的中 � ２９７７４（５番人気）
複勝票数 計 ７２５９８５ 的中 � ５５３５３（６番人気）� ７６２０（１４番人気）� ８１３８（１３番人気）
枠連票数 計 ４１１９５０ 的中 （２－３） ２４０９（２９番人気）
普通馬連票数 計１６５３３６５ 的中 �� ３８４７（６３番人気）
馬単票数 計 ８４３３８２ 的中 �� １１７１（１１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５８９８７１ 的中 �� ２０１９（５９番人気）�� １１５６（７６番人気）�� ４９５（９６番人気）
３連複票数 計２１８２３１１ 的中 ��� ４４０（３５０番人気）
３連単票数 計４０００６８５ 的中 ��� １３８（１９８７番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１２．８―１２．７―１２．６―１２．９―１３．１―１２．６―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．０―３５．８―４８．５―１：０１．１―１：１４．０―１：２７．１―１：３９．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．９―３F３９．０
１
３
１１－２（１，８，１０，１２，１４）（７，１３）４，１５（６，９，１６）－３－５
１１＝２－（１，１０）（１２，１４）８（４，７，１３）（９，１５）（３，１６）（６，５）

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

勝馬の
紹 介

エナージバイオ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００８．４．１３ 阪神１２着

２００５．５．２６生 牡６栗 母 ブリスクバイオ 母母 ロイヤルバイオ ３６戦３勝 賞金 ８５，０５９，０００円
※ドリームリバイバル号・ビッグローズ号・マッドマックス号は，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，主として騎乗中の国名を表示している。



（２３阪神１）第４日 ３月６日（日曜日） 晴後曇後雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １４８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
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２２０，５５０，０００円
３，１９０，０００円
２２，５５０，０００円
１，１９０，０００円
２０，８３０，０００円
５２，０４２，５００円
３，８４８，０００円
１，４６５，２００円

勝馬投票券売得金
３６６，７１１，３００円
６５７，２５２，３００円
２３７，５８２，６００円
１，１２６，０４７，１００円
７５６，６４５，９００円
４１０，５５５，５００円
１，５１５，６０６，３００円
３，２４２，９５６，４００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 ８，３１３，３５７，４００円

総入場人員 １８，０２３名 （有料入場人員 １７，１８４名）


