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０６０６１ ３月２０日 晴 良 （２３阪神１）第８日 第１競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時１０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

５１０ シシリアンブリーズ 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介 �キャロットファーム 橋田 満 安平 ノーザンファーム ４６０＋ ４１：５５．９ ２．７�

３５ ク ラ ベ ス 牝３黒鹿 ５４
５１ ▲平野 優下河�行雄氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ４９６ ―１：５６．９６ ２６．４�

７１４ テイエムオニキス 牝３黒鹿５４ 和田 竜二竹園 正繼氏 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 ４７４＋ ２ 〃 クビ ５３．０�
１２ ツクバオトメ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣荻原 昭二氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム ４５６－ ２ 〃 アタマ ２５．２�
８１５ パイクスピーク 牝３鹿 ５４ 熊沢 重文 �社台レースホース大根田裕之 千歳 社台ファーム ５１２－ ６ 〃 ハナ ４．８�
１１ ブラックアテナ 牝３鹿 ５４ 内田 博幸山本 英俊氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４９６－ ８１：５７．０クビ ３．２	
７１３ ラプスドール 牝３鹿 ５４ 川田 将雅 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４６８＋ ２１：５７．１� ７３．８

２３ ロブストニケ 牝３鹿 ５４

５１ ▲国分 優作��昭牧場 野村 彰彦 浦河 高昭牧場 ４６０－ ２１：５７．４２ ２８．４�
６１２ スズカレディ 牝３青鹿 ５４

５１ ▲花田 大昂永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか 前田 宗将 ４９４ ―１：５７．８２� １６１．９�
６１１ ヒダカアルテミス 牝３栗 ５４ 吉田 隼人�辻牧場 栗田 徹 浦河 辻 牧場 ４８０－ ８１：５８．１１� １７．９
４７ グジョウハチマン 牝３鹿 ５４ 北村 宏司居城 要氏 古賀 慎明 新冠 北勝ファーム ４５４－ ４１：５８．２クビ ２３．６�
３６ ハローエフェクト 牝３鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介三宅 勝俊氏 庄野 靖志 新冠 飛渡牧場 ４４６－ ２ 〃 クビ １２２．５�
５９ ソルシエール 牝３黒鹿５４ 浜中 俊 �キャロットファーム 宮 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８６－ ４ 〃 ハナ ３１．２�
８１６ フィエラメンテ 牝３鹿 ５４ U．リスポリ �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B４６０＋ ４１：５９．８１０ １５．２�

（伊）

２４ キモングリーン 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥小林 祥晃氏 牧 光二 新冠 飛渡牧場 ４０２－ ２２：００．３３ ２０３．４�
４８ ナムラエターナル 牝３鹿 ５４ 伊藤 直人奈村 信重氏 池上 昌弘 様似 林 時春 ４５０＋ ４２：００．９３� ６０８．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，２７９，８００円 複勝： ２９，２７９，６００円 枠連： ９，２４１，７００円

普通馬連： ３３，３６０，５００円 馬単： ２２，４４２，３００円 ワイド【拡大馬連】： １７，０５７，３００円

３連複： ５４，３１９，７００円 ３連単： ８３，９０９，８００円 計： ２６４，８９０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １６０円 � ５９０円 � １，１６０円 枠 連（３－５） ３，３１０円

普通馬連 �� ４，７３０円 馬 単 �� ７，０９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６９０円 �� ２，０８０円 �� ９，４４０円

３ 連 複 ��� ４８，５４０円 ３ 連 単 ��� １５６，３８０円

票 数

単勝票数 計 １５２７９８ 的中 � ４５４８７（１番人気）
複勝票数 計 ２９２７９６ 的中 � ６５９６４（２番人気）� １１１３０（７番人気）� ５２２８（１１番人気）
枠連票数 計 ９２４１７ 的中 （３－５） ２０６１（１３番人気）
普通馬連票数 計 ３３３６０５ 的中 �� ５２１１（１７番人気）
馬単票数 計 ２２４４２３ 的中 �� ２３３９（２５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７０５７３ 的中 �� ２５３０（１７番人気）�� ２０３４（２１番人気）�� ４３５（６５番人気）
３連複票数 計 ５４３１９７ 的中 ��� ８２６（１１９番人気）
３連単票数 計 ８３９０９８ 的中 ��� ３９６（４１７番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．１―１４．５―１３．５―１２．８―１２．８―１２．６―１２．５―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．０―３８．５―５２．０―１：０４．８―１：１７．６―１：３０．２―１：４２．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シシリアンブリーズ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Classic Go Go デビュー ２０１１．２．２７ 阪神２着

２００８．４．１３生 牝３鹿 母 ブルーアヴェニュー 母母 Eliza Blue ２戦１勝 賞金 ７，６００，０００円
〔制裁〕 クラベス号の騎手平野優は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（１６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８頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ８頭 アプレレクール号・エフティレフア号・カイアナイト号・クードボル号・ジャングルウィップ号・

テイエムセーラー号・トーホウソング号・ミヤビアザーレ号
※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。

０６０６２ ３月２０日 晴 良 （２３阪神１）第８日 第２競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１０時４０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

６１２� ウインミネルヴァ 牝３青鹿５４ 岩田 康誠�ウイン 大久保龍志 米 Shadai Cor-
poration ４５２ ―１：１３．３ ３．３�

４７ � タ ー ル タ ン 牡３芦 ５６ 内田 博幸グリーンフィールズ� 鶴留 明雄 米 George Waggoner
Stables Inc. ４６８－ ２１：１３．５１� ６．１�

２３ レッツマンボウ 牝３栗 ５４ 柴山 雄一�ミルファーム 田島 俊明 浦河 岡本 昌市 ４５６－１０１：１４．３５ ７．４�
７１４� シゲルカイチョウ 牡３黒鹿５６ 池添 謙一森中 蕃氏 鶴留 明雄 米 Dr. John

Piconi ４９０± ０１：１４．４� ３．６�
３５ ダブルイーグル 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎田邉 康子氏 大橋 勇樹 むかわ フラット牧場 ４５４＋ ４１：１４．６１	 ５５．９�
５１０ シャインパーミット 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣皆川 博文氏 根本 康広 千歳 社台ファーム ４５６－１２１：１５．０２	 １４５．７	
５９ � ビーラヴリー 牝３黒鹿５４ 松岡 正海藤田 在子氏 手塚 貴久 米 Yoshio Fujita ４３６－ ４１：１５．１� １４．７

１１ � アクアシャンデリア 牝３芦 ５４ 北村 宏司山本 英俊氏 池添 兼雄 愛 H. Yamamoto ４４８± ０１：１５．３１	 １２．６�
８１５� レディスウィフト 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義�谷川牧場 二ノ宮敬宇 米

Hill ’n’ Dale Equine
Holdings, Inc. & Ed-
ward McGhee

４７０－ ２１：１５．６１� ８．４�
６１１ サクラアンジェロ 牡３鹿 ５６ U．リスポリ�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 新和牧場 ５１８ ―１：１５．７	 １６．８

（伊）

２４ ケージーエメラルド 牝３黒鹿 ５４
５１ ▲平野 優川井 五郎氏 田島 俊明 新ひだか 松本牧場 ３９０－ ６１：１５．８クビ ４９８．７�

７１３� ホウショウキング 牡３芦 ５６
５３ ▲国分 優作芳賀 吉孝氏 白井 寿昭 米 Green

Gates Farm ４６４－ ４１：１５．９	 １７６．１�
３６ シゲルフクシュニン 牝３栗 ５４ 小牧 太森中 蕃氏 沖 芳夫 青森 ワールドファーム ４７４ ―１：１６．５３	 ２２２．２�
１２ ペプチドプレシャス 牝３鹿 ５４ 和田 竜二沼川 一彦氏 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 ４７６－ ２１：１７．４５ ４３８．３�
８１６� ジューノエスク 牝３鹿 ５４

