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０６０７３ ３月２１日 小雨 不良 （２３阪神１）第５日 第１競走 ��１，４００�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

１：２１．８
１：２１．８

稍重

稍重

６１１ ホクセツダンス 牝３栗 ５４ 浜中 俊平島 尚武氏 宮本 博 日高 日高大洋牧場 ４２８ ―１：２５．３ ３５．５�

１１ ピュアマインド 牝３栗 ５４ 柴田 善臣吉田 照哉氏 尾関 知人 千歳 社台ファーム ４３６－ ２１：２５．７２� ３．０�
４８ ラプリメーラ 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦吉田 勝己氏 沖 芳夫 安平 ノーザンファーム ４４６－ ４１：２６．１２� ７．３�
２４ オメガローズマリー 牝３栗 ５４ 三浦 皇成原 �子氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム ４５４－ ６１：２６．２� ９．５�
２３ タマモコメット 牝３芦 ５４ 芹沢 純一タマモ� 小原伊佐美 新ひだか 前田牧場 ４３６ ―１：２６．３クビ ３６．５�
５１０ チアフルアイズ 牝３鹿 ５４ U．リスポリ�アカデミー 千田 輝彦 新ひだか フジワラフアーム ４１６＋ ４１：２６．５１ ７．２�

（伊）

６１２ タルトレット 牝３鹿 ５４ 松岡 正海	藤原牧場 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 ４８２ ― 〃 クビ ５．８

５９ ラトーヌペガサス 牝３鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志松岡 隆雄氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 ４４４ ―１：２６．７１� １７．２�
３６ ハ ー プ ー ン 牝３黒鹿 ５４

５２ △川須 栄彦石川 幸司氏 保田 一隆 新ひだか 徳本 幸雄 ４８２ ―１：２７．１２� ９８．２�
８１５ グランドコリン 牝３栗 ５４ 石橋 脩大迫久美子氏 野中 賢二 新冠 村上 欽哉 ４６８ ― 〃 ハナ １５０．１
８１６ アベックプレジール 牝３栗 ５４

５３ ☆国分 恭介玉井 宏和氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム ４１０－ ２１：２７．２� ３２．７�
１２ イフポッシブル 牝３黒鹿５４ 武 豊	三嶋牧場 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４２８＋ ８ 〃 ハナ １３．５�
７１３ オレンジシューズ 牝３栗 ５４ 内田 博幸ディアレスト 田村 康仁 新ひだか 千代田牧場 ４７８ ―１：２７．４� １２．１�
３５ リュウシンマリリン 牝３栗 ５４

５１ ▲国分 優作桑畑 �信氏 柴田 光陽 新ひだか 飛野牧場 ４６０－ ２１：２７．５� ３０．４�
４７ ノ ム リ エ 牝３鹿 ５４ 武士沢友治野村 茂雄氏 手塚 貴久 新冠 須崎牧場 ４８０ ―１：２７．６� ５５．０�
７１４ ブランドノワール 牝３青 ５４

５１ ▲嶋田 純次	下河辺牧場 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 ４１４ ―１：２８．１３ １３１．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １０，３９６，６００円 複勝： １８，９７２，０００円 枠連： ８，３６９，８００円

普通馬連： ２８，７３１，２００円 馬単： １７，７７５，５００円 ワイド【拡大馬連】： １３，８３１，２００円

３連複： ４３，６３９，７００円 ３連単： ６８，０４２，８００円 計： ２０９，７５８，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，５５０円 複 勝 � ８６０円 � １４０円 � １８０円 枠 連（１－６） ７５０円

普通馬連 �� ５，２７０円 馬 単 �� １２，２４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５９０円 �� ３，３１０円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� ７，４４０円 ３ 連 単 ��� ７５，６３０円

票 数

単勝票数 計 １０３９６６ 的中 � ２３１１（１１番人気）
複勝票数 計 １８９７２０ 的中 � ３７３２（１２番人気）� ５１６３２（１番人気）� ２８２０４（２番人気）
枠連票数 計 ８３６９８ 的中 （１－６） ８２８３（３番人気）
普通馬連票数 計 ２８７３１２ 的中 �� ４０２８（１８番人気）
馬単票数 計 １７７７５５ 的中 �� １０７２（４７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３８３１２ 的中 �� ２０１９（１９番人気）�� ９４３（４０番人気）�� １１３０４（１番人気）
３連複票数 計 ４３６３９７ 的中 ��� ４３３４（２３番人気）
３連単票数 計 ６８０４２８ 的中 ��� ６６４（２２１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．７―３５．８―４８．３―１：００．７―１：１２．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホクセツダンス �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２００８．４．２７生 牝３栗 母 サイレントラヴ 母母 フアーストラブ １戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１４頭 オペラヒメ号・クリスタルブローチ号・サイクロニスト号・シーサイドウーマン号・タイキアンジェリカ号・

タンクトップドータ号・ネセサリー号・フォトジェニック号・プリンセスモトヒメ号・フレンドリーパール号・
マイピースハート号・マックスロンシャン号・メイショウソフィー号・ラストブライト号

※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。

０６０７４ ３月２１日 小雨 不良 （２３阪神１）第５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

３６ ロイヤルサルート 牡３栗 ５６
５３ ▲平野 優臼田 浩義氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ４８８－ ４１：１１．７ １６．８�

７１４ ジ ャ ベ リ ン 牡３栗 ５６
５５ ☆国分 恭介石川 幸司氏 大根田裕之 新冠 中央牧場 ４７４＋ ４１：１２．３３� ９．７�

３５ フェイクグローリー 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝山上 和良氏 菊川 正達 浦河 不二牧場 ４８８＋１８１：１２．４� １９．８�
４７ カネトシファイター 牡３栗 ５６ 福永 祐一兼松 利男氏 野村 彰彦 日高 新井 弘幸 ４６２＋ ２１：１２．５クビ ６．８�
８１６ グランドジョラス 牡３青鹿５６ 蛯名 正義楠本 勝美氏 高木 登 日高 宝寄山 敏之 ４８８± ０１：１２．６� ９．０�
１２ アルベルティ 牡３鹿 ５６ 武 豊 H.R.H．プリンセス・ハヤ 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ５０８－ ２１：１２．７� ２．２�
５９ グランデアトレ 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一 �グランデオーナーズ 河野 通文 新冠 川上牧場 ４４２－ ８ 〃 アタマ １１．１	
１１ コスモアパッチ 牡３芦 ５６ 松岡 正海 
ビッグレッドファーム 斎藤 誠 新冠 高橋 忍 ４３０＋ ８１：１２．９１ ２３．０�
６１１ ナリタキャッツアイ 牡３鹿 ５６ 武 幸四郎�オースミ 小野 幸治 日高 白井牧場 ４９６ ―１：１３．０� ５９．２�
８１５ タマモウイッシュ 牡３青 ５６ 内田 博幸タマモ� 清水 英克 新冠 対馬 正 ４１２－ ８１：１３．１� １３．９
４８ ダノンスプリーム 牡３栗 ５６ 岩田 康誠�ダノックス 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 B４４２± ０ 〃 アタマ １８．６�
６１２ フジハヤブサ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣藤田 達男氏 矢野 英一 新冠 佐藤 信広 B４９８＋ ８１：１３．３１� ２６．１�
２４ スバルオーロラ 牡３鹿 ５６

５３ ▲横山 和生野村 勇氏 菊沢 隆徳 青森 オオタ牧場 B４８４± ０１：１３．６１� １６０．４�
５１０ イマジンブレイカー 牡３黒鹿 ５６

５４ △川須 栄彦�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５４＋ ６１：１４．１３ １６８．８�
２３ ニシノヒメシャラ 牝３鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志西山 茂行氏 宮本 博 むかわ 西山牧場 ３８６－ ４１：１５．２７ ２０８．７�
７１３ デュエルインザサン 牡３青 ５６ 柴田 大知
ミルファーム 秋山 雅一 新冠 堤 牧場 ４９８ ―１：１５．５１� ２１８．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，４４９，４００円 複勝： ２３，７４３，０００円 枠連： １０，５９９，９００円

普通馬連： ３２，７３７，３００円 馬単： ２２，３３７，４００円 ワイド【拡大馬連】： １７，０３５，２００円

３連複： ４９，６６３，８００円 ３連単： ８３，７４６，５００円 計： ２５３，３１２，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６８０円 複 勝 � ５９０円 � ２７０円 � ８６０円 枠 連（３－７） ４，６８０円

