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０９００１ ３月２６日 晴 良 （２３阪神２）第１日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時１０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 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 ４３４＋ ２１：１３．６ ３．４�

５９ ト レ ボ ー ネ 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝田上 雅春氏 大竹 正博 新ひだか 岡田スタツド ４５０－１０ 〃 クビ ５．３�
６１１ サカジロゴールド 牡３鹿 ５６ U．リスポリロイヤルパーク 崎山 博樹 浦河 宮内牧場 ５００＋ ４１：１４．２３� ３．５�

（伊）

２３ サンタンジェロ 牝３黒鹿５４ 内田 博幸村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４２８－１６１：１４．４１� １３．２�
６１２ 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 ４７４－ ２１：１４．５クビ ５．８�
１１ コスモロングロード 牝３鹿 ５４ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 清水 利章 清水 小野瀬 晃司 ４７４－ ８１：１５．５６ １７．４�
４７ クロサンジャック 牡３青鹿 ５６

５３ ▲横山 和生 �サンデーレーシング 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム ５４８ ―１：１５．６� ４３．２	
５１０ ジョウショーコトミ 牝３芦 ５４

５１ ▲花田 大昂熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 田中 元寿 B４３６± ０１：１５．８１� １５．１

４８ リュミエールゲラン 牝３鹿 ５４ 酒井 学平井 裕氏 河内 洋 日高 白井牧場 ４０２ ―１：１５．９� ６７．０�
１２ メイショウヘレン 牝３黒鹿５４ 上野 翔松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４１６ ―１：１６．０� １７９．９�
２４ カディッシュ 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠�ターフ・スポート松元 茂樹 新ひだか タイヘイ牧場 ４７４ ―１：１６．４２� ４０．７
７１４ ルネッサンスマン 牡３栗 ５６ 村田 一誠誓山 正伸氏 南田美知雄 様似 清水 誠一 ４４６ ―１：１６．５クビ ３６１．５�
８１６ ウジュンジャラン 牡３鹿 ５６ 伊藤 直人加藤 信之氏 斎藤 誠 日高 有限会社

ケイズ ４５８ ―１：１６．８２ ３４４．３�
８１５ シーエーユウカ 牝３鹿 ５４

５１ ▲国分 優作松田 整二氏 牧浦 充徳 新ひだか グランド牧場 ４７２＋ ４１：１７．２２� ３０．２�
７１３ ザッツオールライト 牡３栗 ５６ 幸 英明折手 邦雄氏 田島 良保 新ひだか 三石橋本牧場 ４５２ ―１：１８．９大差 ３０４．９�
３５ フォージドロイヤル �３栗 ５６ 小林 淳一�三登 佐藤 全弘 新ひだか 小河 豊水 ４２６ ―１：１９．９６ ５４７．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １０，１３６，２００円 複勝： ２０，４０４，５００円 枠連： ８，３９４，７００円

普通馬連： ３１，６７２，６００円 馬単： ２０，２５６，４００円 ワイド【拡大馬連】： １４，０４２，９００円

３連複： ４４，８５１，９００円 ３連単： ７０，６９９，２００円 計： ２２０，４５８，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １３０円 � １５０円 � １４０円 枠 連（３－５） ６３０円

普通馬連 �� ７９０円 馬 単 �� １，７７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３１０円 �� ２６０円 �� ３６０円

３ 連 複 ��� １，１４０円 ３ 連 単 ��� ５，２４０円

票 数

単勝票数 計 １０１３６２ 的中 � ２３９２９（１番人気）
複勝票数 計 ２０４０４５ 的中 � ４９５７１（１番人気）� ３２６７４（３番人気）� ４０９５８（２番人気）
枠連票数 計 ８３９４７ 的中 （３－５） ９８７０（３番人気）
普通馬連票数 計 ３１６７２６ 的中 �� ２９７５０（２番人気）
馬単票数 計 ２０２５６４ 的中 �� ８４５１（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４０４２９ 的中 �� １１０８４（２番人気）�� １４３０４（１番人気）�� ９２３４（４番人気）
３連複票数 計 ４４８５１９ 的中 ��� ２９２８４（２番人気）
３連単票数 計 ７０６９９２ 的中 ��� ９９６８（１番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１１．８―１１．６―１２．８―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．８―３５．６―４７．２―１：００．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．８―３F３８．０
３ ・（３，９）１０（１，６）１４（２，１１）１５，４（１２，１６）（８，１３）＝７＝５ ４ ・（３，９）１０，６，１－（２，１４，１１）－（４，１５，１２）８（１３，１６）－７＝５

勝馬の
紹 介

ジャマイカジョー �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー ２０１０．９．２６ 阪神８着

２００８．５．９生 牡３黒鹿 母 スペシャルワールド 母母 ウエスタンワールド １１戦１勝 賞金 １０，３５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ザッツオールライト号・フォージドロイヤル号は，平成２３年４月２６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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ファルブキング号・マグピーソング号
（非抽選馬） ３頭 サックノヤクソク号・ニシエイコメット号・ワンダーゴヴェルノ号
※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。

０９００２ ３月２６日 晴 良 （２３阪神２）第１日 第２競走 ��１，８００�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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

７１４ レッドジョーカー 牡３黒鹿５６ 横山 典弘 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 新ひだか 水上 習孝 ５１８＋ ２１：５６．１ ３．６�

１２ ヤマニンクラバット 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人土井 肇氏 佐藤 吉勝 浦河 廣田 伉助 ４８０± ０１：５６．２� ２０．８�
８１６ マイネルブレス 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 オリエント牧場 ４６６－ ４１：５６．３クビ ２９．７�
３５ ロードエフォール 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義 �ロードホースクラブ 菊川 正達 浦河 成隆牧場 ４７８＋ ４ 〃 ハナ １２．４�
３６ ヒラボクラッキー 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝�平田牧場 土田 稔 千歳 社台ファーム ４６４－ ２１：５６．５１� ３．０�
２３ ナ ヴ ラ ス 牡３鹿 ５６ 戸崎 圭太田所 英子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 ４５４ ―１：５６．６� １５．１�

（大井）

１１ シンワカントリー 牡３黒鹿 ５６
５５ ☆国分 恭介若尾 昭一氏 武 宏平 日高 エンドレス

ファーム ４９２＋ ２１：５６．７� １９．１	
５１０ マウンテンダイヤ 牡３鹿 ５６ 岩崎 祐己山本 堅治氏 服部 利之 浦河 日向牧場 ５０６ ―１：５７．１２� １２０．６