５１ ▲横山 和生�ノースヒルズ 松永 幹夫 米 North Hills
Management ４７２＋ ２ 〃 ハナ ２４４．４�

４８ � ア レ ア レ ア 牝３鹿 ５４ 川田 将雅田所 英子氏 小笠 倫弘 英 Miss E.
Tadokoro ４３６ ―１：１８．１４ ６７．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，４０２，９００円 複勝： ２３，６８３，０００円 枠連： ９，１１３，１００円

普通馬連： ３４，１８４，１００円 馬単： ２２，８１９，３００円 ワイド【拡大馬連】： １４，８３６，９００円

３連複： ５０，７１９，６００円 ３連単： ７４，７３１，９００円 計： ２４２，４９０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １８０円 � ２００円 � ２１０円 枠 連（４－６） ９１０円

普通馬連 �� １，４８０円 馬 単 �� ２，５２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５９０円 �� ６１０円 �� ６７０円

３ 連 複 ��� ２，９９０円 ３ 連 単 ��� １３，５１０円

票 数

単勝票数 計 １２４０２９ 的中 � ２９６７１（１番人気）
複勝票数 計 ２３６８３０ 的中 � ３６４２６（２番人気）� ３０７４８（３番人気）� ２９４７７（４番人気）
枠連票数 計 ９１１３１ 的中 （４－６） ７４４０（４番人気）
普通馬連票数 計 ３４１８４１ 的中 �� １７１１１（５番人気）
馬単票数 計 ２２８１９３ 的中 �� ６７０３（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４８３６９ 的中 �� ６３０３（５番人気）�� ６０９３（６番人気）�� ５３９４（８番人気）
３連複票数 計 ５０７１９６ 的中 ��� １２５２７（１１番人気）
３連単票数 計 ７４７３１９ 的中 ��� ４０８４（３６番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．６―１２．３―１２．５―１１．７―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．７―２４．３―３６．６―４９．１―１：００．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ウインミネルヴァ �
�
父 More Than Ready �

�
母父 Danehill 初出走

２００８．４．９生 牝３青鹿 母 Voodoo Lady 母母 Saramah １戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔発走状況〕 ホウショウキング号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔制裁〕 ケージーエメラルド号の騎手平野優は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を内側から追い抜いたことにつ

いて過怠金３０，０００円。（８番への進路影響）
〔調教再審査〕 ホウショウキング号は，発走調教再審査。
〔その他〕 アレアレア号は，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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジューノエスク号は，平成２３年４月２０日まで平地競走に出走できない。

ペプチドプレシャス号は，平成２３年５月２０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１７頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１７頭 イダテンハル号・ウィズイングレース号・ウォーターメジャー号・キングメーカー号・グローバルチャージ号・

ケイト号・ケージージャッカル号・サンマルファイア号・シャドーボール号・ダイワロック号・チョウイケイケ号・
ネイチャーナターレ号・ネバープリンス号・マイネルホークアイ号・ユウキビバボーイ号・ラディアーレ号・
リッシュビスティー号

※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。

第１回　阪神競馬　第８日



０６０６３ ３月２０日 曇 良 （２３阪神１）第８日 第３競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１１時１０分 （芝・右・外）

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

１：３２．０
１：３１．４

良

良

７１３ フルアクセル 牡３栗 ５６ 内田 博幸山田 和正氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４７６－ ４１：３５．２ １５．２�

３５ タ ー フ ェ ル 牡３栗 ５６ 松岡 正海伊達 敏明氏 斎藤 誠 日高 サンシャイン
牧場 ４８８－ ８１：３５．５１� １７．１�

８１６ ペルレンケッテ 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４７０－１４１：３５．６� ３．１�
４８ スマートリバティー 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠大川 徹氏 宮 徹 新ひだか 広田牧場 ４４０－ ２１：３５．７クビ ８．１�
２４ ニシノジャブラニ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司西山 茂行氏 上原 博之 むかわ 西山牧場 B４６６－ ４ 〃 クビ ２６．６�
５１０ 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 ４７８－ ４１：３５．９１� ６．２�
６１２ ショウナンアピア 牝３青 ５４

５１ ▲国分 優作国本 哲秀氏 北出 成人 浦河 桑田牧場 ４３０－ ２ 〃 クビ ４２．６	
３６ シゲルリジチョウ 牡３鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介森中 蕃氏 小島 貞博 新ひだか 水丸牧場 ５０６－ ２１：３６．０� ９．７

６１１ アスールアラテラ 牡３鹿 ５６ 和田 竜二 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４２６－ ８１：３６．２１� ５７．０�
１２ ラストブライト 牝３栗 ５４ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 新ひだか 福岡 清 ４０６－ ４ 〃 ハナ ３１４．８�
７１４ ショウナンカミング 牡３栗 ５６ U．リスポリ国本 哲秀氏 須貝 尚介 浦河 金石牧場 ４５６＋ ６１：３６．３クビ ６．３

（伊）

１１ アドマイヤカヤージ 	３栗 ５６ 安藤 勝己近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ４８４± ０１：３６．５１� ７．４�
５９ タガノラガマフィン 牡３鹿 ５６ 田中 健八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４４８－ ６ 〃 ハナ ２０７．２�
８１５ ネバーミスザマーク 牡３鹿 ５６ 川田 将雅畑佐 博氏 河内 洋 浦河 北光牧場 ４９４ ―１：３６．７１� ５２．５�
４７ スタートセンス 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成河原 義宏氏 高橋 裕 浦河 近藤牧場 ４２６－ ６ 〃 クビ ４２．８�
２３ オ リ フ ァ ン 牝３黒鹿５４ 江田 照男 �社台レースホース栗田 博憲 千歳 社台ファーム ４５４＋ ８１：３７．１２� １６９．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，６９１，９００円 複勝： ３２，０８１，２００円 枠連： １１，０１０，５００円

普通馬連： ４０，５２５，５００円 馬単： ２５，３６８，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，５１６，２００円

３連複： ６０，３０５，２００円 ３連単： ８５，８９０，２００円 計： ２９３，３８９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５２０円 複 勝 � ４６０円 � ４４０円 � １７０円 枠 連（３－７） １，２２０円

普通馬連 �� １０，３６０円 馬 単 �� ２４，９３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，１１０円 �� １，３４０円 �� １，３８０円

３ 連 複 ��� １６，９１０円 ３ 連 単 ��� １５８，４７０円

票 数

単勝票数 計 １７６９１９ 的中 � ９２１１（７番人気）
複勝票数 計 ３２０８１２ 的中 � １５７８１（８番人気）� １６３９８（７番人気）� ６７４１４（１番人気）
枠連票数 計 １１０１０５ 的中 （３－７） ６６７７（４番人気）
普通馬連票数 計 ４０５２５５ 的中 �� ２８８７（３９番人気）
馬単票数 計 ２５３６８７ 的中 �� ７５１（８７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０５１６２ 的中 �� １５９１（４１番人気）�� ３８１０（１６番人気）�� ３７０１（１７番人気）
３連複票数 計 ６０３０５２ 的中 ��� ２６３３（６１番人気）
３連単票数 計 ８５８９０２ 的中 ��� ４００（５４４番人気）

ハロンタイム １２．９―１０．７―１２．０―１２．３―１２．４―１１．７―１１．３―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．９―２３．６―３５．６―４７．９―１：００．３―１：１２．０―１：２３．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．３―３F３４．９
３ １６，１５（９，５）（１，１０）（６，１４）（４，１１）２（３，１２）７，１３，８ ４ １６（９，５）（１５，１０）（１，６，１４）（２，４，１１，８）（７，１２）１３，３

勝馬の
紹 介

フルアクセル �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Acatenango デビュー ２０１１．２．２０ 東京４着

２００８．４．１３生 牡３栗 母 アクセラレイション 母母 Whirlwind ２戦１勝 賞金 ５，９８０，０００円
〔制裁〕 ニシノジャブラニ号の騎手北村宏司は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（１１番への進