普通馬連 �� ６，８５０円 馬 単 �� １３，８１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５１０円 �� ６，５００円 �� ３，０５０円

３ 連 複 ��� ５９，０３０円 ３ 連 単 ��� ２６６，４１０円

票 数

単勝票数 計 １３４４９４ 的中 � ６３３１（７番人気）
複勝票数 計 ２３７４３０ 的中 � １００５８（８番人気）� ２６６３３（３番人気）� ６６４３（１１番人気）
枠連票数 計 １０５９９９ 的中 （３－７） １６７２（１５番人気）
普通馬連票数 計 ３２７３７３ 的中 �� ３５２９（２４番人気）
馬単票数 計 ２２３３７４ 的中 �� １１９４（４９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７０３５２ 的中 �� ２８４５（１９番人気）�� ６３４（５６番人気）�� １３７０（３４番人気）
３連複票数 計 ４９６６３８ 的中 ��� ６２１（１３２番人気）
３連単票数 計 ８３７４６５ 的中 ��� ２３２（６５０番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．０―１１．６―１２．０―１１．７―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２３．６―３５．２―４７．２―５８．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロイヤルサルート �
�
父 ストラヴィンスキー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．９．２６ 中山３着

２００８．４．１生 牡３栗 母 ホワイトタスク 母母 ロイヤルティアラ ６戦１勝 賞金 ９，３５０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１３頭 アスカノタップ号・カシノドルチェ号・カシマホクト号・キングファルコン号・クレバーウエスタン号・

ケイエスキングオー号・サックノヤクソク号・シゲルヒショ号・タマモビーナス号・ニットウミラーレ号・
ネオウーリボー号・ヒシサッチモ号・ミスチフキッツ号

第１回　阪神競馬　第５日〔代替競馬〕



０６０７５ ３月２１日 小雨 稍重 （２３阪神１）第５日 第３競走 ��１，４００�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

１：１９．９
１：１９．０

良

良

８１５ ダイヤモンドアスク 牝３黒鹿５４ 武士沢友治廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 ４３６－ ６１：２３．１ ８．７�

３５ フロムマンハッタン 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義佐々木完二氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４６２ ―１：２３．２� ９．６�
５８ サンキストビーチ 牝３鹿 ５４ 幸 英明新木 鈴子氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム ４３８ ―１：２３．３� １９．７�
４６ ユキノアイオロス �３鹿 ５６ 秋山真一郎井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム ４５０± ０１：２３．４クビ １６．６�
５９ サクラブライト 牝３黒鹿５４ 内田 博幸�さくらコマース奥平 雅士 新ひだか 新和牧場 ４２８－ ４ 〃 クビ ７．８�
３４ キャリーウェーブ 牝３黒鹿５４ 熊沢 重文吉田 和子氏 荒川 義之 新ひだか 片山牧場 ４５２＋ ４１：２３．５� １８．３�
８１４ エアワンピース 牝３栗 ５４ 武 豊 �ラッキーフィールド笹田 和秀 千歳 社台ファーム ４８４－ ２１：２３．６� ３．６	
４７ ルースデラルナ 牝３栗 ５４ U．リスポリ 
サンデーレーシング 鮫島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３６± ０１：２３．７� ４．７�
（伊）

２２ クリスチャンラヴ 牝３栗 ５４ 岩田 康誠栗山 良子氏 牧浦 充徳 日高 荒井ファーム ４２２ ―１：２４．５５ １６．５�
（ハートワンダー）

６１０ シルキーレッド 牝３栗 ５４
５２ △高倉 稜有限会社シルク池上 昌弘 新冠 ラツキー牧場 ４３６ ―１：２４．６� １５４．７

６１１ フェブスター 牡３栗 ５６ 酒井 学釘田 義広氏 湯窪 幸雄 平取 高橋 幸男 ４４８ ― 〃 ハナ ５８．１�
７１３ サワヤカオジョー 牝３栗 ５４ 小林 徹弥永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 ４４８ ―１：２４．８１� ５３．６�
１１ デンコウツバサ 牝３鹿 ５４

５１ ▲国分 優作田中 康弘氏 荒川 義之 新ひだか 田原橋本牧場 ４２４ ―１：２５．１１� ４５．４�
２３ タ イ ア ッ プ 牡３栗 ５６ 四位 洋文キャピタルクラブ 坂口 正則 日高 浜本 幸雄 ４２２± ０ 〃 アタマ ８．１�
７１２ ナッティットール 牡３鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介平井 裕氏 森 秀行 日高 白井牧場 ４４２ ―１：２５．６３ １７３．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １３，７１３，９００円 複勝： ２３，８１６，９００円 枠連： １２，４２６，９００円

普通馬連： ３６，３９３，８００円 馬単： ２２，５３２，８００円 ワイド【拡大馬連】： １７，７８５，８００円

３連複： ５２，８１１，２００円 ３連単： ８１，５３８，６００円 計： ２６１，０１９，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８７０円 複 勝 � ３１０円 � ３４０円 � ６３０円 枠 連（３－８） ９７０円

普通馬連 �� ４，４２０円 馬 単 �� ８，９３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，７１０円 �� ３，２３０円 �� ３，２２０円

３ 連 複 ��� ２６，９００円 ３ 連 単 ��� １４１，９３０円

票 数

単勝票数 計 １３７１３９ 的中 � １２５２５（５番人気）
複勝票数 計 ２３８１６９ 的中 � ２１８４４（５番人気）� １９４０５（６番人気）� ９０５７（１０番人気）
枠連票数 計 １２４２６９ 的中 （３－８） ９５４０（４番人気）
普通馬連票数 計 ３６３９３８ 的中 �� ６０８２（１８番人気）
馬単票数 計 ２２５３２８ 的中 �� １８６４（３９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７７８５８ 的中 �� ２６０９（２４番人気）�� １３４７（４０番人気）�� １３５０（３９番人気）
３連複票数 計 ５２８１１２ 的中 ��� １４４９（９１番人気）
３連単票数 計 ８１５３８６ 的中 ��� ４２４（４５２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．６―３５．３―４６．９―５８．４―１：１０．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．８―３F３６．２
３ ４（５，９）－（２，３，７，１４）－（８，６，１５）－１１－１３（１，１０）－１２ ４ ４，５，９－（２，３，７，１４）（６，１５）８－（１３，１１）－（１，１０）＝１２

勝馬の
紹 介

ダイヤモンドアスク �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．９．１８ 中山８着

２００８．４．２７生 牝３黒鹿 母 フューチャサンデー 母母 アスクローザ ４戦１勝 賞金 ５，５００，０００円
※出走取消馬 インフィニート号（疾病〔左肩跛行〕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１２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１２頭 アプジヒト号・アートギャラリー号・イイデトウキョウ号・ウインルキア号・キングウェリナ号・ゴーゴーヒュウガ号・

シングンミラクル号・チャーピーチット号・ナチュラルブリッジ号・フリーウェイジャム号・マイフラワー号・
ラグランドセーヌ号

※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。

０６０７６ ３月２１日 小雨 不良 （２３阪神１）第５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）

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

１：２１．８
１：２１．８

稍重

稍重

５９ キクノキアラ 牝３黒鹿５４ 藤岡 佑介菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム ４４０ ―１：２６．３ ６．４�

３５ レッドイデア 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義 �東京ホースレーシング 久保田貴士 日高 下河辺牧場 ４７２ ―１：２６．６１� ３．１�
２３ マルブツファイト 牡３栗 ５６ 川田 将雅大澤 毅氏 鮫島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４７０ ―１：２７．３４ ５．９�
１１ ネロスパーダ 牡３黒鹿５６ 丸田 恭介藤井 謙氏 鈴木 伸尋 浦河 日東牧場 ４４６ ― 〃 クビ １３．４�
３６ マイネクォーツ 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥平 雅士 浦河 カナイシスタッド ４２４ ―１：２７．４クビ ３１．７�
２４ シラサギジョウ 牝３芦 ５４ 柴田 善臣重松 國建氏 大江原 哲 日高 横井 哲 ４２８ ―１：２７．８２� １８．４�
８１５ スウィートライズ 牝３鹿 ５４ 江田 照男北所 直人氏 菊川 正達 新ひだか 飛野牧場 ４０８ ―１：２７．９� ６５．６	
４７ ワンダーシソーラス 牡３栗 ５６ 松岡 正海山本 信行氏 領家 政蔵 浦河 永田 克之 B４４０ ― 〃 クビ １９．７