７１３ エルヴィスバローズ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司猪熊 広次氏 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B４７２－ ４ 〃 ハナ ７．０�
４８ アドマイヤリボー 牡３栗 ５６ 岩田 康誠近藤 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 ４５６－ ２１：５７．５２� ８．１�
６１２ ミラクルプラスワン 牡３芦 ５６ 吉田 豊竹森 幹雄氏 小西 一男 新冠 中央牧場 ４７０－ ６１：５７．７１� ４５．８
４７ モリトブイコール �３栗 ５６ 的場 勇人石橋 忠之氏 後藤 由之 平取 スガタ牧場 ４５８－ ２１：５８．３３� ３２．９�
２４ ディオルーチェ 牡３栗 ５６ 小林 淳一 �社台レースホース加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B５０６ ―１：５８．９３� ４３．５�
５９ スターブルーウッド 牝３栗 ５４

５１ ▲高嶋 活士飯田総一郎氏 柴崎 勇 新ひだか 落合 一巳 ４７４ ―１：５９．１１� ２８０．０�
８１５ ガンバルンバ 牝３栗 ５４ 大庭 和弥�橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 ４４０ ―２：００．２７ １６５．３�
６１１ メイショウヤマト 牡３鹿 ５６ 松岡 正海松本 好雄氏 河内 洋 新冠 高瀬牧場 ５４０ ―２：０３．６大差 ８２．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，８６８，０００円 複勝： ２１，９７０，５００円 枠連： １１，４５４，６００円

普通馬連： ２９，３０５，５００円 馬単： ２１，５２４，５００円 ワイド【拡大馬連】： １５，２０２，０００円

３連複： ４７，１１４，８００円 ３連単： ７１，６５２，１００円 計： ２３０，０９２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １７０円 � ４３０円 � ７１０円 枠 連（１－７） ９４０円

普通馬連 �� ３，２１０円 馬 単 �� ５，２６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１００円 �� ２，５７０円 �� ６，２２０円

３ 連 複 ��� ３６，９２０円 ３ 連 単 ��� １４７，７１０円

票 数

単勝票数 計 １１８６８０ 的中 � ２６０６５（２番人気）
複勝票数 計 ２１９７０５ 的中 � ４５２３６（２番人気）� １１９７４（６番人気）� ６７０２（８番人気）
枠連票数 計 １１４５４６ 的中 （１－７） ９０６７（５番人気）
普通馬連票数 計 ２９３０５５ 的中 �� ６７５５（１２番人気）
馬単票数 計 ２１５２４５ 的中 �� ３０２４（１９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５２０２０ 的中 �� ３５１８（１１番人気）�� １４４９（２９番人気）�� ５８７（５２番人気）
３連複票数 計 ４７１１４８ 的中 ��� ９４２（９７番人気）
３連単票数 計 ７１６５２１ 的中 ��� ３５８（３９９番人気）

ハロンタイム １３．１―１１．０―１３．３―１２．９―１３．１―１３．１―１２．７―１３．１―１３．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２４．１―３７．４―５０．３―１：０３．４―１：１６．５―１：２９．２―１：４２．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．７―３F３９．６
１
３
６，７（５，１４）（１０，１３）－（１，１１）－２，８（３，４）１６（１２，９）＝１５・（６，７）（５，１４）１３，１０，１，２（３，８）（１６，１１）－（４，１２）９－１５

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

レッドジョーカー �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．１．１６ 中山５着

２００８．４．７生 牡３黒鹿 母 タイフウジョオー 母母 ラツキーゲスト ４戦１勝 賞金 ６，９５０，０００円
〔制裁〕 ディオルーチェ号の騎手小林淳一は，２コーナー手前で内側に斜行したことについて戒告。（１２番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウヤマト号は，平成２３年４月２６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。
（非当選馬） ２頭 カレンジェニオ号・ランドスケープ号
（非抽選馬） ６頭 アウリーストーム号・テイエムギンリュウ号・トラファルガー号・ピースワンボーイ号・マイネルタイムレス号・

マサノエクスプレス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

第２回　阪神競馬　第１日



０９００３ ３月２６日 晴 良 （２３阪神２）第１日 第３競走 ��
��２，２００�サラブレッド系３歳

発走１１時１０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

２：１０．９
２：１０．１

良

良

４７ クレスコグランド 牡３栗 ５６ 浜中 俊堀川 三郎氏 石坂 正 千歳 社台ファーム ４９６－ ４２：１５．４ ５．７�

８１７ ネオブラックダイヤ 牡３青鹿５６ 北村 宏司小林 仁幸氏 鹿戸 雄一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５０２± ０２：１５．６１� ６．９�

１２ イイデジャパン 牡３黒鹿５６ 幸 英明 �アールエスエーカントリ北出 成人 新冠 武田牧場 ４７６± ０２：１５．７クビ ６．９�
８１６ マイネルマーク 牡３青鹿５６ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム B４５６－ ２ 〃 ハナ １３．９�
３５ ホッコーブレーヴ 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人矢部 幸一氏 松永 康利 浦河 高昭牧場 ４５６＋ ２２：１５．８� ３９．９�
８１８ アドマイヤカーリン 牡３青鹿５６ 岩田 康誠近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム B４６０－ ２２：１６．０１� ２．４�
６１２ ケイアイアレス 牡３栗 ５６ 戸崎 圭太 �啓愛義肢材料販売所 奥平 雅士 新冠 村上 雅規 ４７６＋ ２２：１６．５３ ５０．６	

（大井）

２３ ディアビクサス 牡３芦 ５６ 蛯名 正義寺田千代乃氏 加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６０ ― 〃 ハナ １６．８


５１０� ヨ ロ コ ビ 牡３青鹿５３ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 斎藤 誠 新 M R
Nicholson ４３４ ― 〃 アタマ ２７６．８�

１１ リアルボイス 牝３栗 ５４ 江田 照男宮川 純造氏 中川 公成 新冠 隆栄牧場 ４４８ ―２：１６．８２ ２８７．９
７１５ アレアーラック 牡３栗 ５６ 小牧 太松本 俊廣氏 河野 通文 日高 浜本牧場 ４７４－ ８２：１６．９� １９．４�
４８ イノセントムーン 牝３鹿 ５４ U．リスポリ 金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４３８ ― 〃 ハナ ５７．４�
（伊）