路影響）
※ラストブライト号は，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。

０６０６４ ３月２０日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２３阪神１）第８日 第４競走 ��２，９７０�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時４０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 ７，３００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７３０，０００円� コースレコード３：１５．７良・良

６９ ナムラチェンジ 牡６鹿 ６０ 植野 貴也奈村 信重氏 目野 哲也 新冠 つつみ牧場 ４７８－ ４３：２２．８ ３．３�

３３ バトルブリンディス 牡６青鹿６０ 高田 潤宮川 秋信氏 矢作 芳人 門別 モリナガファーム ４５８－１０３：２２．９� ３．７�
１１ サーストンムーン 牡４鹿 ５９ 平沢 健治齊藤 宣勝氏 加藤 和宏 新冠 ラツキー牧場 ４７４－ ８３：２４．０７ ３４．３�
５７ タニノディキディキ 牡８鹿 ６０ 小坂 忠士谷水 雄三氏 長浜 博之 静内 カントリー牧場 ４８２－ ８３：２４．１クビ ４．９�
４６ ヴェルトマイスター 牡７鹿 ６０ 横山 義行 �社台レースホース田中 剛 千歳 社台ファーム ５００－ ４３：２４．５２� ５．７�
７１１� ジェンティリティー �６栗 ６０ 林 満明前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント B５４２＋ ２３：２４．６� １２．０�
２２ テイエムブユウデン 牡４鹿 ５９ 岩崎 祐己竹園 正繼氏 岩元 市三 新冠 競優牧場 ４６０＋ ４３：２４．７� ３１．３	
５８ シ ャ ロ ー ム 牡６栗 ６０ 西谷 誠田所 英子氏 安達 昭夫 門別 天羽牧場 ４４８－ ６３：２５．６５ １３．９

４５ スズカコネクション 牡４鹿 ５９ 北沢 伸也永井 啓弍氏 坪 憲章 平取 稲原牧場 ５４０＋２４３：２５．８１	 ９８．６�
３４ エリモサリュート �７栗 ６０ 今村 康成山本 敏晴氏 小島 貞博 えりも エクセルマネジメント ４８０＋ ２３：２６．１１� ４１．６�
７１２ シゲカツパワー 牝４栗 ５７ 中村 将之駒秀 武田 博 新ひだか 岡田牧場 ４５６＋ ８３：２７．９大差 １８７．５�
６１０� ベストオーカン �６鹿 ６０ 五十嵐雄祐中村三和子氏 藤原 辰雄 門別 沖田牧場 ４８２± ０３：３０．２大差 ４３．０�
８１４ ニーニョデルシエロ �４青 ５９ 浜野谷憲尚 �サンデーレーシング 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム ４４６－２２３：３０．３� １２５．７�
８１３ タイキヴァルト 牡６栗 ６０ 白浜 雄造�大樹ファーム 森 秀行 大樹 大樹ファーム ５０６－ ８ （競走中止） ４６．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １０，５３７，５００円 複勝： １５，８５８，２００円 枠連： ８，９３１，１００円

普通馬連： ２６，９５０，５００円 馬単： １９，２９４，２００円 ワイド【拡大馬連】： １２，３２０，６００円

３連複： ４５，２６０，４００円 ３連単： ７２，４９５，１００円 計： ２１１，６４７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １３０円 � １６０円 � ７２０円 枠 連（３－６） ４７０円

普通馬連 �� ６００円 馬 単 �� １，３２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３００円 �� １，５７０円 �� １，３８０円

３ 連 複 ��� ５，２２０円 ３ 連 単 ��� １８，９９０円

票 数

単勝票数 計 １０５３７５ 的中 � ２５３３５（１番人気）
複勝票数 計 １５８５８２ 的中 � ４２５１５（１番人気）� ２７８６３（２番人気）� ３６６７（９番人気）
枠連票数 計 ８９３１１ 的中 （３－６） １４１５３（１番人気）
普通馬連票数 計 ２６９５０５ 的中 �� ３３７０１（１番人気）
馬単票数 計 １９２９４２ 的中 �� １０８１７（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２３２０６ 的中 �� １１８６４（２番人気）�� １７７７（１８番人気）�� ２０３３（１６番人気）
３連複票数 計 ４５２６０４ 的中 ��� ６４０６（１８番人気）
３連単票数 計 ７２４９５１ 的中 ��� ２８１８（５２番人気）

上り １マイル １：４８．１ ４F ５２．１－３F ３８．９
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ナムラチェンジ �
�
父 ニューイングランド �

�
母父 カコイーシーズ デビュー ２００７．１２．８ 阪神６着

２００５．４．３０生 牡６鹿 母 コスモトップレディ 母母 サオリクイン 障害：３戦１勝 賞金 １２，０００，０００円
〔発走状況〕 バトルブリンディス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 タイキヴァルト号は，２号障害〔水ごう〕着地時に転倒したため競走中止。
〔その他〕 タイキヴァルト号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 タイキヴァルト号は，平成２３年４月２０日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１０頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１０頭 アンボネイ号・キューバンエイト号・ゴールデンダニエル号・サニーケーティング号・サンレイランキング号・

シャイニーブラック号・ダノンプリベット号・テンシノウエルカム号・ミスタールイス号・レーザーブレイド号



０６０６５ ３月２０日 曇 良 （２３阪神１）第８日 第５競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１２時３０分 （芝・右・外）

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

１：４４．７
１：４４．１

良

良

５１０ モ ビ ー ル 牡３鹿 ５６ 北村 宏司吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム ４５６－ ８１：４９．０ ２０．１�

２３ � ダノンピナクル 牡３鹿 ５６ 和田 竜二�ダノックス 大久保龍志 愛 Roalso Ltd ４７２ ―１：４９．２１� ８８．０�
４７ マコトサンパギータ 牝３栗 ５４ 内田 博幸眞壁 宏寧氏 松田 国英 浦河 大成牧場 ４４０－ ２１：４９．３� ３．７�
４８ ゴールデングローブ 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介 H.R.H．プリンセス・ハヤ 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４４２－ ２１：４９．４	 ８．４�
３５ イ グ ア ス 牡３黒鹿５６ 四位 洋文 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４５０－ ４１：４９．５� １６．０�
８１６ カ ル マ ー ト 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７４－ ４ 〃 クビ ２０．６	
３６ シュプリームギフト 牝３青鹿５４ 浜中 俊 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム ４５８＋１８１：４９．６� ８．４

７１４ ダヴィンチバローズ 牡３鹿 ５６ 幸 英明猪熊 広次氏 武田 博 新冠 秋田牧場 ４６４－１０ 〃 クビ ６．４�
６１１ マーベラスバロン 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦笹原 貞生氏 柴田 政見 新ひだか 酒井 亨 ４７４－ ４１：４９．７	 ２５．５�
５９ ディープフィールド 牡３黒鹿５６ 安藤 勝己近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４８８－ ４１：４９．８クビ ３．８
１２ ニホンピロエラリー 牡３黒鹿５６ 秋山真一郎小林百太郎氏 作田 誠二 日高 佐々木 直孝 ４９６ ― 〃 クビ ２５８．７�
６１２ コマノアクラ 牝３栗 ５４ U．リスポリ長谷川芳信氏 鮫島 一歩 新ひだか 西川富岡牧場 ４３６± ０１：５０．０１ ２０．９�

（伊）

８１５ ストリートマジック 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二幅田 京子氏 藤原 英昭 浦河 バンダム牧場 ４２０－１０１：５０．１� １７．１�
１１ サチノパートナー 牡３鹿 ５６ 吉田 豊佐藤 幸彦氏 水野 貴広 新冠 競優牧場 ５００－ ８１：５０．３１� １６２．３�
２４ マイネルフューラー 牡３黒鹿５６ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 美波 新冠 ビッグレッドファーム ４２４－１８１：５０．８３ ２５２．８�
７１３ ビレッジタイム 牡３栗 ５６ 木幡 初広村山 輝雄氏 藤原 辰雄 日高 下河辺牧場 ４６０± ０１：５１．７５ ５２２．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，５９０，０００円 複勝： ３２，３３２，３００円 枠連： １２，１０７，３００円