６１１ タケデンエメラルド 牝３鹿 ５４

５１ ▲横山 和生武市 弘氏 奥平 雅士 新冠 新冠橋本牧場 ４１２ ―１：２８．０クビ ９８．５�
６１２ モエレベローチェ 牡３青 ５６ 柴山 雄一中村 和夫氏 大竹 正博 浦河 中村 和夫 ５１４ ―１：２８．１� １４．１�
７１４ メモリービジュアル 牝３栗 ５４

５１ ▲国分 優作橋元 幸次氏 湯窪 幸雄 浦河 谷川牧場 ５０８ ― 〃 ハナ ６．８
８１６ ペガサスエース 牡３青 ５６ 竹之下智昭松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 ヤナガワ牧場 ５４０ ―１：２８．２� １２１．９�
１２ ダイワエタニティー 牝３鹿 ５４ 武士沢友治大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ４２０ ―１：２８．７３ ２８．６�
５１０ キ ア ー ダ 牝３栗 ５４ 村田 一誠モナコ商事� 嶋田 功 新ひだか 中橋 正 ４３８ ―１：２８．８� ４７．９�
７１３ グラスマーチ 牝３鹿 ５４ 的場 勇人半沢� 杉浦 宏昭 日高 ヤナガワ牧場 ４７０ ―１：２９．６５ ９７．９�
４８ リバレイション 牝３黒鹿５４ 丸山 元気大原 詔宏氏 尾関 知人 浦河 有限会社

大原ファーム ４５８ ―１：３２．４大差 １１．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，５２７，３００円 複勝： １８，５３８，９００円 枠連： １１，４７９，２００円

普通馬連： ３２，１４１，０００円 馬単： ２０，９７３，１００円 ワイド【拡大馬連】： １４，８２０，０００円

３連複： ４５，７１５，６００円 ３連単： ７３，３２５，５００円 計： ２２９，５２０，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６４０円 複 勝 � ２００円 � １５０円 � １８０円 枠 連（３－５） ６５０円

普通馬連 �� １，１００円 馬 単 �� ２，４７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４８０円 �� ５７０円 �� ３７０円

３ 連 複 ��� １，７３０円 ３ 連 単 ��� ９，４８０円

票 数

単勝票数 計 １２５２７３ 的中 � １５４６３（３番人気）
複勝票数 計 １８５３８９ 的中 � ２２３６３（３番人気）� ３６３４０（１番人気）� ２７７９７（２番人気）
枠連票数 計 １１４７９２ 的中 （３－５） １３１５１（２番人気）
普通馬連票数 計 ３２１４１０ 的中 �� ２１６７８（２番人気）
馬単票数 計 ２０９７３１ 的中 �� ６２７０（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４８２００ 的中 �� ７５０３（２番人気）�� ６２０１（４番人気）�� １０６３８（１番人気）
３連複票数 計 ４５７１５６ 的中 ��� １９５９０（１番人気）
３連単票数 計 ７３３２５５ 的中 ��� ５７１０（７番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１２．５―１２．８―１２．３―１２．３―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．４―３５．９―４８．７―１：０１．０―１：１３．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キクノキアラ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 ダンシングブレーヴ 初出走

２００８．３．１６生 牝３黒鹿 母 キクノロマニー 母母 キクノサンシャイン １戦１勝 賞金 ６，５００，０００円
〔その他〕 リバレイション号は，最後の直線コースで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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 ウジュンジャラン号・エーシンベルリナー号・オセロ号・カディッシュ号・キャンディパラソル号・

キョウエイヒリュウ号・クリスタルエイト号・クロサンジャック号・サンキンヤマト号・ジャーナリスト号・
ジントニック号・スズカキーストン号・ステラ号・スナークジェネラル号・セーヌパリジャンヌ号・
ダイワクリスタル号・チェスナットパーク号・テーオービリーヴ号・ナヴラス号・ナリタフラッシュ号・
ノッティングヒル号・パワースポット号・フェイスバンブー号・フォージドロイヤル号・ブラザーダックマン号・
ブルーアイスバーグ号・ボスイモン号・マグピーソング号・メイショウウイルド号・メイショウヘレン号・
リュミエールゲラン号・ルネッサンスマン号



０６０７７ ３月２１日 小雨 稍重 （２３阪神１）第５日 第５競走 ��
��１，８００�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

１：４４．７
１：４４．１

良

良

８１５ アイヴィーリーグ 牡３鹿 ５６ 小牧 太近藤 英子氏 中尾 秀正 新冠 平山牧場 ４５２ ―１：５０．４ ７．１�

２３ グローリアスローズ 牝３栗 ５４ 浜中 俊近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４５２ ―１：５０．６１� ５．７�
４７ クイーンオリーブ 牝３青鹿５４ 的場 勇人有限会社シルク牧 光二 浦河 杵臼牧場 ４４４ ―１：５０．７� ４７．５�
３５ アメイジングアスク 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲国分 優作廣崎 利洋氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 ４１６ ―１：５１．０２ ２７．１�
３６ メイショウクロガネ 牡３鹿 ５６ 武 豊松本 好雄氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 ４７６ ―１：５１．１クビ ２．５�
７１３ グッドカフェ 牡３青鹿５６ 秋山真一郎杉立 恭平氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ４６２ ―１：５１．２� ４．８�
２４ バイザルーマー 牡３鹿 ５６ 江田 照男吉田 勝己氏 杉浦 宏昭 平取 坂東牧場 ４６８ ― 〃 クビ ４２．０�
６１２ ウ ィ ッ シ ュ 牝３黒鹿５４ 藤岡 佑介小林けい子氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム ４２６ ―１：５１．６２� ２１．３	
５１０ マイネクラレット 牝３栗 ５４ 幸 英明 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新ひだか 大典牧場 ４４８ ― 〃 ハナ １９．５�
１１ キュールエキュール 牝３黒鹿５４ 熊沢 重文岡本 良三氏 中尾 秀正 安平 追分ファーム ４３８ ―１：５２．１３ ３９．５�
８１６ デンコウハヤテ 牡３青 ５６ 蛯名 正義田中 康弘氏 佐山 優 新ひだか 土田 扶美子 ４９０ ―１：５２．３１� ６３．４
５９ メイショウトモミ 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４３４ ―１：５２．４� ２５．４�
７１４� コスモパルクール 牡３青鹿５６ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 宮 徹 愛

Castlemartin
Stud and Sky-
marc Farm

４９０ ―１：５２．５� ４５．３�
４８ ライフイズライフ 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人吉田 安惠氏 松山 康久 安平 追分ファーム ４４０ ― 〃 アタマ ７４．８�
６１１ ダイシンライン 牡３鹿 ５６ U．リスポリ大八木信行氏 友道 康夫 新ひだか 松本牧場 ４３２ ―１：５３．７７ ２９．５�

（伊）

１２ ゼンノランスロット 牡３黒鹿５６ 田中 勝春大迫久美子氏 田中 清隆 浦河 杵臼斉藤牧場 ４４４ ―１：５９．４大差 １２８．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，９７４，７００円 複勝： ２０，５３３，３００円 枠連： １１，６４３，１００円

普通馬連： ３６，４１８，７００円 馬単： ２４，９９６，８００円 ワイド【拡大馬連】： １６，５２８，６００円

３連複： ５２，３１０，５００円 ３連単： ８７，３６８，７００円 計： ２６３，７７４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７１０円 複 勝 � ２６０円 � ２１０円 � １，０３０円 枠 連（２－８） １，６２０円

普通馬連 �� １，６２０円 馬 単 �� ３，７５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６９０円 �� ４，２６０円 �� ２，５１０円