６１１ ワンダージュネス 牡３鹿 ５６
５３ ▲国分 優作山本 信行氏 羽月 友彦 新ひだか フクダファーム ４５８ ―２：１７．６４ ２１３．７�

２４ アールモナムール 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝星野 良二氏 上原 博之 大樹 熱川 牧場 ４６８ ―２：１７．７� ２２４．６�
３６ ピ カ ソ 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５０２＋ ２２：１８．４４ １３．９�
７１３ エーブマンガン 牡３鹿 ５６ 田中 勝春 �レーシングホース

ジャパン 清水 利章 日高 山田 政宏 ４５０－ ２２：１８．８２� ４８．８�
５９ クーガーストリート 牡３青鹿５６ 柴田 善臣 �社台レースホース鮫島 一歩 千歳 社台ファーム ４９８ ―２：１８．９� ８５．８�
７１４ イッツリトゥン 牡３栗 ５６ 鈴来 直人 U.M.K. 松山 将樹 浦河 室田 千秋 ４７０ ―２：１９．１１ ４１５．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １７，２４１，５００円 複勝： ３４，５０９，４００円 枠連： １４，６６８，５００円

普通馬連： ３８，４８５，９００円 馬単： ２４，４９０，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，７６０，６００円

３連複： ６２，１８１，０００円 ３連単： ８７，４５６，７００円 計： ２９９，７９４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５７０円 複 勝 � １８０円 � ２２０円 � ２４０円 枠 連（４－８） ３００円

普通馬連 �� １，７８０円 馬 単 �� ２，９００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５９０円 �� ５１０円 �� ９２０円

３ 連 複 ��� ３，０２０円 ３ 連 単 ��� １４，８９０円

票 数

単勝票数 計 １７２４１５ 的中 � ２４２１８（２番人気）
複勝票数 計 ３４５０９４ 的中 � ５５３７３（２番人気）� ４０４０４（３番人気）� ３５９６７（４番人気）
枠連票数 計 １４６６８５ 的中 （４－８） ３６５０９（１番人気）
普通馬連票数 計 ３８４８５９ 的中 �� １６０１５（６番人気）
馬単票数 計 ２４４９０６ 的中 �� ６２４５（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０７６０６ 的中 �� ８８４６（６番人気）�� １０４９０（４番人気）�� ５３５４（１０番人気）
３連複票数 計 ６２１８１０ 的中 ��� １５２１０（８番人気）
３連単票数 計 ８７４５６７ 的中 ��� ４３３６（２８番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．５―１１．６―１３．２―１３．３―１２．９―１２．８―１２．１―１１．３―１１．８―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．６―２４．１―３５．７―４８．９―１：０２．２―１：１５．１―１：２７．９―１：４０．０―１：５１．３―２：０３．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．５―３F３５．４
１
３

１３，１８，１７，３（７，１６）（２，６）（９，１２）（５，１０，１５）８（１，１１）－４－１４・（１３，１８，１７）（３，７，１６）２（６，１２）（５，１０，１５）（１，８）４（１１，９）＝１４
２
４
１３，１８（３，１７）（７，１６）２，６，１２（５，１０）（９，１５）８，１，１１，４－１４・（１３，１８，１７）（３，７，１６）２，１２（５，１５）（６，１０，８）１，１１，４－９－１４

勝馬の
紹 介

クレスコグランド �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．１．５ 京都２着

２００８．１．３１生 牡３栗 母 マンハッタンフィズ 母母 サトルチェンジ ４戦１勝 賞金 ９，６００，０００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。
（非当選馬） ４頭 アドマイヤアロング号・ティズサンデー号・テンペル号・マリアヴェロニカ号
（非抽選馬） ４頭 カルテット号・タイソンバローズ号・トーセンリョウマ号・ハードボイルド号
※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。

０９００４ ３月２６日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２３阪神２）第１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

６１０ ヒカリアライブ 牡５鹿 ６０ 佐久間寛志當山 �則氏 牧田 和弥 日高 中川牧場 ４３０＋ ４３：１９．７ １０．１�

５８ ハイデフィニション 牝６鹿 ５８ 小坂 忠士岡田 牧雄氏 佐山 優 三石 川端牧場 ５１４－ ２３：２０．８７ ９．２�
７１１ ビービースカット 牡４青鹿５９ 西谷 誠�坂東牧場 領家 政蔵 日高 森本牧場 ５１２± ０３：２０．９クビ ３．３�
８１４� スズカワイルド 牡６黒鹿６０ 林 満明永井 啓弍氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 ４８２－ ６３：２１．２１� ４．３�
１１ ディアマイホース 牡５黒鹿６０ 江田 勇亮吉橋 計氏 菊沢 隆徳 えりも 寺井 文秀 ４９６－ ４ 〃 クビ ７．４�
４５ オールフォーミー 牝６鹿 ５８ 横山 義行有限会社シルク清水 英克 静内 千代田牧場 ４７８± ０３：２１．３� ７．３	
２２ ゴールデンガッツ 牡６栗 ６０ 北沢 伸也
協栄 加用 正 門別 タバタファーム ５１０＋１８３：２３．９大差 １２．０�
３４ スマイルキング �５黒鹿６０ 五十嵐雄祐齊藤四方司氏 藤原 辰雄 日高 下河辺牧場 ４７４－１８３：２４．１１	 ６６．１�
６９ メゾンドブルボン �４鹿 ５９ 大江原 圭吉田 勝己氏 藤原 辰雄 安平 ノーザンファーム ４８２－ ４３：２４．５２� １１６．６
３３ マイプリティワン 牡７鹿 ６０ 中村 将之松岡 隆雄氏 崎山 博樹 新冠 若林牧場 ４７６－ ４３：２５．１３� ２０．２�
５７ 
� ア ン ボ ネ イ �５黒鹿６０ 宗像 徹吉田 和美氏 尾関 知人 豪 Huntwort

h Stud ４９４＋ ２３：２５．９５ ８７．４�
８１３ シルクパナシア 牡６鹿 ６０ 金子 光希有限会社シルク鈴木 伸尋 静内 千代田牧場 ４８０± ０３：２７．９大差 ３０．３�
４６ スピリットワン 牡４青鹿５９ 平沢 健治芹澤 精一氏 阿部 新生 浦河 金成吉田牧場 ４６４－ ２３：３１．５大差 １８８．８�
７１２ スカイボーイング 牡５黒鹿６０ 岩崎 祐己小林 久義氏 梅田 智之 新冠 飛渡牧場 ４９６＋１２ （競走中止） ３１．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １０，１３０，４００円 複勝： １７，６９１，７００円 枠連： ８，９７７，７００円