普通馬連： ４１，３２３，３００円 馬単： ２６，８４３，１００円 ワイド【拡大馬連】： １８，６７７，３００円

３連複： ５９，３２８，３００円 ３連単： ９０，５７８，１００円 計： ２９６，７７９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，０１０円 複 勝 � ４９０円 � １，９６０円 � １６０円 枠 連（２－５） ９，５６０円

普通馬連 �� ４７，６６０円 馬 単 �� ４３，４５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １０，７１０円 �� １，０５０円 �� ４，１９０円

３ 連 複 ��� ５５，９２０円 ３ 連 単 ��� ５２２，２４０円

票 数

単勝票数 計 １５５９００ 的中 � ６１３２（８番人気）
複勝票数 計 ３２３３２３ 的中 � １４９００（７番人気）� ３２６７（１２番人気）� ７７１６９（１番人気）
枠連票数 計 １２１０７３ 的中 （２－５） ９３５（２１番人気）
普通馬連票数 計 ４１３２３３ 的中 �� ６４０（６４番人気）
馬単票数 計 ２６８４３１ 的中 �� ４５６（１０８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８６７７３ 的中 �� ４１８（６３番人気）�� ４５６５（９番人気）�� １０８２（４７番人気）
３連複票数 計 ５９３２８３ 的中 ��� ７８３（１４３番人気）
３連単票数 計 ９０５７８１ 的中 ��� １２８（１０２１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２３．７―３５．６―４８．８―１：０２．１―１：１４．７―１：２６．３―１：３７．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モ ビ ー ル �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Lear Fan デビュー ２０１０．１２．２５ 中山１１着

２００８．３．８生 牡３鹿 母 エヴァンタイユ 母母 Felicita ４戦１勝 賞金 ７，７５０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の８頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ８頭 アドマイヤサイモン号・サクライーグル号・シンボリストーム号・ディープタッチ号・ハードボイルド号・

ヒカルウインド号・マイネルリシェス号・メジロボンテン号
※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。

０６０６６ ３月２０日 曇 良 （２３阪神１）第８日 第６競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１３時００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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

８１６ トーセンウィーク 牡３栗 ５６ 和田 竜二島川 �哉氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム ５３６ ―１：５６．１ ７．２�

５１０ タイムズアロー 牡３栗 ５６ 岩田 康誠 �社台レースホース松田 博資 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８２ ― 〃 クビ ４．２�

２４ ヴ ォ レ 牡３芦 ５６ 秋山真一郎�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９２ ―１：５６．３１ ６９．５�
１１ ワンダースピンドル 牡３黒鹿５６ 高田 潤山本 信行氏 小崎 憲 新ひだか 米田牧場 ４８８ ―１：５７．３６ ２６．４�
２３ � ヒシマキシム 牡３青鹿５６ 的場 勇人阿部雅一郎氏 手塚 貴久 米 Masa-

ichiro Abe ４９２ ―１：５７．４� ９．６	
５９ ロゴジャルスキー 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一石川 幸司氏 河野 通文 新冠 越湖牧場 ４８８ ―１：５７．５� ２６．２

４８ コパノカーン 牡３栗 ５６

５３ ▲国分 優作小林 祥晃氏 梅田 智之 新ひだか 服部 牧場 ５２０ ―１：５７．７１� ５．４�
６１１ シルクエスティーム 牡３黒鹿５６ 吉田 稔有限会社シルク鮫島 一歩 新冠 山岡ファーム ４７６ ―１：５８．１２	 １８．８�

（愛知）

１２ レッドシュナイト 牡３栗 ５６ 北村 宏司 �東京ホースレーシング 尾関 知人 千歳 社台ファーム ５１０ ―１：５８．２クビ １９．４
７１４ エーシンハクレイ 牡３芦 ５６ 内田 博幸�栄進堂 松元 茂樹 浦河 栄進牧場 ４９８ ―１：５８．９４ ３．６�
３６ ファーストレディ 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４９８ ―１：５９．０� ２３．１�
４７ ブライティアアネル 牝３鹿 ５４ 横山 義行小林 昌志氏 尾関 知人 新ひだか 沖田 博志 ４７２ ―１：５９．２１ ９５．４�
８１５ セブンスハーモニー 牝３鹿 ５４ 中村 将之里見 治氏 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 ４６８ ―１：５９．４１� ７４．８�
３５ シゲルカンリショク 牡３青 ５６ 荻野 要森中 蕃氏 小島 貞博 新ひだか 沖田 繁 ５５４ ―１：５９．７２ ２４５．９�
６１２ ケージーサムライ 牡３鹿 ５６

５３ ▲嶋田 純次川井 五郎氏 水野 貴広 新冠 岩見牧場 ４９８ ―２：００．１２	 ６９．２�
７１３ トウショウスマイル 牡３栗 ５６ 安部 幸夫トウショウ産業� 坪 憲章 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４４０ ―２：０８．２大差 ３１．３�

（愛知）

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，６９８，４００円 複勝： ２０，０２７，８００円 枠連： １１，３０４，８００円

普通馬連： ３３，４２３，８００円 馬単： ２２，０３４，９００円 ワイド【拡大馬連】： １５，３５２，０００円

３連複： ４７，７５１，１００円 ３連単： ７２，４９３，０００円 計： ２３６，０８５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７２０円 複 勝 � ２５０円 � ２１０円 � ９４０円 枠 連（５－８） １，２００円

普通馬連 �� １，６８０円 馬 単 �� ３，６６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６３０円 �� ４，４８０円 �� ２，５９０円

３ 連 複 ��� ３１，５３０円 ３ 連 単 ��� １４６，９８０円

票 数

単勝票数 計 １３６９８４ 的中 � １５０４９（４番人気）
複勝票数 計 ２００２７８ 的中 � ２１９８９（４番人気）� ３００５１（３番人気）� ４５１１（１２番人気）
枠連票数 計 １１３０４８ 的中 （５－８） ６９８５（５番人気）
普通馬連票数 計 ３３４２３８ 的中 �� １４７２８（６番人気）
馬単票数 計 ２２０３４９ 的中 �� ４４５０（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５３５２０ 的中 �� ６４９５（５番人気）�� ８１０（５１番人気）�� １４２０（３５番人気）
３連複票数 計 ４７７５１１ 的中 ��� １１１８（９３番人気）
３連単票数 計 ７２４９３０ 的中 ��� ３６４（４１６番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．３―１４．５―１３．４―１３．４―１３．４―１２．３―１２．１―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．０―３８．５―５１．９―１：０５．３―１：１８．７―１：３１．０―１：４３．１

コーナー
通過順位

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

トーセンウィーク �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Deputy Minister 初出走

２００８．３．１２生 牡３栗 母 ライフアウトゼア 母母 Silver Valley １戦１勝 賞金 ６，５００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １３時０１分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トウショウスマイル号は，平成２３年４月２０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１２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１２頭 イーガービーヴァー号・カレンジェニオ号・ガンバルンバ号・クローズホールド号・スプリングシーズン号・

ダイワハリントン号・タンブリアン号・ディオルーチェ号・ティグレ号・マウンテンダイヤ号・メイショウコロク号・
メイショウヤマト号

※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。



０６０６７ ３月２０日 曇 良 （２３阪神１）第８日 第７競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１３時３０分 （芝・右）

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

中央レコード

１：１９．９
１：１９．０

良

良

６１１ エーシンジャッカル 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠�栄進堂 高野 友和 浦河 栄進牧場 ４５８＋ ８１：２１．３ １０．０�

５９ ベ リ ア ル 牡３栗 ５６ 伊藤 直人田原 邦男氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム ４４４－ ６１：２１．４� ３４．８�
７１３ ハワイアンシュガー 牡３黒鹿５６ 吉田 隼人四方堂第五郎氏 萱野 浩二 新ひだか 高橋 誠次 ４２２－ ６１：２１．８２� １１２．７�
１２ ハブルバブル 牝３鹿 ５４ U．リスポリ 金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 新冠 パカパカ
ファーム ４５２＋ ２ 〃 アタマ １．５�

（伊）

７１４ シゲルシャチョウ 牡３鹿 ５６ 小牧 太森中 蕃氏 鶴留 明雄 様似 �村 伸一 ５００＋ ６１：２２．２２� １１．７�
３６ コットンフィールド 牡３芦 ５６ 秋山真一郎 �スピードファーム 和田正一郎 新冠 スピードフアーム ４４２± ０１：２２．４１ ８３．８	
２３ 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 ４４２－ ６１：２２．８２� ４６．１

５１０ ツインテール 牝３栗 ５４ 川田 将雅山本 英俊氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４４８－ ２ 〃 クビ ３０．７�
１１ ヤサカシャイニー 牝３栗 ５４ 内田 博幸志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 オリエント牧場 ４４２－１２１：２２．９クビ １６．０�
２４ ハ ピ シ ン 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲国分 優作副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 田中スタッド ４４２± ０１：２３．１１� １１．０
３５ フィジークルーズ 牝３鹿 ５４ 的場 勇人 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４３４＋ ２１：２３．２クビ ２３４．４�
８１５ コンプリート 牝３鹿 ５４ 吉田 豊平岡 茂樹氏 谷原 義明 浦河 大野牧場 ４５６－ ６１：２３．３� １４．３�
４７ デ シ リ オ ン 牝３鹿 ５４ 江田 照男岡田 牧雄氏 矢野 英一 新ひだか 岡田スタツド ４５８－ ４１：２４．２５ ４４．７�
４８ サンライズポパイ 牡３鹿 ５６ 池添 謙一松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 ４５８＋ ８１：２４．５１� １９．１�
６１２� コアレスバトラー 牡３青鹿５６ 吉田 稔�ホースケア 山中 輝久 平取 赤石牧場 ４５６－ ８１：２４．６� ５２９．１�

（笠松） （愛知）

８１６� モエレウェバリング 牡３栗 ５６ 安部 幸夫�ホースケア 今津 博之 新ひだか 中村 和夫 ４４８－ １１：２５．０２� ５２５．８�
（愛知） （愛知）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，３５１，３００円 複勝： ５９，０６５，６００円 枠連： １３，２０８，０００円

普通馬連： ４４，４８２，５００円 馬単： ４１，２５１，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，２０９，１００円

３連複： ６４，１４０，７００円 ３連単： １３９，３４６，１００円 計： ４０５，０５５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０００円 複 勝 � ４８０円 � １，２４０円 � ３，４７０円 枠 連（５－６） ６，９３０円

普通馬連 �� １２，１２０円 馬 単 �� ２８，５９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，２９０円 �� ８，０４０円 �� １３，２９０円

３ 連 複 ��� １８２，０７０円 ３ 連 単 ��� １，１６８，６１０円

票 数

単勝票数 計 ２１３５１３ 的中 � １６８３２（２番人気）
複勝票数 計 ５９０６５６ 的中 � ３５３１５（２番人気）� １２２１３（８番人気）� ４２０３（１３番人気）
枠連票数 計 １３２０８０ 的中 （５－６） １４０８（１９番人気）
普通馬連票数 計 ４４４８２５ 的中 �� ２７０９（２９番人気）
馬単票数 計 ４１２５１７ 的中 �� １０６５（５４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２２０９１ 的中 �� ２４２８（２５番人気）�� ６７５（６２番人気）�� ４０７（７５番人気）
３連複票数 計 ６４１４０７ 的中 ��� ２６０（２２７番人気）
３連単票数 計１３９３４６１ 的中 ��� ８８（１１３０番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．３―１１．０―１１．６―１２．０―１１．９―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２２．５―３３．５―４５．１―５７．１―１：０９．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エーシンジャッカル �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２０１０．７．２５ 函館１着

２００８．２．２４生 牡３黒鹿 母 エイシンリョンサン 母母 エイシンテネシー ５戦２勝 賞金 １８，８００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）３４頭 イトククリ号・エリンコート号・エンジョイタイム号・エーティーランボー号・オースミドライバー号・カグニザント号・

キタサンフクジン号・ケイアイアルテミス号・コパノテンジン号・コーラルビュー号・サイレントソニック号・
サカジロキング号・サンデースイセイ号・シナル号・シークレットベース号・セイカプリコーン号・
セキサンキセキ号・ダコール号・ツルマルレオン号・ティアップゼウス号・トラストワン号・ハーキュリーズ号・
ビッグギャンブラー号・ピーエムヘクター号・ブレスマイハート号・マイネルロガール号・マスターグレイマン号・
ママキジャ号・ミッキーレモン号・メイショウクロオビ号・メジロミョウホウ号・メーヴェ号・ライブインベガス号・
レッドエレンシア号

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

０６０６８ ３月２０日 曇 良 （２３阪神１）第８日 第８競走 ��
��１，８００�サラブレッド系４歳以上

発走１４時００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

３５ ナリタシルクロード 牡４鹿 ５７ U．リスポリ�オースミ 崎山 博樹 浦河 杵臼牧場 ５０８－ ２１：５３．７ ４．５�
（伊）

５１０� エアイグアス 牡５黒鹿５７ 蛯名 正義 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 米 Winches-
ter Farm ４８４－１０１：５３．９１� ５．３�

６１２ マイネフェリックス 牝４栗 ５５ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム B４７０－ ４１：５４．０	 ７．４�

３６ サクセスヒューゴー 牡５青鹿５７ 的場 勇人�嶋 哲氏 牧 光二 新冠 タニグチ牧場 ５１８－１２１：５４．２１
 ６．９�
１１ テイエムバゴオー 牡４黒鹿 ５７

５４ ▲国分 優作竹園 正繼氏 福島 信晴 新ひだか 橋本牧場 ４８４＋ ６１：５４．３クビ １１．９�
７１４� ボリュームゾーン 牡４鹿 ５７ 安藤 勝己加藤 春夫氏 村山 明 様似 堀 弘康 ５００＋ ４１：５４．５１ ８．０�
２４ � フ ー ガ 牡５黒鹿５７ 北村 宏司吉田 貴俊氏 勢司 和浩 浦河 金成吉田牧場 ４６８－１２１：５４．８１	 ２０．７	
６１１ 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 ４５６－ ４１：５４．９
 ７．２

８１６ ウォーターサムデイ 牡５鹿 ５７ 内田 博幸山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 ４７４－ ６ 〃 ハナ １９．９�
４８ アルデュイナ 牝４鹿 ５５ 和田 竜二前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４３８－１２１：５５．３２
 ３５．６�
８１５� シゲルゴユウサン 牡５鹿 ５７ 池添 謙一森中 蕃氏 小野 幸治 浦河 荻伏三好フ

アーム ４８６± ０１：５５．７２
 ６７．３
２３ トレジャーチェスト 牝４芦 ５５

５２ ▲横山 和生金子真人ホール
ディングス� 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム ４８６－ ２１：５５．８
 ５０．７�

１２ レッドシャリオ 牡４栗 ５７ 吉田 豊 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 日高 三城牧場 ５０６－ ４ 〃 ハナ ２４．４�
５９ �� イメージレイナ 牝４青鹿５５ 熊沢 重文岸田 勝宏氏 田所 秀孝 米 Katsuhiro

Kishida ４５２－１８１：５６．２２
 １３２．２�
４７ ティアップザスター 牡５鹿 ５７ 江田 照男田中 昇氏 杉浦 宏昭 浦河 久保農場 ５０２＋１２１：５７．５８ ２６０．２�
７１３ キャッツテイル 牝５鹿 ５５

５２ ▲菅原 隆一�橋 信博氏 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 ４２２＋ ６１：５９．８大差 ２００．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，８９１，６００円 複勝： ３２，３４４，９００円 枠連： １６，７５９，３００円