３ 連 複 ��� ２２，３７０円 ３ 連 単 ��� １０６，５８０円

票 数

単勝票数 計 １３９７４７ 的中 � １５６１４（４番人気）
複勝票数 計 ２０５３３３ 的中 � ２２２７９（４番人気）� ３０１９２（３番人気）� ４１９７（１２番人気）
枠連票数 計 １１６４３１ 的中 （２－８） ５３２１（８番人気）
普通馬連票数 計 ３６４１８７ 的中 �� １６６９２（６番人気）
馬単票数 計 ２４９９６８ 的中 �� ４９２７（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６５２８６ 的中 �� ６２５７（６番人気）�� ９２１（４１番人気）�� １５８６（２８番人気）
３連複票数 計 ５２３１０５ 的中 ��� １７２６（６５番人気）
３連単票数 計 ８７３６８７ 的中 ��� ６０５（２９８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．２―３６．９―４９．８―１：０２．７―１：１５．３―１：２７．０―１：３８．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アイヴィーリーグ �
�
父 リ ン カ ー ン �

�
母父 フレンチデピュティ 初出走

２００８．３．１９生 牡３鹿 母 キ ャ ラ ッ ト 母母 フリーダムダンス １戦１勝 賞金 ６，５００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゼンノランスロット号は，平成２３年４月２１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１６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１６頭 アテーナーズブレス号・アドマイヤアロング号・アールモナムール号・エーシンインパルス号・

キャノンビスティー号・クイーンザリッチ号・クーガーストリート号・ゴールドジェーン号・ディアウィキッド号・
ディアビクサス号・ティズサンデー号・ニュースター号・マラゲーニャ号・メイショウミフユ号・ヨロコビ号・
レディワシントン号

※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。

０６０７８ ３月２１日 小雨 稍重 （２３阪神１）第５日 第６競走 ��
��１，６００�サラブレッド系４歳以上

発走１２時５０分 （芝・右・外）

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

１：３２．０
１：３１．４

良

良

５１０ ウェザーサイド 牡５鹿 ５７ 秋山真一郎吉田 勝己氏 鈴木 孝志 早来 ノーザンファーム ４５０－ ２１：３６．２ ８．９�

７１３ グァンタナメラ 牝４黒鹿５５ 内田 博幸齊藤四方司氏 堀 宣行 安平 追分ファーム ４５０－ ４１：３６．３� ５．１�
２４ クールエレガンス 牡４青鹿５７ 柴田 善臣臼田 浩義氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ４９４＋１０１：３６．５１� ９．５�
４８ � サクラシャイニー 牡５栗 ５７ 藤岡 佑介�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 新和牧場 ４５８＋ ２１：３６．６� ３．７�
１２ パ ス ピ エ 牝５栗 ５５

５２ ▲藤懸 貴志吉田 勝己氏 小崎 憲 早来 ノーザンファーム ４４８＋ ２ 〃 ハナ ４９．８�
３５ � ジュンノアスカ 牝４鹿 ５５ 北村 宏司國分 純氏 高橋 義博 日高 ファニーフレンズファーム ４７８＋ ６１：３６．７クビ ４６．０�
６１２� サイキョウアサカゼ 牡５栗 ５７

５４ ▲国分 優作奥本賢一郎氏 角田 晃一 新冠 森永 正志 ４３０± ０ 〃 クビ ７．３	
４７ マロノヴィーナス 牝４黒鹿５５ 田辺 裕信�RRA 久保田貴士 安平 ノーザンファーム ４３６－ ２１：３６．９１� １６７．８

８１６ サウンドバラッド 	４鹿 ５７ 蛯名 正義増田 雄一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４８０－１２１：３７．０クビ １１．３�
５９ � ケイティローレル 牝５栗 ５５ 酒井 学瀧本 和義氏 日吉 正和 浦河 永田 克之 ４４８－ ７ 〃 クビ ２３９．３�
３６ メトロポリタン 牝４黒鹿５５ 福永 祐一近藤 英子氏 小島 茂之 浦河 辻 牧場 ４３８－ ２１：３７．３２ ３９．７
１１ � ハイレイヤー 牝４鹿 ５５ 木幡 初広 �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム ４６０＋１４１：３７．４� ２２．９�
２３ � ネオライディーン 牡５鹿 ５７ 田中 勝春小林 仁幸氏 牧 光二 平取（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５４＋ １１：３８．３５ １３８．３�
７１４ ヴァルガリス 牡４黒鹿５７ 吉田 豊 �キャロットファーム 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４８０＋ ６１：３９．２５ ４７．２�
８１５ テ ィ ア レ 牝４芦 ５５ 後藤 浩輝 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４９０± ０１：３９．６２� １６．７�
６１１ ナリタブルースター 牝４青鹿５５ 浜中 俊�オースミ 中尾 秀正 千歳 社台ファーム ４８８± ０１：４３．６大差 ７．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，７５２，７００円 複勝： ２６，３５７，６００円 枠連： １３，４６５，１００円

普通馬連： ４２，７９１，５００円 馬単： ２７，１１０，９００円 ワイド【拡大馬連】： １９，７４３，８００円

３連複： ６１，９４８，３００円 ３連単： １０５，２８１，０００円 計： ３１１，４５０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８９０円 複 勝 � ２４０円 � １９０円 � ３３０円 枠 連（５－７） １，８７０円

普通馬連 �� ２，０６０円 馬 単 �� ４，５７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８４０円 �� １，０７０円 �� ８９０円

３ 連 複 ��� ６，２７０円 ３ 連 単 ��� ４０，０３０円

票 数

単勝票数 計 １４７５２７ 的中 � １３１０２（５番人気）
複勝票数 計 ２６３５７６ 的中 � ２９５５０（４番人気）� ４２３３３（２番人気）� １８８１２（７番人気）
枠連票数 計 １３４６５１ 的中 （５－７） ５３３８（９番人気）
普通馬連票数 計 ４２７９１５ 的中 �� １５３７７（８番人気）
馬単票数 計 ２７１１０９ 的中 �� ４３８２（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９７４３８ 的中 �� ５８７１（８番人気）�� ４４８７（１５番人気）�� ５５３６（９番人気）
３連複票数 計 ６１９４８３ 的中 ��� ７３０２（２０番人気）
３連単票数 計１０５２８１０ 的中 ��� １９４１（１２３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．７―３５．３―４７．４―５９．７―１：１１．８―１：２３．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウェザーサイド �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー ２００８．８．１０ 小倉６着

２００６．３．２５生 牡５鹿 母 サイドバイサイド 母母 ベルオブアムハースト ２４戦２勝 賞金 ２５，０３７，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナリタブルースター号は，平成２３年４月２１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。
（非抽選馬）１１頭 インプレッシヴデイ号・エーシンアガペー号・ゴーゲッター号・タガノバッチグー号・タガノパルムドール号・

トシザマキ号・ビップレジェンド号・マスターセイレーン号・ミヤジシェンロン号・ヤマニンアストレア号・
ヨシサプライズ号



０６０７９ ３月２１日 曇 不良 （２３阪神１）第５日 第７競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１３時２５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

１：０９．７
１：０８．７

重

重

３６ テイクアベット 牡３鹿 ５６
５３ ▲国分 優作加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム ４８８－１６１：１０．６ ４．７�

４７ トーセントレジャー 牡３鹿 ５６
５３ ▲高嶋 活士島川 �哉氏 柴崎 勇 新ひだか 矢野牧場 ４７２－ ４１：１１．８７ ４２．３�

５９ � モルフェメイト 牝３黒鹿５４ 武士沢友治並河賢一郎氏 大江原 哲 浦河 浦河土肥牧場 ４１４－ ６ 〃 クビ ３５６．９�
７１４ アルゴリズム 牡３芦 ５６ 後藤 浩輝前田 幸治氏 安田 隆行 新ひだか 鳥井牧場 ４６０－ ２１：１１．９クビ ３．４�
３５ ダッシャーワン 牡３栗 ５６ 古川 吉洋�田 信氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 ４９６＋ ２１：１２．１１� ６．３�
２３ ジャーグラット 牡３栗 ５６ 江田 照男本間 茂氏 石毛 善彦 新ひだか 真歌田中牧場 ４２２－ ８ 〃 ハナ ３０．２	
１１ ショウナンタスク 牡３芦 ５６ 岩田 康誠国本 哲秀氏 北出 成人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５２± ０１：１２．３１� ２９．７