普通馬連： ２７，６９６，８００円 馬単： １９，１５６，０００円 ワイド【拡大馬連】： １１，９７２，９００円

３連複： ４３，６１４，３００円 ３連単： ６７，１９１，６００円 計： ２０６，４３１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０１０円 複 勝 � ２９０円 � ２５０円 � １６０円 枠 連（５－６） ４，３６０円

普通馬連 �� ４，８７０円 馬 単 �� ９，６６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４５０円 �� ５７０円 �� ６４０円

３ 連 複 ��� ４，１７０円 ３ 連 単 ��� ３８，５６０円

票 数

単勝票数 計 １０１３０４ 的中 � ７９４６（６番人気）
複勝票数 計 １７６９１７ 的中 � １４０５４（６番人気）� １６９８３（５番人気）� ３６９０７（１番人気）
枠連票数 計 ８９７７７ 的中 （５－６） １５２２（２１番人気）
普通馬連票数 計 ２７６９６８ 的中 �� ４１９８（２２番人気）
馬単票数 計 １９１５６０ 的中 �� １４６４（４３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１９７２９ 的中 �� １９３２（２１番人気）�� ５４２２（４番人気）�� ４６８２（７番人気）
３連複票数 計 ４３６１４３ 的中 ��� ７７２８（１２番人気）
３連単票数 計 ６７１９１６ 的中 ��� １２８６（１２９番人気）

上り １マイル １：４６．８ ４F ５１．９－３F ３９．３
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヒカリアライブ �
�
父 バブルガムフェロー �

�
母父 アンバーシヤダイ デビュー ２００９．３．２９ 阪神８着

２００６．５．２６生 牡５鹿 母 クリスタルデュー 母母 マウンテンデユー 障害：１５戦１勝 賞金 ２６，３８０，０００円
〔競走中止〕 スカイボーイング号は，１周目７号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。
※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。
（非抽選馬） ７頭 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・スズカケノミチ号・ベートーヴェン号・

マジェスティバイオ号・ミスタールイス号



０９００５ ３月２６日 晴 良 （２３阪神２）第１日 第５競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１２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

１：０７．１
１：０６．５

良

良

１１ ツルマルレオン 牡３鹿 ５６ 小牧 太鶴田 任男氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 ５００－ ８１：０９．４ ２．６�

７１３ ベ リ ア ル 牡３栗 ５６ 福永 祐一田原 邦男氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム ４４０－ ４１：０９．９３ ４．７�
６１１ レッドエレンシア 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 浦河 信岡牧場 ４１０－ ８１：１０．１１� ７．５�
８１５ ピーエムヘクター 牡３鹿 ５６ 戸崎 圭太松山 毅氏 和田正一郎 安平 追分ファーム ４６０－１０ 〃 ハナ ６５．９�

（大井）

３５ ヤマニンパピオネ 牝３芦 ５４
５１ ▲横山 和生土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 ４７２－ ６ 〃 クビ ３．９�

１２ � エーシンカリオーン 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠�栄進堂 高野 友和 浦河 高村牧場 ４５０± ０ 〃 アタマ ８９．６�
５９ サカジロキング 牡３鹿 ５６ 和田 竜二ロイヤルパーク 高野 友和 浦河 目名太山口

牧場 ４５０＋ ４１：１０．３１� ２５．１	
５１０� シークレットベース 牝３鹿 ５４ 浜中 俊山口 春夫氏 和田正一郎 日高 旭 牧場 ４０４－１８ 〃 アタマ ２７．１

４７ トラストワン 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介大八木信行氏 庄野 靖志 浦河 村下農場 ４８４－ ２ 〃 クビ １８．５�
３６ ブレスマイハート 牝３鹿 ５４ 武士沢友治岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 折手牧場 ４２４－ ６１：１０．５１ ２３８．４�
２４ コ ロ カ ム イ �３栗 ５６ 小林 徹弥蛭川 年明氏 目野 哲也 浦河 ひるかわ育

成牧場 ４５２＋ ６１：１０．６	 １９．１
２３ � デスティニーホープ 牝３黒鹿５４ 北村 宏司栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 モリナガファーム ４２８－１０１：１０．９１
 ２５２．２�
７１４ メジロミョウホウ 牝３鹿 ５４ 幸 英明�メジロ牧場 尾形 充弘 洞爺湖 メジロ牧場 ４５４－２４１：１１．２１
 ４６．８�
８１６ オースミドライバー 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎�オースミ 武田 博 安平 ノーザンファーム ４８０± ０ 〃 ハナ ５４．０�
６１２� コパノテンジン 牡３鹿 ５６ 津村 明秀小林 祥晃氏 菊沢 隆徳 新ひだか 谷岡牧場 ４６４＋１２１：１１．５２ ２７１．１�
４８ � ナガラローマン 牝３鹿 ５４ 東川 公則柴田多加司氏 後藤 保 浦河トラストスリーファーム ４２２－ ２１：１２．１３	 ７０１．７�

（笠松） （笠松）

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，０２８，６００円 複勝： ２７，２２２，３００円 枠連： １０，１４０，７００円

普通馬連： ４１，０２２，７００円 馬単： ２６，４１５，８００円 ワイド【拡大馬連】： １７，７０２，４００円

３連複： ５３，７３７，３００円 ３連単： ９３，７４４，７００円 計： ２８６，０１４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １２０円 � １５０円 � １９０円 枠 連（１－７） ５８０円

普通馬連 �� ５９０円 馬 単 �� １，２００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２９０円 �� ３３０円 �� ４５０円

３ 連 複 ��� １，１８０円 ３ 連 単 ��� ４，７４０円

票 数

単勝票数 計 １６０２８６ 的中 � ５０３１０（１番人気）
複勝票数 計 ２７２２２３ 的中 � ７４３７７（１番人気）� ４９０７０（２番人気）� ３０２９２（４番人気）
枠連票数 計 １０１４０７ 的中 （１－７） １３１０１（２番人気）
普通馬連票数 計 ４１０２２７ 的中 �� ５１７４６（１番人気）
馬単票数 計 ２６４１５８ 的中 �� １６３０１（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７７０２４ 的中 �� １６４３３（１番人気）�� １３４９４（３番人気）�� ９２３４（５番人気）
３連複票数 計 ５３７３７３ 的中 ��� ３３６３６（２番人気）
３連単票数 計 ９３７４４７ 的中 ��� １４６１９（２番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．２―１１．２―１１．０―１１．８―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．５―３４．７―４５．７―５７．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．９―３F３４．７
３ ６，１１（４，５）１３（２，１０）（９，１４）１，７（８，１５）－１２－（３，１６） ４ ・（６，１１）（４，１３）９，５（２，１，１４）１０（７，１５）８－１２，１６，３