普通馬連： ５５，２１８，６００円 馬単： ３０，５５１，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，３４５，４００円

３連複： ７８，６８８，９００円 ３連単： １１７，８７２，２００円 計： ３７２，６７２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � ２００円 � ２００円 � ２１０円 枠 連（３－５） ９４０円

普通馬連 �� １，３１０円 馬 単 �� ２，６７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６２０円 �� ８２０円 �� ６８０円

３ 連 複 ��� ３，４６０円 ３ 連 単 ��� １７，４６０円

票 数

単勝票数 計 １７８９１６ 的中 � ３１７０６（１番人気）
複勝票数 計 ３２３４４９ 的中 � ４２７８６（３番人気）� ４５２１８（２番人気）� ４１８３５（４番人気）
枠連票数 計 １６７５９３ 的中 （３－５） １３２８２（３番人気）
普通馬連票数 計 ５５２１８６ 的中 �� ３１２４８（１番人気）
馬単票数 計 ３０５５１５ 的中 �� ８４６８（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３３４５４ 的中 �� ９４４０（２番人気）�� ６９３６（７番人気）�� ８５２５（５番人気）
３連複票数 計 ７８６８８９ 的中 ��� １６７８６（５番人気）
３連単票数 計１１７８７２２ 的中 ��� ４９８５（２０番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．４―１３．８―１２．７―１２．９―１２．７―１２．５―１１．７―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．１―３７．９―５０．６―１：０３．５―１：１６．２―１：２８．７―１：４０．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ナリタシルクロード �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 A.P. Indy デビュー ２００９．８．１６ 小倉８着

２００７．３．１７生 牡４鹿 母 グリーンインディ 母母 Valthea ２０戦２勝 賞金 ２６，９００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キャッツテイル号は，平成２３年４月２０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８頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ８頭 グッドカレラ号・ツルマルシルバー号・バトルスウィーパー号・ヒシラグジャリー号・ピロートーク号・

フィールドウイナー号・ブレーヴキャンター号・ルロワ号
※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。



０６０６９ ３月２０日 曇 良 （２３阪神１）第８日 第９競走 ��
��１，４００�

い た み

伊丹ステークス
発走１４時３５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 １７，７００，０００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

１：２１．８
１：２１．８

稍重

稍重

１２ インペリアルマーチ 牡４黒鹿５７ U．リスポリ �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５４８－ ６１：２３．２ １．６�
（伊）

６１２ メイショウボンハオ 牡６鹿 ５７ 安藤 勝己松本 好雄氏 松永 昌博 静内 藤原牧場 ４８４－ ４１：２４．２６ ３．２�
４７ エ ア ウ ル フ 牡４栗 ５７ 川田 将雅 �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム B４６６－ ２１：２４．３クビ ７．５�
２３ アグネスマクシマム 牡７栗 ５７ 安部 幸夫渡辺 孝男氏 河内 洋 千歳 社台ファーム B４８０－ ２ 〃 ハナ ７６．９�

（愛知）

３６ ドリームスカイラブ 牡６黒鹿５７ 内田 博幸セゾンレースホース� 高橋 祥泰 平取 北島牧場 ５００－ ４１：２４．４� ３１．４�
４８ サンマルセイコー 牝８黒鹿５５ 武士沢友治相馬 勇氏 鈴木 勝美 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４８２－１０１：２４．８２� ４６１．０	
５１０ アポロラムセス 牡６芦 ５７ 吉田 豊アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 三石 中村 和夫 ４９０－１６ 〃 クビ １５３．９

７１４� セレスダイナミック 	８黒鹿５７ 和田 竜二岡 浩二氏 鈴木 孝志 加 Stonyfield

Farm ４９０＋ ２１：２５．１２ ６１４．７�
８１６ カネスラファール 牡７黒鹿５７ 熊沢 重文杉澤 光雄氏 小野 次郎 門別 坂 牧場 ４８０－１０１：２５．２クビ ５８０．２�
１１ フィールドジュエル 牡９鹿 ５７ 幸 英明地田 勝三氏 西園 正都 早来 ノーザンファーム B４９８－ ４ 〃 ハナ １４４．０
５９ スリーサンフレンチ 牡８鹿 ５７ 小林 徹弥永井商事� 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 ４８４－ ４１：２５．９４ ３４５．８�
８１５ メジロファルカル 牡８鹿 ５７ 国分 恭介�メジロ牧場 栗田 博憲 洞爺 メジロ牧場 ４９４－２２ 〃 アタマ ５０７．２�
７１３ ゴールドエンデバー 牡５鹿 ５７ 柴田 善臣�テンジン 矢野 照正 浦河 赤田牧場 ４９４－ ２ 〃 ハナ ３２．８�
６１１ オシャレキング 牡６鹿 ５７ 蛯名 正義松岡 隆雄氏 崎山 博樹 門別 ヤナガワ牧場 ５０８＋ ２１：２６．８５ ５８．６�
３５ ビヨンドマックス 牡５鹿 ５７ 横山 典弘松岡 隆雄氏 増本 豊 門別 下河辺牧場 ５３４＋ ４１：２７．５４ ２８．５�
２４ コウジンアルス 牡９栗 ５７ 北村 宏司加藤 興一氏 松山 将樹 静内 中田 浩美 B４８０－ ４１：２８．１３� ２２１．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３０，１８６，５００円 複勝： ６４，８４０，６００円 枠連： １７，５８５，５００円

普通馬連： ７８，５８０，１００円 馬単： ６１，４０６，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，７８１，２００円

３連複： １０９，２１０，８００円 ３連単： ２７８，０３０，８００円 計： ６６９，６２１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １１０円 � １４０円 枠 連（１－６） ２１０円

普通馬連 �� ２００円 馬 単 �� ３００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １４０円 �� ２１０円 �� ２５０円

３ 連 複 ��� ３６０円 ３ 連 単 ��� ８２０円

票 数

単勝票数 計 ３０１８６５ 的中 � １５７３７４（１番人気）
複勝票数 計 ６４８４０６ 的中 � ３４５７９５（１番人気）� １５０２２１（２番人気）� ５３６４３（３番人気）
枠連票数 計 １７５８５５ 的中 （１－６） ６３４１６（１番人気）
普通馬連票数 計 ７８５８０１ 的中 �� ２９１８５５（１番人気）
馬単票数 計 ６１４０６３ 的中 �� １５４０８４（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９７８１２ 的中 �� ６９０６６（１番人気）�� ３３２６０（２番人気）�� ２４４６３（３番人気）
３連複票数 計１０９２１０８ 的中 ��� ２２８１２０（１番人気）
３連単票数 計２７８０３０８ 的中 ��� ２５１７０４（１番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．６―１１．５―１１．９―１２．１―１１．６―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２２．９―３４．４―４６．３―５８．４―１：１０．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

インペリアルマーチ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２０１０．１．１７ 京都１着

２００７．５．８生 牡４黒鹿 母 キョウエイマーチ 母母 インターシャルマン ８戦４勝 賞金 ５３，０９９，０００円
※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。
（非当選馬）２２頭 アデュラリア号・アンシャンレジーム号・ヴィーヴァヴォドカ号・グローリールピナス号・ゴールデンプライズ号・

シャア号・シルクダイナスティ号・タイセイワイルド号・デイトユアドリーム号・トウショウカズン号・
トウショウクエスト号・ドリームクラウン号・ドリームトラベラー号・ノボレインボー号・ブラッシュアップ号・
マイエンブレム号・ミダースタッチ号・モアザンスマート号・ルティラーレ号・ロリンザーユーザー号・
ローレルレヴァータ号・ワンモアジョー号

（非抽選馬） １頭 イチエイクリッパー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

０６０７０ ３月２０日 曇 良 （２３阪神１）第８日 第１０競走 ��２，０００�
わ か ば

若葉ステークス
発走１５時１０分 （芝・右）（皐月賞トライアル）

３歳；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 １９，０００，０００円 ７，６００，０００円 ４，８００，０００円 ２，９００，０００円 １，９００，０００円
付 加 賞 ４９７，０００円 １４２，０００円 ７１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５８．１
１：５６．４