８１５ キンショーユウジャ 牡３栗 ５６ 藤田 伸二礒野日出夫氏 田島 俊明 新ひだか 藤本牧場 ４９４－ ６１：１２．４	 ６．０�
４８ カノヤキャプテン 牝３鹿 ５４ 四位 洋文神田 薫氏 坂口 正則 登別 青藍牧場 B４５０＋ ４１：１２．７１	 ８９．２�
７１３ ダイヤヘルメス 牡３青鹿５６ 三浦 皇成若菜 俊明氏 高橋 裕 浦河 ダイヤモンドファーム ４９０－１２１：１２．８� １４．９
６１２ ケイアイカミカゼ 牡３栗 ５６ 蛯名 正義 �啓愛義肢材料販売所 尾形 充弘 新ひだか 村上牧場 ５０６－ ６１：１２．９クビ １８．２�
１２ 
 ブレイドバローズ 牡３栗 ５６ 北村 宏司猪熊 広次氏 中竹 和也 米 March Thor-

oughbreds ５０８＋ ２１：１３．１１ １４．４�
８１６ クリールマグナム 牡３芦 ５６ 木幡 初広横山 修二氏 稲葉 隆一 新ひだか 畠山牧場 ４９６－ ８１：１３．２クビ ９０．４�
２４ リバーロイヤル 牡３栗 ５６ 福永 祐一河越 武治氏 作田 誠二 浦河 宮内牧場 ４７２＋１２ 〃 ハナ ９．８�
５１０ ケージーヨシツネ 牡３鹿 ５６ 北村 友一川井 五郎氏 飯田 雄三 新冠 イワミ牧場 ４４０－ ８ 〃 ハナ １０６．３�
６１１� クラウンハッピー 牝３芦 ５４ 柴山 雄一矢野 悦三氏 高柳 瑞樹 浦河 福岡 光夫 ４１８－ ４１：１３．７３ ２８０．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，４７５，０００円 複勝： ３２，７０２，３００円 枠連： １７，００５，０００円

普通馬連： ５５，４４４，５００円 馬単： ３６，６２６，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，８８３，６００円

３連複： ７９，３４６，４００円 ３連単： １３４，３７３，０００円 計： ３９９，８５５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � ２００円 � １，１３０円 � ７，０３０円 枠 連（３－４） ３，５８０円

普通馬連 �� ７，４４０円 馬 単 �� １２，４６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，１９０円 �� １９，３２０円 �� ５５，５００円

３ 連 複 ��� ３８２，７３０円 ３ 連 単 ��� １，５０２，５４０円

票 数

単勝票数 計 １９４７５０ 的中 � ３３１４２（２番人気）
複勝票数 計 ３２７０２３ 的中 � ５８２２９（２番人気）� ６６４５（１１番人気）� １００２（１６番人気）
枠連票数 計 １７００５０ 的中 （３－４） ３５１２（１５番人気）
普通馬連票数 計 ５５４４４５ 的中 �� ５５０７（２９番人気）
馬単票数 計 ３６６２６１ 的中 �� ２１７０（４６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４８８３６ 的中 �� ２８５５（２７番人気）�� ３１４（８３番人気）�� １０９（１１３番人気）
３連複票数 計 ７９３４６４ 的中 ��� １５３（３３４番人気）
３連単票数 計１３４３７３０ 的中 ��� ６６（１６９０番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．４―１１．８―１１．４―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．０―３４．４―４６．２―５７．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．６―３F３６．２
３ ６－７，１０（１，１２）（２，１５）５（８，１３，１４）－（９，１６）３－４，１１ ４ ６，７（１０，１２，１５）１（２，８，１４）（５，１３）９（３，１６）－４－１１

勝馬の
紹 介

テイクアベット �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー ２０１０．１１．２８ 京都８着

２００８．４．１生 牡３鹿 母 テイクザケイク 母母 エ ビ ス マ イ ６戦２勝 賞金 １５，３００，０００円
〔制裁〕 トーセントレジャー号の騎手高嶋活士は，３コーナーで外側に斜行したことについて過怠金１００，０００円。（１４番・１５番への進路

影響）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２５頭 アスパイヤリング号・エーシンカリオーン号・オンデマンド号・オーバーヘッド号・ギンザアキレス号・

クイックスター号・コウエイキング号・コスモケンジ号・コロカムイ号・サミットストーン号・サンバホイッスル号・
シゲルシュサ号・タイセイマグナム号・ダイメイジャパン号・ダイワモービル号・ナイトフライト号・
ビービーマキシマス号・ホーマンルッツ号・マルブツサバンナ号・ムジョウ号・ヤマノサファイア号・
ユキノマークン号・リアライズブレイク号・リュウシンヒーロー号・リーサムダイチ号

０６０８０ ３月２１日 曇 稍重 （２３阪神１）第５日 第８競走 ��３，９００�第１３回阪神スプリングジャンプ（Ｊ・ＧⅡ）
発走１４時００分 （ 芝 ）

４歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，４歳５９�５歳以上６０�，牝馬２�
減，J・GⅠ競走１着馬２�増，J・GⅡ競走１着馬１�増

賞 品
本 賞 ４５，０００，０００円 １８，０００，０００円 １１，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，５００，０００円
付 加 賞 ５１８，０００円 １４８，０００円 ７４，０００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４：１９．８良

６９ オープンガーデン 牡７鹿 ６０ 江田 勇亮吉橋 計氏 菊沢 隆徳 えりも 寺井 文秀 ４８０－ ６４：２７．３ ４１．１�

５８ テイエムトッパズレ 牡８青鹿６１ 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 鹿児島 テイエム牧場 ４６０＋ ８４：２７．５１� １６．９�
３４ スズカスペンサー 牡６栗 ６０ 北沢 伸也永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ４４８－ ２４：２７．６クビ ５２．６�
７１１ ヒシカツヒトリタビ 牡４芦 ５９ 植野 貴也阿部雅一郎氏 小島 貞博 新冠 カミイスタット ４９８－ ８４：２７．７� ３５．３�
４５ キングジョイ 牡９鹿 ６２ 西谷 誠松岡 隆雄氏 増本 豊 新冠 川上牧場 ５２２＋１２ 〃 クビ １４．４�
７１２ タマモグレアー �７鹿 ６０ 林 満明タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 ５２８＋ ６４：２７．８クビ １．６�
８１３� ダノンバッカス �６鹿 ６０ 横山 義行�ダノックス 小崎 憲 英 T. Light-

bowne ４５６－ ８４：２８．０１� ２０．７	
３３ � レ ン デ ィ ル 牡５芦 ６０ 五十嵐雄祐広尾レース� 藤沢 和雄 愛 Rockhart

Trading Ltd ４９０－ ８４：２８．９５ １８．９

８１４ ア ヤ ナ ベ ル 牝５青鹿５８ 南井 大志鳴戸 雄一氏 大根田裕之 浦河 野表 俊一 ４５０± ０４：２９．６４ １２０．０�
１１ マーブルジーン 牡７黒鹿６０ 小坂 忠士下村 直氏 池添 兼雄 静内 マークリ牧場 ４９０－１０４：２９．８１� ４４．０�
６１０ ジョーベルスター 牡５栗 ６０ 浜野谷憲尚上田けい子氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド ５０８－ ８４：３０．６５ ２２８．８
２２ マッハジュウクン 牡９鹿 ６０ 高田 潤鈴木 幹次氏 昆 貢 新冠 石田牧場 ４７６－ ２４：３３．４大差 １３．９�
５７ コ ン ゴ ウ 牡５芦 ６０ 黒岩 悠林 進氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４４２＋ ２４：３５．３大差 １４２．５�
４６ テイエムハリアー 牡５芦 ６０ 白浜 雄造竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 ４５２－１４ （競走中止） ４．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２４，３８０，９００円 複勝： ３５，１３０，５００円 枠連： １７，６０１，１００円

普通馬連： ６２，９４６，０００円 馬単： ４６，５９９，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，６７９，５００円

３連複： ９７，７７２，１００円 ３連単： １９６，８５４，１００円 計： ５０６，９６３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，１１０円 複 勝 � １，２５０円 � ５６０円 � １，２００円 枠 連（５－６） ９，８７０円

普通馬連 �� １７，０１０円 馬 単 �� ３９，０００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，１００円 �� １０，９００円 �� ４，９６０円