勝馬の
紹 介

ツルマルレオン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Kingmambo デビュー ２０１０．１０．９ 京都３着

２００８．４．３０生 牡３鹿 母 カ ス ト リ ア 母母 More Silver ６戦２勝 賞金 １７，１００，０００円
〔制裁〕 ヤマニンパピオネ号の騎手横山和生は，３コーナーで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（１０番への進路影響）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）３０頭 アスターウィング号・アルトゥバン号・ウルトラファイン号・エランドール号・エンジョイタイム号・

エーティーガンダム号・エーティーランボー号・クイックスター号・コーラルビュー号・サルココッカ号・
サーストンサブリナ号・シゲルカンリカン号・ジョーアカリン号・セキサンキセキ号・ゼフィランサス号・
ダイメイジャパン号・ダコール号・チェリービスティー号・テイエムアモーレ号・トツゼンノハピネス号・
ハワイアンシュガー号・ビットスターダム号・ビューティバラード号・ビービーマキシマス号・ブラウンマシーン号・
マイネルロガール号・マスターグレイマン号・マンテンリューマ号・ライヴドリームス号・リュウシンヒーロー号

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

０９００６ ３月２６日 晴 良 （２３阪神２）第１日 第６競走 ��
��１，４００�サラブレッド系４歳以上

発走１３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

１：２１．８
１：２１．８

稍重

稍重

４７ マジックアロー 牡５鹿 ５７ 四位 洋文�杵臼牧場 新川 恵 浦河 杵臼牧場 B４５８－ ４１：２５．１ ４．３�

１２ � トーホウペガサス 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣東豊物産� 古賀 史生 日高 竹島 幸治 ５０２＋ ３１：２５．３１� １８．８�
５９ ヴィクトリーマーチ 牝４栗 ５５ 岩田 康誠吉田 正志氏 大久保龍志 安平 追分ファーム ４４２－ ４１：２５．８３ ６．７�
５１０� スズノチーフベアー 牡４栗 ５７

５６ ☆国分 恭介阿部 雅子氏 五十嵐忠男 日高 大沢育成牧場 B４５４＋ ６１：２６．０１	 ９．３�
１１ シゲルケンシン 牡４鹿 ５７ 小牧 太森中 蕃氏 沖 芳夫 浦河 中村 雅明 ４７６± ０１：２６．１	 ３．６�
６１２� マジンプロスパー 牡４栗 ５７ 浜中 俊佐々木主浩氏 中尾 秀正 新冠 ハシモトフアーム ５０４＋ ４１：２６．３１� ９．５	
３６ ダイシンサーベル 牡６黒鹿５７ 藤岡 佑介大八木信行氏 松元 茂樹 門別 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４８６＋１２１：２６．７２	 ４１．０

８１６ ス パ ラ ー ト 牡５黒鹿５７ 武 豊 �キャロットファーム 武藤 善則 安平 ノーザンファーム B４５４－ ２１：２６．８	 ５．２�
２４ � アルファジュレ 牝４栗 ５５ 吉田 豊�貴悦 田村 康仁 新ひだか 澤田 嘉隆 ４９４－１０１：２７．１１
 ２９５．７�
６１１� サバイヴアゲン 牡４鹿 ５７ 江田 照男浅川 皓司氏 中野 栄治 浦河 恵比寿牧場 ５２４－１３１：２７．２クビ ２７３．４
７１４ ヴェリタスローズ 牝４青 ５５ 池添 謙一松本 肇氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 ４５０± ０１：２７．４１� １４．８�
４８ � ゴールインマーク 牡４鹿 ５７ 柴田 大知�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム ４８４－２２１：２７．７２ ５４．０�
８１５ ヨシインゾーン 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲平野 優田辺 喜彦氏 嶋田 潤 新冠 ヒノデファーム ４８４＋ ４１：２８．３３	 ３２２．８�
２３ � コパノファンタメ 牝５鹿 ５５

５２ ▲国分 優作小林 祥晃氏 田中 剛 浦河 高野牧場 B４９６＋１４１：２８．４	 ２２３．０�
７１３�� エリモパンサー 牝４黒鹿５５ 川田 将雅山本 慎一氏 鮫島 一歩 米 Bengal Blood-

stock, LLC ４７６－１３１：２９．４６ １０５．５�
３５ � ラブコマドリー 牝４栗 ５５ 和田 竜二増田 陽一氏 牧田 和弥 新ひだか 加野牧場 ４７６＋ ２ 〃 クビ １５５．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，０９５，２００円 複勝： ２８，４１３，５００円 枠連： １２，３２６，９００円

普通馬連： ３９，７８８，０００円 馬単： ２５，９８２，３００円 ワイド【拡大馬連】： １９，０９６，４００円

３連複： ６３，１３８，３００円 ３連単： ９６，０１１，９００円 計： ３００，８５２，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １７０円 � ４１０円 � ２００円 枠 連（１－４） ６３０円

普通馬連 �� ６，９２０円 馬 単 �� １２，４９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，１００円 �� ５８０円 �� ２，３３０円

３ 連 複 ��� １４，８２０円 ３ 連 単 ��� ９１，２００円

票 数

単勝票数 計 １６０９５２ 的中 � ２９７２８（２番人気）
複勝票数 計 ２８４１３５ 的中 � ５０９４１（２番人気）� １４６４０（８番人気）� ３８８４６（４番人気）
枠連票数 計 １２３２６９ 的中 （１－４） １４５２２（３番人気）
普通馬連票数 計 ３９７８８０ 的中 �� ４２４７（２３番人気）
馬単票数 計 ２５９８２３ 的中 �� １５３６（４３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９０９６４ 的中 �� ２１７２（２７番人気）�� ８７０３（５番人気）�� １９４６（２９番人気）
３連複票数 計 ６３１３８３ 的中 ��� ３１４６（４５番人気）
３連単票数 計 ９６０１１９ 的中 ��� ７７７（２７０番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．７―１１．６―１２．３―１１．９―１３．０―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２２．８―３４．４―４６．７―５８．６―１：１１．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マジックアロー �
�
父 テイエムオペラオー �

�
母父 Danehill デビュー ２００９．３．７ 阪神１着

２００６．３．１３生 牡５鹿 母 ファーナリー 母母 Fern １７戦２勝 賞金 ２７，５８０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ４頭 アウトオブオーダー号・シークロノス号・ダノンボルケーノ号・ツリーズオブホープ号