良

良

６１２ ダ ノ ン ミ ル 牡３栗 ５６ 浜中 俊�ダノックス 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４５６－ ６１：５９．１ ５１．４�

７１３ カ フ ナ 牡３黒鹿５６ 丸山 元気金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４７６＋ ４１：５９．２� １３．２�

２４ ダノンシャーク 牡３鹿 ５６ U．リスポリ�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 ４４０－ ４１：５９．３� ２．９�
（伊）

４８ ユニバーサルバンク 牡３黒鹿５６ 四位 洋文 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４７４＋１０１：５９．７２� ２．７�
３５ アドマイヤラクティ 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム ４７６－１０１：５９．９１� ３４．３�
１１ コ ン ノ ー ト 牡３鹿 ５６ 吉田 豊浜野順之助氏 松山 将樹 安平 ノーザンファーム ４７６－ ６ 〃 クビ ４６．８	
２３ サトノタイガー 牡３黒鹿５６ 的場 勇人里見 治氏 的場 均 千歳 社台ファーム ４５４－ ８２：００．０� ２７．９

５９ タツミリュウ 牡３栗 ５６ 幸 英明�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 ４７２－ ６２：００．３２ ２３０．０�
３６ リキサンマックス 牡３青鹿５６ 柴原 央明 �ハイパワー商事 昆 貢 新冠 村田牧場 B４４２± ０２：００．６２ ８．７�
１２ ミレニアルドリーム 牡３芦 ５６ 横山 典弘 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム ４７０－ ８２：００．９２ ２９．１
５１０ マイネルグラード 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 ビッグレッドファーム ５１０＋ ４２：０１．１１� １２６．２�
８１５ ヒラボクインパクト 牡３鹿 ５６ 北村 宏司�平田牧場 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 ４５６－１０２：０１．３１� １８．３�
４７ ヴェルデグリーン 牡３栗 ５６ 内田 博幸斎藤 光政氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ４４６－１８２：０１．６２ ２４．７�
７１４ ナムラダイキチ 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 ５００＋ ２２：０１．７� １９９．８�
６１１ コスモヘイガー 牡３栗 ５６ 和田 竜二 �ビッグレッドファーム 中村 均 新ひだか 増本牧場 ４９８－ ６２：０１．９１� １１．２�
８１６ ビップセレブアイ 牡３青鹿５６ 柴山 雄一鈴木 邦英氏 清水 久詞 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４７０± ０２：０２．０� ２５２．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３７，７９３，５００円 複勝： ６４，８３５，８００円 枠連： ２１，４５２，０００円

普通馬連： １２８，７３４，０００円 馬単： ６９，１６４，６００円 ワイド【拡大馬連】： ４４，１７３，９００円

３連複： １６８，０５５，８００円 ３連単： ３３０，２６１，８００円 計： ８６４，４７１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５，１４０円 複 勝 � １，０９０円 � ３３０円 � １６０円 枠 連（６－７） ４，７２０円

普通馬連 �� ２２，２１０円 馬 単 �� ４５，７００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５，７１０円 �� ２，２５０円 �� ９１０円

３ 連 複 ��� ２６，５５０円 ３ 連 単 ��� ２６９，３２０円

票 数

単勝票数 計 ３７７９３５ 的中 � ５８０５（１２番人気）
複勝票数 計 ６４８３５８ 的中 � １１７８４（１１番人気）� ４８０３０（４番人気）� １４７０３９（２番人気）
枠連票数 計 ２１４５２０ 的中 （６－７） ３３６０（１６番人気）
普通馬連票数 計１２８７３４０ 的中 �� ４２７９（４５番人気）
馬単票数 計 ６９１６４６ 的中 �� １１１７（９２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４４１７３９ 的中 �� １８４７（４６番人気）�� ４７７９（２２番人気）�� １２４８８（８番人気）
３連複票数 計１６８０５５８ 的中 ��� ４６７２（７３番人気）
３連単票数 計３３０２６１８ 的中 ��� ９０５（５４６番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１２．２―１２．１―１２．１―１２．２―１１．９―１１．６―１１．５―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．２―２３．１―３５．３―４７．４―５９．５―１：１１．７―１：２３．６―１：３５．２―１：４６．７

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダ ノ ン ミ ル �
�
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 ２０１０．１２．２６ 阪神２着

２００８．３．２４生 牡３栗 母 スターリーロマンス 母母 ミルレーサー ４戦２勝 賞金 ２８，０４７，０００円
※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 インプレザリオ号・エチゴイチエ号・エーシンミズーリ号・カピオラニパレス号・ガリレオバローズ号・

コティリオン号・シルクフラッシュ号・スリーケインズ号・ノーティカルスター号・メイショウトチワカ号
※一般事項Ⅴ－２の（４）によりダノンミル号・カフナ号は，皐月賞（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。



０６０７１ ３月２０日 曇 良 （２３阪神１）第８日 第１１競走 ��
��３，０００�第５９回阪 神 大 賞 典（ＧⅡ）

発走１５時４５分 （芝・右）
４歳以上；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減，２２．３．２０以降GⅠ競走（牝
馬限定競走を除く）１着馬２�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除
く）１着馬１�増，２２．３．１９以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�増（ただし２歳
時の成績を除く）

兵庫県知事賞・京阪神不動産株式会社賞（１着）
賞 品

本 賞 ６５，０００，０００円 ２６，０００，０００円 １６，０００，０００円 ９，８００，０００円 ６，５００，０００円
付 加 賞 １，０３６，０００円 ２９６，０００円 １４８，０００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

３：０２．５
３：０２．５

良

良

３３ ナムラクレセント 牡６鹿 ５７ 和田 竜二奈村 信重氏 福島 信晴 静内 八田ファーム ５００－ ６３：０４．４ ５．４�

２２ � コスモメドウ 牡４鹿 ５６ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 愛 Abergwaun
Farms ４６４－ ２３：０５．０３� ２．９�

６１０ モンテクリスエス 牡６鹿 ５７ 川田 将雅毛利 喜昭氏 松田 国英 門別 下河辺牧場 B５５２＋１０３：０５．１	 １２．６�
１１ コスモラピュタ 牡４鹿 ５６ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム ４７２－１０ 〃 クビ １８．２�
４５ メイショウドンタク 牡５黒鹿５７ 柴田 善臣松本 好雄氏 本田 優 浦河 太陽牧場 ５００－ ６ 〃 ハナ １０４．３�
５８ ゲシュタルト 牡４鹿 ５７ 藤岡 佑介畑佐 博氏 長浜 博之 新冠 細川農場 ５０４＋ ２３：０５．２� ９．６�
５７ 
 マカニビスティー 牡４青鹿５６ 北村 宏司備前島敏子氏 矢作 芳人 日高 山田 政宏 B４７８－１０３：０５．３� １６７．４	
７１２ オウケンブルースリ 牡６栗 ５８ 浜中 俊福井 明氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４８８－１０３：０５．４	 ４．９

６９ キタサンアミーゴ 牡５栗 ５７ 安藤 勝己�大野商事 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４４０－ ４３：０５．６１ ６．７�
８１４ エクセルサス 牡４栃栗５６ 幸 英明 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム ５２０－ ２３：０５．７	 １９．２�
８１３ シ グ ナ リ オ 牡７栗 ５７ 岩田 康誠齊藤四方司氏 手塚 貴久 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７６－ ８３：０７．０８ ８９．４
４６ トウカイトリック 牡９鹿 ５８ 藤田 伸二内村 正則氏 野中 賢二 三石 土田 扶美子 ４５２－ ６３：０７．６３� ２２．３�
３４ ロールオブザダイス 牡６栗 ５７ 蛯名 正義 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４６４＋１５３：０８．２３� ２２３．９�

（１３頭）
７１１ トーセンジョーダン 牡５鹿 ５８ 内田 博幸島川 �哉氏 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ７７，１０８，１００円 複勝： １１１，５６７，８００円 枠連： ５５，１９５，６００円

普通馬連： ３３８，６７０，０００円 馬単： １６８，１１６，１００円 ワイド【拡大馬連】： １０１，２４０，１００円

３連複： ４６６，７５１，１００円 ３連単： ９９４，９９９，２００円 計： ２，３１３，６４８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � １７０円 � １４０円 � ２６０円 枠 連（２－３） ７８０円

普通馬連 �� ７９０円 馬 単 �� ２，０１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３４０円 �� ７３０円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� ２，１２０円 ３ 連 単 ��� １１，６９０円

票 数

単勝票数 計 ７７１０８１ 的中 � １１３７５１（３番人気）
複勝票数 計１１１５６７８ 的中 � １７９０７６（２番人気）� ２７０８７０（１番人気）� ８６７０５（６番人気）
枠連票数 計 ５５１９５６ 的中 （２－３） ５２２５９（２番人気）
普通馬連票数 計３３８６７００ 的中 �� ３１７９８０（２番人気）
馬単票数 計１６８１１６１ 的中 �� ６１９２４（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１０１２４０１ 的中 �� ７９３１８（２番人気）�� ３２１７５（１１番人気）�� ４４２１１（６番人気）
３連複票数 計４６６７５１１ 的中 ��� １６２９２２（６番人気）
３連単票数 計９９４９９９２ 的中 ��� ６２８２１（２６番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．４―１１．９―１２．２―１２．７―１２．８―１２．８―１３．６―１２．５―１１．９―１２．３―１１．８―１１．８―１１．４―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００� ２，４００�
１２．８―２４．２―３６．１―４８．３―１：０１．０―１：１３．８―１：２６．６―１：４０．２―１：５２．７―２：０４．６―２：１６．９―２：２８．７

２，６００� ２，８００�
―２：４０．５―２：５１．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ナムラクレセント �
�
父 ヤマニンセラフィム �

�
母父 サクラシヨウリ デビュー ２００７．１２．２３ 阪神５着

２００５．４．２２生 牡６鹿 母 サクラコミナ 母母 サクラユウホー ２６戦７勝 賞金 ２６９，８９５，０００円
〔出走取消〕 トーセンジョーダン号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
※シグナリオ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

０６０７２ ３月２０日 小雨 良 （２３阪神１）第８日 第１２競走 ��
��１，４００�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

１：２１．８
１：２１．８

稍重

稍重

５１０ ピ ュ ー タ ー 牡４芦 ５７ 四位 洋文細川祐季子氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム ４９８± ０１：２３．８ ４．４�

７１４ メイショウヤワラ 牝６栗 ５５ 秋山真一郎松本 好雄氏 武田 博 浦河 三嶋牧場 ５３４－ ２１：２４．３３ ６．５�
８１５ タマモスクワート 牡６鹿 ５７ 村田 一誠タマモ� 中川 公成 新冠 対馬 正 ４９８－１０１：２４．４� ８．３�
６１１ ナックルパート 牡７鹿 ５７ 浜中 俊水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 ４９８＋１４１：２４．８２� ５８．８�
７１３ テクニカルラン 牝５鹿 ５５ 内田 博幸吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４１６－１２１：２５．０１	 １１．７�
５９ レッドヴァンクール 牡５鹿 ５７ 北村 宏司 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ５３２＋ ６１：２５．２１	 １３．８�
３５ アクティビューティ 牝４芦 ５５ 熊沢 重文	宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 ５０４－ ４ 〃 アタマ １２．８

６１２ リ ュ シ オ ル 牝５鹿 ５５ 岩田 康誠吉田 勝己氏 小島 太 早来 ノーザンファーム ４６４＋ ４ 〃 クビ ４．８�
４８ クルンプホルツ 牝６鹿 ５５ 川田 将雅 	サンデーレーシング 栗田 博憲 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６４－ ６１：２５．３クビ ５１．０�
３６ ダノンマイスター 牡５鹿 ５７ 横山 典弘�ダノックス 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４６４± ０ 〃 ハナ １３．６
１２ ヒラボクスペシャル 牝５黒鹿５５ 吉田 稔�平田牧場 大竹 正博 浦河 鎌田 正嗣 ４８０＋１２１：２５．７２� １２．６�

（愛知）

１１ コスモミカエル 牡４黒鹿５７ 松岡 正海 	ビッグレッドファーム 高柳 瑞樹 新冠 中央牧場 ５２０＋２２１：２５．８� ２６．７�
８１６ シルクパルサー 牡４鹿 ５７ 的場 勇人有限会社シルク尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ４９２＋ ６１：２５．９� ５９．１�
４７ エンシャントアーツ 牝６栗 ５５

５２ ▲高嶋 活士岡田 牧雄氏 柴崎 勇 静内 大典牧場 ４６４－１０１：２６．５３� ２６３．５�
２４ 
 エーシンブイムード 牝６青鹿５５ 丸山 元気�栄進堂 野中 賢二 米 R. Warren Lyster

& Jeanne Lyster ４５４＋１０ 〃 ハナ １８．２�
２３ オメガクリスマス 牝４鹿 ５５ 柴田 善臣原 �子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム B４５８＋ ６１：２６．６� ８２．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２９，９９３，１００円 複勝： ４９，６９９，８００円 枠連： ２７，４６４，４００円

普通馬連： １０３，９４８，７００円 馬単： ５４，２９８，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３８，８８７，７００円

３連複： １４５，１０１，８００円 ３連単： ２５７，４４７，２００円 計： ７０６，８４１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １９０円 � ２１０円 � ２４０円 枠 連（５－７） ７３０円

普通馬連 �� １，４２０円 馬 単 �� ２，７１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６４０円 �� ７３０円 �� ７７０円

３ 連 複 ��� ３，９８０円 ３ 連 単 ��� １５，４７０円

票 数

単勝票数 計 ２９９９３１ 的中 � ５３７７７（１番人気）
複勝票数 計 ４９６９９８ 的中 � ７７３８４（２番人気）� ６４０２８（３番人気）� ５０７１０（４番人気）
枠連票数 計 ２７４６４４ 的中 （５－７） ２８１０９（１番人気）
普通馬連票数 計１０３９４８７ 的中 �� ５４２６２（２番人気）
馬単票数 計 ５４２９８６ 的中 �� １４８３１（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３８８８７７ 的中 �� １５２５２（４番人気）�� １３１４９（５番人気）�� １２３９４（７番人気）
３連複票数 計１４５１０１８ 的中 ��� ２６９２７（４番人気）
３連単票数 計２５７４４７２ 的中 ��� １２２８５（１３番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．０―１１．８―１２．２―１２．５―１１．７―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．２―３５．０―４７．２―５９．７―１：１１．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ピ ュ ー タ ー �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００９．１２．６ 阪神７着

２００７．３．２７生 牡４芦 母 ユノブラウニー 母母 オ エ ノ セ ラ ８戦３勝 賞金 ２４，８００，０００円
〔制裁〕 アクティビューティ号の調教師柴田光陽は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金１０，０００円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の８頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ８頭 サトノロック号・サマーシルクロード号・スナークツバサ号・ダノンハラショー号・ティアップゴールド号・

トップオブザロック号・トムトム号・ニシノミーチャン号
※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。



（２３阪神１）第８日 ３月２０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 １８７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

３０４，９１０，０００円
３，２２０，０００円
１８，６００，０００円
２，７００，０００円
２８，８７０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６５，６９３，０００円
５，７５７，８００円
１，８５１，３００円

勝馬投票券売得金
２９９，５２４，６００円
５３５，６１６，６００円
２１３，３７３，３００円
９５９，４０１，６００円
５６３，５９１，３００円
３５８，３９７，７００円
１，３４９，６３３，４００円
２，５９８，０５５，４００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 ６，８７７，５９３，９００円

総入場人員 ２７，４４１名 （有料入場人員 ）