３ 連 複 ��� １５８，５９０円 ３ 連 単 ��� ９７５，０３０円

票 数

単勝票数 計 ２４３８０９ 的中 � ４６７８（９番人気）
複勝票数 計 ３５１３０５ 的中 � ７１８２（１０番人気）� １７５３０（６番人気）� ７４９４（９番人気）
枠連票数 計 １７６０１１ 的中 （５－６） １３１７（２５番人気）
普通馬連票数 計 ６２９４６０ 的中 �� ２７３２（３７番人気）
馬単票数 計 ４６５９９６ 的中 �� ８８２（７２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５６７９５ 的中 �� １５５２（３７番人気）�� ５７６（６５番人気）�� １２７７（４２番人気）
３連複票数 計 ９７７７２１ 的中 ��� ４５５（２１１番人気）
３連単票数 計１９６８５４１ 的中 ��� １４９（１１０２番人気）

上り １マイル １：４７．０ ４F ５２．６－３F ３９．３
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オープンガーデン �
�
父 ゴ ー カ イ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２００７．１．１４ 中山１２着

２００４．６．１１生 牡７鹿 母 ダンスフォンテン 母母 ス ダ リ ー フ 障害：２６戦３勝 賞金 １８０，１８０，０００円
〔競走中止〕 テイエムハリアー号は，１周目４号障害〔いけ垣〕手前で急に内側に逃避して内柵に触れ，転倒したため競走中止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 テイエムハリアー号は，１周目４号障害手前で急に内側に逃避したことについて平成２３年３月２２日

から平成２３年４月１０日まで出走停止。停止期間の満了後に障害調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ９頭 クランエンブレム号・ゴービハインド号・デアモント号・ピエナミッチー号・ブチカマシ号・マイネルカーロ号・

マルイチシンゲキ号・マーベラスパレード号・モリノミヤコ号
（非抽選馬） ４頭 コアレスアルダン号・ゴールデンカイザー号・スリーラスカル号・ハストラング号



０６０８１ ３月２１日 曇 稍重 （２３阪神１）第５日 第９競走 ��
��１，４００�うずしおステークス

発走１４時３５分 （芝・右）

牝，４歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，５５�
賞 品

本 賞 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，７００，０００円 １，７７０，０００円
付 加 賞 ３５７，０００円 １０２，０００円 ５１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．９
１：１９．０

良

良

５１０ 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± ０１：２１．９ １３．１�

７１４ リーチコンセンサス 牝５鹿 ５５ U．リスポリ �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム ４７８± ０１：２２．１１� １１．０�
（伊）

１２ クロワラモー 牝４黒鹿５５ 藤田 伸二�ターフ・スポート本田 優 新冠 村田牧場 B４５４＋ ２１：２２．４１� ８．２�
２３ ソーマジック 牝６鹿 ５５ 吉田 豊吉田 照哉氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム B５１４－ ２ 〃 ハナ ８．７�
５９ エーシンリジル 牝４鹿 ５５ 国分 恭介�栄進堂 高野 友和 浦河 栄進牧場 ４４４－２０１：２２．５� １７１．４�
３５ ベストクルーズ 牝４芦 ５５ 岩田 康誠飯田 正剛氏 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 ４３６＋ ６１：２２．６� １１．３	
４８ マルティンスターク 牝６鹿 ５５ 酒井 学 �キャロットファーム 鶴留 明雄 早来 ノーザンファーム ４４４－ ８１：２２．８１ ９０．２

４７ ローズカットダイヤ 牝６栗 ５５ 秋山真一郎青芝商事� 平田 修 千歳 社台ファーム ４６０－ ２ 〃 クビ ２４．６�
８１６ ラ ド ラ ー ダ 牝５青鹿５５ 蛯名 正義 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム B４４０－ ４１：２２．９� ５．１�
１１ ホーカーハリケーン 牝５青鹿５５ 武 豊 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ４９６＋ ４１：２３．０� ３．６
６１２ ミオリチャン 牝４芦 ５５ 浜中 俊瀬谷 �雄氏 武市 康男 千歳 社台ファーム ４００－１０１：２３．１クビ １７１．１�
６１１ テイラーバートン 牝４鹿 ５５ 川田 将雅 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４７２± ０１：２３．２� ７．９�
８１５ グレナディーン 牝４黒鹿５５ 小牧 太 �社台レースホース橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４６０－ ８１：２３．３� ２３．３�
３６ シセイカグヤ 牝５鹿 ５５ 丸田 恭介猪苗代 勇氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４５２－ ８１：２３．４� ３４．５�
２４ ユ メ イ ッ ポ 牝６栗 ５５ 赤木高太郎昴ホースクラブ 福島 信晴 三石 沖田 哲夫 ４９８＋ ２ 〃 クビ ４９．９�
７１３ アスドゥクール 牝６栗 ５５ 池添 謙一 �社台レースホース鮫島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５４＋１０１：２３．８２� ７７．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３０，４５８，５００円 複勝： ５６，５１１，１００円 枠連： ２３，８５０，２００円

普通馬連： ９８，９６３，３００円 馬単： ５５，８１８，７００円 ワイド【拡大馬連】： ４０，４６４，３００円

３連複： １４８，１７７，２００円 ３連単： ２５６，２９５，６００円 計： ７１０，５３８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３１０円 複 勝 � ３６０円 � ３４０円 � ２８０円 枠 連（５－７） ４，８３０円

普通馬連 �� ６，０００円 馬 単 �� １２，７７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，９６０円 �� １，０５０円 �� １，６００円

３ 連 複 ��� １２，７００円 ３ 連 単 ��� ７５，６６０円

票 数

単勝票数 計 ３０４５８５ 的中 � １８３９９（８番人気）
複勝票数 計 ５６５１１１ 的中 � ３９９２５（７番人気）� ４３５７２（６番人気）� ５７３９０（３番人気）
枠連票数 計 ２３８５０２ 的中 （５－７） ３６５１（２３番人気）
普通馬連票数 計 ９８９６３３ 的中 �� １２１７７（２７番人気）
馬単票数 計 ５５８１８７ 的中 �� ３２２７（５７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４０４６４３ 的中 �� ５０３０（２８番人気）�� ９７０６（１３番人気）�� ６２１９（２１番人気）
３連複票数 計１４８１７７２ 的中 ��� ８６１１（４８番人気）
３連単票数 計２５６２９５６ 的中 ��� ２５００（２７３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．１―３４．５―４６．２―５７．８―１：０９．４

コーナー
通過順位

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

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 １５戦４勝 賞金 ５８，７３９，０００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 パールシャドウ号・リュンヌ号
※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。

０６０８２ ３月２１日 曇 不良 （２３阪神１）第５日 第１０競走 ��
��１，４００�ポラリスステークス

発走１５時１０分 （ダート・右）

４歳以上，２２．３．２０以降２３．３．１５まで１回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ
賞 品

本 賞 ２１，０００，０００円 ８，４００，０００円 ５，３００，０００円 ３，２００，０００円 ２，１００，０００円
付 加 賞 ３７１，０００円 １０６，０００円 ５３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．８
１：２１．８

稍重

稍重

２４ ダイショウジェット 牡８鹿 ５７ 柴山 雄一馬場 �晃氏 大根田裕之 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム ５５８－ ４１：２２．１ １９．４�

７１３ マルカベンチャー 牡５栗 ５６ 安藤 勝己河長産業� 松永 昌博 千歳 社台ファーム ４７４＋ ４ 〃 ハナ １１．５�
３５ ケイアイガーベラ 牝５栗 ５６．５ 秋山真一郎 �啓愛義肢材料販売所 平田 修 新冠 隆栄牧場 ４６４－１６ 〃 クビ ２．０�
４８ オーロマイスター 牡６鹿 ５８．５ 吉田 豊 �サンデーレーシング 大久保洋吉 三石 追分ファーム ５１０－１２１：２２．２クビ １７．３�
３６ ワールドワイド 牡５芦 ５５ 小牧 太山本 慎一氏 橋口弘次郎 えりも エクセルマネジメント ４９２－ ２ 〃 クビ ９．４�
６１２� クイックリープ 牡６栗 ５３ 飯田 祐史松平 正樹氏 柴田 光陽 浦河（有）ビクトリーホース

ランチ 荻野 豊 ４８６－ ４１：２２．３クビ ２０２．３	
２３ プロセッション 牡８鹿 ５４ 藤岡 佑介吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４６４－ ４ 〃 ハナ １７８．５

４７ � インオラリオ 牡６鹿 ５５ 岩田 康誠藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 Takeshi

Fujita ５１８± ０１：２２．４� ６．０�
８１５� セントラルコースト 牡６鹿 ５７ U．リスポリ�ダノックス 池江 泰寿 米 J. V. Shields Jr.