０９００７ ３月２６日 晴 良 （２３阪神２）第１日 第７競走 ��
��２，０００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時３０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

２：０１．０
２：０１．０

不良

不良

６１２ ハートビートソング 牡４栗 ５７ 秋山真一郎 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム ５１０＋ ６２：０５．０ ３．５�

３６ リ コ リ ス 牝５鹿 ５５ 蛯名 正義諸江 幸祐氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム ４９４－１６２：０５．４２� ５．６�
１１ ロードイノセント 牡５鹿 ５７ U．リスポリ �ロードホースクラブ 池江 泰寿 三石 ケイアイファーム ５８４± ０２：０５．６１� ５．１�

（伊）

８１６ メイクセンス 牡６栗 ５７ 福永 祐一平田 修氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ５００＋ ２２：０６．１３ １９．２�
４８ トップオブパンチ 牡５鹿 ５７ 松岡 正海横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム ５０８＋ ８２：０６．４２ ４．９�
２４ アドマイヤプレミア 牡４芦 ５７ 川田 将雅近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム ４１２－ ４２：０６．６１� １５．８	
８１５ カシマストロング 牡４鹿 ５７ 田中 勝春�カシマ 高市 圭二 浦河 中山牧場 ４８８－ ２２：０６．７クビ ８．５

３５ ドリームリバイバル 牡６栗 ５７ 中谷 雄太セゾンレースホース� 畠山 重則 新冠 オリエント牧場 ４７８＋ ６２：０６．９１� ２６．８�
５９ ドビュッシー 牡４栗 ５７ 柴田 善臣 �ワールド・パーム 高橋 裕 新ひだか 斉藤スタッド ４８８－ ６ 〃 クビ ７０．７�
７１４ ダイビングキャッチ 牡４芦 ５７ 岩田 康誠島田 久氏 柴崎 勇 日高 今井牧場 ４６２－１０２：０７．３２� ５１．７
５１０ アポカリプス 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝山上 和良氏 中川 公成 新ひだか 前谷 武志 ５００＋１４２：０７．４� ９１．８�
１２ グラスブラスト 牡６青鹿５７ 幸 英明半沢� 尾形 充弘 千歳 社台ファーム ５１２＋ ４２：０７．６１� ４３．６�
４７ 	 ワンダーティンバー 牡７栗 ５７ 和田 竜二山本 信行氏 阿部 新生 新冠 村上牧場 ４７４－１４２：０７．７
 ４２８．６�
６１１ オリエンタルコール 牡４鹿 ５７ 酒井 学棚網 基己氏 田所 秀孝 浦河 有限会社

松田牧場 ４４６－ ８２：０８．６５ ２７．５�
２３ トーセンルーチェ 牡５栗 ５７

５４ ▲横山 和生島川 �哉氏 鈴木 康弘 新冠 ハシモトフアーム ５７６＋ ２２：０８．９１
 ８８．１�
７１３	 コブラボール 牡７青鹿５７ 戸崎 圭太吉橋 計氏 石毛 善彦 えりも 寺井 文秀 ４８２－ ５２：０９．６４ ２０６．９�

（大井）

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，８１９，０００円 複勝： ３３，２８８，５００円 枠連： １４，９３９，０００円

普通馬連： ４８，８２６，９００円 馬単： ２８，７８０，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，８８３，１００円

３連複： ６９，３４７，９００円 ３連単： １０９，３７６，４００円 計： ３４５，２６１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １７０円 � １９０円 � １８０円 枠 連（３－６） ８４０円

普通馬連 �� １，１６０円 馬 単 �� ２，１８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５５０円 �� ４５０円 �� ５８０円

３ 連 複 ��� １，９６０円 ３ 連 単 ��� ７，７５０円

票 数

単勝票数 計 １８８１９０ 的中 � ４３２０３（１番人気）
複勝票数 計 ３３２８８５ 的中 � ５３５０９（２番人気）� ４４８７３（４番人気）� ５０７５７（３番人気）
枠連票数 計 １４９３９０ 的中 （３－６） １３１８５（１番人気）
普通馬連票数 計 ４８８２６９ 的中 �� ３１２８５（４番人気）
馬単票数 計 ２８７８０６ 的中 �� ９７４９（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１８８３１ 的中 �� ９８４３（６番人気）�� １２５１６（１番人気）�� ９２７７（７番人気）
３連複票数 計 ６９３４７９ 的中 ��� ２６１１５（２番人気）
３連単票数 計１０９３７６４ 的中 ��� １０４１９（２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２４．４―３５．９―４９．３―１：０１．５―１：１４．３―１：２６．６―１：３８．９―１：５１．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハートビートソング �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１０．２．１３ 京都１着

２００７．４．１７生 牡４栗 母 フィールグルービー 母母 プレイヤーホイール ６戦３勝 賞金 ４７，０４８，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ドリームハッチ号・メジロティモン号
（非抽選馬） ７頭 シークレバー号・スーサンストリーム号・トレジャーバトル号・ニシノスローン号・ミウラリチャード号・

ロジサイレンス号・ロッソネロ号
※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。

０９００８ ３月２６日 晴 良 （２３阪神２）第１日 第８競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１４時００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

６１２ カフェマーシャル 牡５芦 ５７ 後藤 浩輝西川 恭子氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 ５１０－１０１：１２．２ １５．６�

４８ ハンマープライス 牡５栗 ５７ 蛯名 正義 �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ４９０－１０１：１２．４１� ５．１�
３６ リバーアゲイン 牡６栗 ５７ 藤岡 佑介河越 武治氏 作田 誠二 三石 沖田 忠幸 ４７６－ ６ 〃 ハナ ７．０�
２３ � ジートップキセキ 牡６栗 ５７ 三浦 皇成�南原商事 本間 忍 静内 岡田スタツド ５０２－ ６ 〃 ハナ ２２．４�
８１６ トウカイポプリ 牝６青鹿 ５５

５２ ▲国分 優作内村 正則氏 高柳 瑞樹 新冠 長浜牧場 B４３６－１０ 〃 ハナ ９１．２�
８１５� ネオファロス 牡６栗 ５７ 秋山真一郎小林 仁幸氏 野中 賢二 千歳 社台ファーム B５０２－ ２１：１２．６� ３９．０	
５９ オ オ ヒ メ 牝７黒鹿５５ 吉田 隼人武田 康氏 柄崎 孝 茨城 武田 豊文 ５３４－１６１：１２．９２ ５５．８

１１ オ ク ル ス 牝４鹿 ５５ 田中 勝春山本弥恵子氏 松永 康利 青森 明成牧場 ４４４－ ８１：１３．０� ２．０�
４７ チャームドリーム 牝５鹿 ５５ U．リスポリタマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 ４９２－ ８１：１３．１クビ ２５．７�

（伊）

６１１ ク ナ ン ガ ン 牝４黒鹿５５ 松岡 正海加藤 信之氏 斎藤 誠 日高 いとう牧場 ４８６－ ８１：１３．７３� ２６１．２
５１０ スプラッシュエンド 牡５栗 ５７ 北村 宏司広尾レース� 鹿戸 雄一 浦河 三嶋牧場 ４９６－ ４ 〃 クビ １２．８�
１２ � ギ ガ ワ ッ ト 牡４黒鹿５７ 江田 照男�木村牧場 高橋 裕 日高 木村牧場 ５２４± ０１：１３．８クビ １３４．２�
７１４ ストームツイスター 牝５栗 ５５ 四位 洋文太田 美實氏 千田 輝彦 新ひだか 藤原牧場 ４４６－１０１：１３．９� １９．９�
７１３ ケイアイクライム 牡４黒鹿５７ 横山 典弘 �啓愛義肢材料販売所 鈴木 康弘 新ひだか 佐竹 学 ５１６＋１６１：１４．０� １６．４�
２４ ノ ボ ク ン 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠�LS.M 天間 昭一 浦河 高昭牧場 ４７０－ ６１：１４．５３ ９８．６�
３５ ア ム ネ リ ス 牝６鹿 ５５ 武士沢友治 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 本郷 一彦 浦河 ヒダカフアーム ４５０－１２１：１４．９２� １９２．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，１３５，４００円 複勝： ３６，６２４，２００円 枠連： １６，７２８，７００円

普通馬連： ６０，９０２，０００円 馬単： ３８，８３０，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，６８３，９００円

３連複： ８３，０９９，１００円 ３連単： １３８，５４５，０００円 計： ４２３，５４８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５６０円 複 勝 � ３２０円 � ２００円 � ２３０円 枠 連（４－６） ３，７５０円

普通馬連 �� ４，２６０円 馬 単 �� ９，３４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３１０円 �� １，５９０円 �� ６５０円

３ 連 複 ��� ８，５８０円 ３ 連 単 ��� ６６，９２０円

票 数

単勝票数 計 ２３１３５４ 的中 � １１７５７（５番人気）
複勝票数 計 ３６６２４２ 的中 � ２６５０５（４番人気）� ５５４４３（２番人気）� ４４１１１（３番人気）
枠連票数 計 １６７２８７ 的中 （４－６） ３３０１（１４番人気）
普通馬連票数 計 ６０９０２０ 的中 �� １０５７４（１５番人気）
馬単票数 計 ３８８３００ 的中 �� ３０６９（３０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５６８３９ 的中 �� ４７６７（１４番人気）�� ３８６１（１９番人気）�� １０２４９（５番人気）
３連複票数 計 ８３０９９１ 的中 ��� ７１５４（３２番人気）
３連単票数 計１３８５４５０ 的中 ��� １５２８（１９９番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．４―１１．７―１２．０―１４．０

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カフェマーシャル �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Stravinsky デビュー ２００９．２．１４ 東京２着

２００６．４．２３生 牡５芦 母 カフェララルー 母母 Careless Kitten １７戦３勝 賞金 ３８，６７０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ココカラ号・ミッキーデジタル号
（非抽選馬） １頭 キリシマウイング号
※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。



０９００９ ３月２６日 晴 良 （２３阪神２）第１日 第９競走 ��
��１，４００�

しんさいばし

心斎橋ステークス
発走１４時３５分 （芝・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 ４２７，０００円 １２２，０００円 ６１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．９
１：１９．０

良

良

４８ パ ド ト ロ ワ 牡４鹿 ５７ 安藤 勝己吉田 照哉氏 鮫島 一歩 千歳 社台ファーム ５２６＋ ６１：２０．５ ５．７�

５１０ サザンスターディ 牡５鹿 ５７ 津村 明秀南波 壽氏 高橋 祥泰 新冠 武田 修一 ５２０－ ６１：２０．９２� １０．１�
２３ モンテフジサン 牡４栗 ５７ 後藤 浩輝毛利 喜昭氏 松山 康久 青森 ワールドファーム ４７４－ ６１：２１．０クビ ４．９�
７１４ バンガロール 牡５栗 ５７ 浜中 俊吉田 和美氏 佐々木晶三 日高 シンボリ牧場 ５０２－ ２１：２１．１� ５．３�
３６ ワンモアジョー 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 ４６２＋ ６ 〃 クビ ７６．３�
８１８ グローリールピナス 牝５栃栗５５ 武士沢友治大久保典義氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４６２－ ４１：２１．２クビ ５９．６�
６１２ リ ュ ン ヌ 牝４鹿 ５５ 戸崎 圭太吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム ４７０± ０ 〃 アタマ ２２．１�

（大井）

８１７ マッシヴエンペラー 牡６栗 ５７ 幸 英明小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム ４９６＋ ６１：２１．３クビ １３．３	
７１５ マルカベスト 牡６栗 ５７ 池添 謙一河長産業
 鶴留 明雄 様似 猿倉牧場 ４７２－ ４１：２１．４� ３．８�
５９ 	 メイショウカーター 牡８鹿 ５７ 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 義忠 浦河 富田牧場 ４７６－ ６ 〃 クビ １０４．７�
７１３
 ウィズディクタット 牡７青鹿５７ 小牧 太加藤 守氏 矢作 芳人 英