& Robert N. Clay ５０６± ０１：２２．５� １８．１�
（伊）

７１４ スペースフライト 牡７栃栗５３ 国分 恭介前田 幸治氏 佐々木晶三 三石 土居 忠吉 ４８０± ０１：２２．６クビ １８８．４
１１ � ミリオンディスク 牡７栗 ５７．５ 蛯名 正義 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム ５３６＋ ６１：２２．７	 ２１．５�
６１１ アートオブウォー 牡７栗 ５２ 芹沢 純一岡田 隆寛氏 小原伊佐美 静内 岡田 猛 ４８８＋１０１：２３．０２ ３５６．７�
１２ � ス ー ニ 牡５鹿 ５９ 川田 将雅吉田 和美氏 吉田 直弘 米 Highclere

Inc. ４８２＋ ６１：２３．１� ２０．３�
８１６ セイカアレグロ 牡６鹿 ５３ 浜中 俊久米 大氏 稲葉 隆一 新冠 シンユウフアーム ５０２－ ４１：２３．３１ １０３．８�
５９ トーホウドルチェ 牝６黒鹿５５ 武 豊東豊物産� 田島 良保 門別 竹島 幸治 ４４８＋ ２１：２３．４� １１．２�
５１０ ベストロケーション 牝６芦 ５４ 四位 洋文 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４８８－ ２１：２５．３大差 ４６．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４８，１５８，７００円 複勝： ６９，６６７，１００円 枠連： ３０，６３５，７００円

普通馬連： １３３，２２０，０００円 馬単： ８５，３９７，１００円 ワイド【拡大馬連】： ５６，４９１，０００円

３連複： １９７，３６２，７００円 ３連単： ４０７，２４３，１００円 計： １，０２８，１７５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，９４０円 複 勝 � ３４０円 � ２７０円 � １５０円 枠 連（２－７） ８，３００円

普通馬連 �� ７，６００円 馬 単 �� １５，６７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８４０円 �� ７８０円 �� ５８０円

３ 連 複 ��� ５，８００円 ３ 連 単 ��� ８５，３１０円

票 数

単勝票数 計 ４８１５８７ 的中 � １９５６８（８番人気）
複勝票数 計 ６９６６７１ 的中 � ４４２７１（６番人気）� ５９５５６（５番人気）� １７０２４７（１番人気）
枠連票数 計 ３０６３５７ 的中 （２－７） ２７２４（２３番人気）
普通馬連票数 計１３３２２００ 的中 �� １２９３９（３０番人気）
馬単票数 計 ８５３９７１ 的中 �� ４０２４（５２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５６４９１０ 的中 �� ７１７０（２５番人気）�� １８１０５（７番人気）�� ２５１８８（４番人気）
３連複票数 計１９７３６２７ 的中 ��� ２５１５０（１９番人気）
３連単票数 計４０７２４３１ 的中 ��� ３５２３（２５９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２２．９―３４．３―４５．９―５７．６―１：０９．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．８―３F３６．２
３ ７，９（５，１５）（２，６）１（１２，１６）８（４，１４）（３，１３）－１１＝１０ ４ ７（９，１５，２，６）５，１（８，１２，１３）（４，１６）（３，１４）－１１＝１０

勝馬の
紹 介

ダイショウジェット �
�
父 クリプティックラスカル �

�
母父 マグニテユード デビュー ２００６．２．２５ 阪神２着

２００３．４．２２生 牡８鹿 母 デューティエコー 母母 シルクエコー ４６戦９勝 賞金 ２４９，６１３，０００円
［他本会外：１戦０勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）２３頭 アドバンスウェイ号・アポロフェニックス号・エーシンクールディ号・ガブリン号・グランプリエンゼル号・

クリスタルボーイ号・ケイアイデイジー号・スターボード号・スリーアベニュー号・ゼットフラッシュ号・
タガノクリスエス号・テスタマッタ号・トーホウオルビス号・トーホウチェイサー号・ナムラタイタン号・
ネオヴァンドーム号・ビクトリーテツニー号・ピサノエミレーツ号・マイネルスケルツィ号・ランフォルセ号・
ロードバリオス号・ワイルドラズベリー号・ワールドハンター号

※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。



０６０８３ ３月２１日 曇 稍重 （２３阪神１）第５日 第１１競走 ��
��１，４００�第４５回報知杯フィリーズレビュー（ＧⅡ）

発走１５時４５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 ７，８００，０００円 ５，２００，０００円
付 加 賞 １，３５８，０００円 ３８８，０００円 １９４，０００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

６１１ フレンチカクタス 牝３黒鹿５４ 北村 宏司 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 大竹 正博 新ひだか 服部 牧場 ４９８－ ４１：２２．３ ７．７�

７１４ スピードリッパー 牝３栗 ５４ 横山 典弘吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム ４５４－ ６１：２２．５１� １１．５�
３６ � エーシンハーバー 牝３芦 ５４ 武 豊�栄進堂 藤岡 健一 米

Hopewell Invest-
ments LLC &
Nick Bentley

４５８＋ ４ 〃 クビ １０．２�
６１２ ドナウブルー 牝３鹿 ５４ U．リスポリ �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４２０－ ２１：２２．６クビ ３．４�

（伊）

４８ ラ テ ア ー ト 牝３鹿 ５４ 松岡 正海 �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム ４５６＋ ２１：２２．７� ３７．６�
８１５ ニシノステディー 牝３栗 ５４ 幸 英明西山 茂行氏 尾形 充弘 むかわ 西山牧場 ４７８＋ ４ 〃 クビ ５４．０	
５９ フォーエバーマーク 牝３鹿 ５４ 吉田 豊青山 洋一氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム ４９２＋ ２１：２２．８	 ５．９

４７ � カフェヒミコ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣西川 恭子氏 松山 康久 米 Katsumi

Yoshizawa ４９０＋ ２１：２２．９	 ２０．８�
８１６ クリアンサス 牝３鹿 ５４ 石橋 脩 �サンデーレーシング 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７８＋ ６１：２３．０	 １５．９�
３５ ツルマルワンピース 牝３鹿 ５４ 福永 祐一鶴田 任男氏 橋口弘次郎 浦河 市川牧場 ４７６－１０ 〃 アタマ １０．０
１２ アイアムアクトレス 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎堀 紘一氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４８４－１０１：２３．１	 １２．６�
１１ マイネショコラーデ 牝３青鹿５４ 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム ４７４＋ ８１：２３．６３ ２３．０�
７１３ オーシャンフリート 牝３栗 ５４ 柴原 央明 �ローレルレーシング 昆 貢 新冠 村田牧場 ４７６－ ８１：２３．８１ １５３．７�
５１０ カトルズリップス 牝３黒鹿５４ 藤田 伸二山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム B４６８－ ８１：２４．１２ ７１．６�
２３ モアグレイス 牝３鹿 ５４ 酒井 学 �グリーンファーム 西園 正都 千歳 社台ファーム ４５４－ ２１：２５．０５ １４．８�
２４ サ ク ラ ベ ル 牝３栗 ５４ 浜中 俊�さくらコマース牧浦 充徳 新ひだか 新和牧場 ４７２＋ ４１：２６．２７ ７８．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ９１，６０５，１００円 複勝： １４６，２１０，９００円 枠連： ７３，２０６，６００円

普通馬連： ３４６，２４０，８００円 馬単： １７２，９７４，５００円 ワイド【拡大馬連】： １２４，９６６，１００円

３連複： ５４５，９９９，５００円 ３連単： １，０３７，５０８，７００円 計： ２，５３８，７１２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７７０円 複 勝 � ２３０円 � ３１０円 � ３３０円 枠 連（６－７） １，３７０円

普通馬連 �� ３，１００円 馬 単 �� ６，４９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０２０円 �� １，０８０円 �� １，４８０円

３ 連 複 ��� ８，５００円 ３ 連 単 ��� ５４，３７０円

票 数

単勝票数 計 ９１６０５１ 的中 � ９４８４２（３番人気）
複勝票数 計１４６２１０９ 的中 � １８９１９６（３番人気）� １２３４５４（５番人気）� １１０７３８（６番人気）
枠連票数 計 ７３２０６６ 的中 （６－７） ３９５４９（５番人気）
普通馬連票数 計３４６２４０８ 的中 �� ８２４３１（１３番人気）
馬単票数 計１７２９７４５ 的中 �� １９６８５（２５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１２４９６６１ 的中 �� ３０５２０（１１番人気）�� ２８６６４（１３番人気）�� ２０５１７（１９番人気）
３連複票数 計５４５９９９５ 的中 ��� ４７４４０（２５番人気）
３連単票数 計１０３７５０８７ 的中 ��� １４０８４（１６４番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．５―１１．３―１１．８―１２．０―１１．８―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２２．８―３４．１―４５．９―５７．９―１：０９．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フレンチカクタス �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Broad Brush デビュー ２０１０．９．１８ 中山３着

２００８．３．３１生 牝３黒鹿 母 ブラッシュウィズテキーラ 母母 Sheila Tequila ６戦３勝 賞金 ８０，２０２，０００円
〔発走状況〕 マイネショコラーデ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 クリアンサス号の騎手石橋脩は，４コーナーで内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（１０番・１番への進路影響）

フレンチカクタス号の騎手北村宏司は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（６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７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 クラウンリバー号
（非抽選馬） ６頭 アフロディーテ号・サトノフローラ号・セイルアゲン号・ビービーバカラ号・メロウメロディ号・ヤマノラヴ号
※一般事項Ⅴ－２の（４）によりフレンチカクタス号・スピードリッパー号・エーシンハーバー号は，桜花賞（GⅠ）競走に優先出走できる。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

０６０８４ ３月２１日 曇 不良 （２３阪神１）第５日 第１２競走 ��
��１，２００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時２０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

１：０９．７
１：０８．７

重

重

７１３ チャンピオンラブ 牡５青鹿５７ 蛯名 正義坪野谷和平氏 柄崎 孝 新冠 川上 悦夫 ４８４－ ６１：０９．９ ４．１�

５１０ アヤナルベルス 牝４鹿 ５５ 小牧 太鳴戸 雄一氏 目野 哲也 浦河 杵臼牧場 ４７６－ ４１：１０．２２ ６．３�
７１４ ベストバウト 牡４黒鹿５７ 田辺 裕信島田 久氏 小西 一男 日高 高柳 隆男 ４９６± ０１：１０．４１� ７．４�
１２ ル ナ ロ ッ ソ 牝５栗 ５５ 福永 祐一木浪 巖氏 杉浦 宏昭 静内 西川富岡牧場 ５１２－１６ 〃 アタマ ４０．２�
２３ ドンビザッツウェイ 牡４鹿 ５７ 内田 博幸田島榮二郎氏 谷原 義明 新ひだか 服部 牧場 B４９６－ ６１：１０．６１� １０．４�
３５ ファンドリカップ 牡５芦 ５７ 幸 英明水戸 富雄氏 高橋 義忠 浦河 有限会社

松田牧場 ５０６－ ８１：１０．９１	 ４．８�
６１２ スコッツブラフ 牡４芦 ５７

５４ ▲国分 優作 �キャロットファーム 清水 出美 安平 ノーザンファーム ４８８＋１０１：１１．０クビ ８４．６	
５９ マジックモーメント 牡６黒鹿５７ 的場 勇人藤井 謙氏 的場 均 浦河 日東牧場 ４６８－ ４ 〃 ハナ ４９．７

３６ アキノフライ 牝４鹿 ５５

５２ ▲横山 和生穐吉 正孝氏 菊沢 隆徳 新ひだか 徳本 幸雄 ４４０＋１２１：１１．２１� ２２８．３�
８１５ シルクファルシオン 牡４栗 ５７ 松岡 正海有限会社シルク尾形 充弘 安平 ノーザンファーム ５００＋ ６１：１１．３クビ １８．４�
４８ トーセンベルファム 牝６鹿 ５５ 横山 典弘島川 哉氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ４４８－ ４ 〃 ハナ １２．７�
８１６ タカノキング 牡４鹿 ５７

５６ ☆国分 恭介山口多賀司氏 梅田 康雄 浦河 山下 恭茂 ４７８－ ２ 〃 ハナ １２．０�
２４ メイショウシェイク 牡５鹿 ５７ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ５２４＋ ４ 〃 クビ ５８．６�
１１ キョウエイカルラ 牝４栗 ５５ 川島 信二田中 晴夫氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム ４６２－ ２１：１１．４クビ ５０．６�
４７ トウカイレジーナ 牝４鹿 ５５ 古川 吉洋内村 正則氏 安田 隆行 新冠 長浜牧場 ４５２＋ ６１：１２．１４ ２１．０�
６１１ マイプラーナ 牝５黒鹿５５ 四位 洋文五影 慶則氏 福島 信晴 新ひだか フジワラフアーム ４８０＋１２１：１３．７１０ １９．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４３，９１０，４００円 複勝： ６７，６６０，８００円 枠連： ３６，９９６，０００円

普通馬連： １２６，９２６，７００円 馬単： ７２，９２８，７００円 ワイド【拡大馬連】： ５４，１５４，０００円

３連複： １９７，９８５，４００円 ３連単： ３７７，６１５，５００円 計： ９７８，１７７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １７０円 � ２５０円 � ２７０円 枠 連（５－７） ７５０円

普通馬連 �� １，４６０円 馬 単 �� ３，０１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６４０円 �� ４８０円 �� １，２００円

３ 連 複 ��� ４，６８０円 ３ 連 単 ��� ２３，２５０円

票 数

単勝票数 計 ４３９１０４ 的中 � ８５７４５（１番人気）
複勝票数 計 ６７６６０８ 的中 � １２０７７９（２番人気）� ６９３８４（３番人気）� ６０５６１（４番人気）
枠連票数 計 ３６９９６０ 的中 （５－７） ３６６３９（２番人気）
普通馬連票数 計１２６９２６７ 的中 �� ６４４７７（２番人気）
馬単票数 計 ７２９２８７ 的中 �� １７９００（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５４１５４０ 的中 �� ２１１８０（５番人気）�� ２９７０３（２番人気）�� １０５１７（１２番人気）
３連複票数 計１９７９８５４ 的中 ��� ３１２５７（７番人気）
３連単票数 計３７７６１５５ 的中 ��� １１９８９（３１番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１１．１―１１．３―１１．４―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．２―３４．３―４５．６―５７．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

チャンピオンラブ �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 ナリタブライアン デビュー ２００８．１１．８ 福島８着

２００６．３．２３生 牡５青鹿 母 アイシータカオー 母母 ヴァーデビルレディー ２２戦４勝 賞金 ７０，６０５，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 オオヒメ号・オクルス号・トウカイポプリ号
（非抽選馬） ９頭 エイシンフルハート号・エビスオール号・ギガワット号・キリシマウイング号・コパノカチーノ号・

ジートップキセキ号・タツタイコウ号・チャームドリーム号・リバーアゲイン号



（２３阪神１）第５日 ３月２１日 （祝日） 雨後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
不良

競走回数 １２回 出走頭数 １８９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

３５８，６６０，０００円
１７，９６０，０００円
３，７２０，０００円
３３，９５０，０００円
２９０，０００円
２９０，０００円

６７，２７１，５００円
６，４２０，８００円
１，８７１，１００円

勝馬投票券売得金
３３６，８０３，２００円
５３９，８４４，４００円
２６７，２７８，６００円
１，０３２，９５４，８００円
６０６，０７１，２００円
４２６，３８３，１００円
１，５７２，７３２，４００円
２，９０９，１９３，１００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 ７，６９１，２６０，８００円

総入場人員 １７，３８１名 （有料入場人員 ）



平成２３年度 第１回阪神競馬 総計

競走回数 ８４回 出走延頭数 １，２１７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

１，９０６，７１０，０００円
３０，８７０，０００円
１２１，６４０，０００円
１４，５５０，０００円
１８０，２７０，０００円
１，０１５，０００円
１，０１５，０００円
４２８，１４０，５００円
３６，５９２，４００円
１２，０４８，３００円

勝馬投票券売得金
２，４１３，４０６，１００円
４，１６７，７７９，８００円
１，６９４，５８１，４００円
７，２０５，３８９，３００円
４，６１２，９９４，２００円
２，７８２，６５２，０００円
９，９９５，３５２，１００円
２０，１２５，３２１，１００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 ５２，９９７，４７６，０００円

総入場延人員 １３５，４５９名 （有料入場延人員 ７０，２７３名）