Emily Krstina
（Australia）
Pty Ltd

５０４± ０１：２１．５クビ １７３．５
３５ 	 サクラネクスト 牡７栗 ５７ 北村 宏司
さくらコマース小笠 倫弘 静内 西村 和夫 ４７０－ ４ 〃 ハナ １８．２�
６１１ マイネルプライゼン 牡５黒鹿５７ 和田 竜二 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 むかわ 六角 久美子 ４７２－ ４ 〃 クビ ３８．２�
４７ ノボリデューク 牡６青 ５７ 石橋 守原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 B４８８＋ ４１：２１．６クビ ３８．８�
１２ ショウナンタキオン 牡８栗 ５７ 田中 勝春国本 哲秀氏 上原 博之 浦河 鎌田 正嗣 ４８２－２４ 〃 クビ １５３．１�
８１６ イセノスバル 牡５青 ５７ 熊沢 重文大橋 堯格氏 大橋 勇樹 静内 野坂牧場 ５２６＋ ２１：２１．７クビ ４４．５�
２４ 
 ロードバロック 牡６鹿 ５７ 四位 洋文 
ロードホースクラブ 田中 清隆 愛 K.I. Farm ４４０－ ６１：２１．８� ４５．０�
１１ アサヒバロン 牡７鹿 ５７ 江田 照男寺内 正光氏 菅原 泰夫 浦河 本巣 一敏 ５２２－ ８１：２１．９クビ ２７１．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２２，９５５，２００円 複勝： ４２，９４８，３００円 枠連： ２０，５５９，７００円

普通馬連： ７７，４４１，４００円 馬単： ４２，７９７，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，２６８，９００円

３連複： １０７，１４５，３００円 ３連単： １８５，１１３，８００円 計： ５３１，２３０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５７０円 複 勝 � １９０円 � ２８０円 � １９０円 枠 連（４－５） ２，０４０円

普通馬連 �� ２，２９０円 馬 単 �� ３，９９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８３０円 �� ５５０円 �� ８９０円

３ 連 複 ��� ４，０００円 ３ 連 単 ��� ２４，１２０円

票 数

単勝票数 計 ２２９５５２ 的中 � ３２１７９（４番人気）
複勝票数 計 ４２９４８３ 的中 � ６３１５４（３番人気）� ３５７５５（５番人気）� ６５１９３（２番人気）
枠連票数 計 ２０５５９７ 的中 （４－５） ７４６７（９番人気）
普通馬連票数 計 ７７４４１４ 的中 �� ２４９７０（８番人気）
馬単票数 計 ４２７９７８ 的中 �� ７９２８（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２２６８９ 的中 �� ９４３１（９番人気）�� １５１８２（４番人気）�� ８７４５（１０番人気）
３連複票数 計１０７１４５３ 的中 ��� １９７９８（９番人気）
３連単票数 計１８５１１３８ 的中 ��� ５６６５（５４番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．８―１１．２―１１．４―１１．２―１１．６―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．０―２２．８―３４．０―４５．４―５６．６―１：０８．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．５―３F３５．１
３ １２（８，１５）（７，１０）（１１，１６）（６，３）１３（１，９）１７，１４，１８，４（２，５） ４ ・（８，１２）１５（７，１０，１１）１６，３（６，１３，１７）９（１，１４）１８（２，４）５

勝馬の
紹 介

パ ド ト ロ ワ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２００９．１１．２９ 京都３着

２００７．４．２０生 牡４鹿 母 グランパドドゥ 母母 スターバレリーナ １１戦４勝 賞金 ５４，７２５，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１８頭 インプレスウィナー号・エーシンヴァーゴウ号・カネトシディオス号・シゲルモトナリ号・スティルゴールド号・

ストロングリターン号・スーパーワシントン号・セイウンワキタツ号・ダノンブライアン号・デュアルプロセッサ号・
ドリームゼロワン号・ブレイブファイト号・ベイリングボーイ号・ボーダレスワールド号・マイネルプルート号・
マックスドリーム号・ラインブラッド号・ラフィナール号

※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。

０９０１０ ３月２６日 晴 良 （２３阪神２）第１日 第１０競走 ��
��１，６００�

ろっこう

六甲ステークス
発走１５時１０分 （芝・右・外）
４歳以上；負担重量は，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

賞 品
本 賞 ２２，０００，０００円 ８，８００，０００円 ５，５００，０００円 ３，３００，０００円 ２，２００，０００円
付 加 賞 ５２５，０００円 １５０，０００円 ７５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．４

良

良

１２ ロードバリオス 牡６青 ５６ 福永 祐一 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 三石 ケイアイファーム ４５４＋ ２１：３４．０ １２．４�

３６ クレバートウショウ 牡５鹿 ５６ 武 豊田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 アイオイファーム ５０２＋ ４１：３４．１� ４．２�
７１４� モエレビクトリー 牡５黒鹿５５ 的場 勇人西森 鶴氏 的場 均 新ひだか 中村 和夫 ５０８－ ４ 〃 クビ １３．３�
６１１ ギンザボナンザ 牝４青 ５３ 後藤 浩輝有馬 博文氏 池上 昌弘 安平 ノーザンファーム ４５２＋ ２１：３４．３１	 ８．３�
５９ フィフスペトル 牡５鹿 ５６ 蛯名 正義 �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 ４６０＋ ４ 〃 クビ ５．４	
２４ プリンセスメモリー 牝４鹿 ５３ 北村 宏司海谷 幸司氏 高橋 義博 千歳 社台ファーム ３９６－ ２ 〃 アタマ ２９．０

８１７ オーシャンエイプス 牡７鹿 ５５ 浜中 俊松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 バンダム牧場 ４７６＋ ４１：３４．５１	 ４．４�
８１８ マイネルスケルツィ 牡８鹿 ５７ 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 様似 富田 恭司 B５０８－ ６１：３４．６
 １００．８�
（大井）

５１０ ダンスフォーウィン �８青鹿５６ 木幡 初広杉山 美惠氏 古賀 史生 三石 明治牧場 ４９０＋ ４１：３４．７クビ ２５９．５
３５ グランプリエンゼル 牝５栃栗５４ 三浦 皇成北側 雅司氏 矢作 芳人 三石 上村 清志 B４５０＋１０ 〃 クビ ２１．４�
２３ � ゼットフラッシュ 牡８鹿 ５６ 幸 英明�フォーレスト 山内 研二 英 Barry Taylor ５０８－ ２ 〃 アタマ ２３８．３�
７１３ シゲルタック 牡７鹿 ５６ 藤岡 佑介森中 蕃氏 田中 章博 三石 沖田 繁 ４８２＋１２１：３４．８クビ ２２１．２�
８１６ ファイアーフロート 牡５鹿 ５７ 松岡 正海臼田 浩義氏 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム ４７０－２４ 〃 ハナ ５．８�
６１２ ショウナンライジン 牡７芦 ５６ 吉田 豊国本 哲秀氏 大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０２－ ６ 〃 アタマ ６７．４�
７１５� ワールドハンター 牡７栗 ５５ 内田 博幸青木 基秀氏 坂口 正則 米 Takao Zako ５０４＋ ４１：３４．９
 ７９．９�
１１ アポロフェニックス 牡６黒鹿５６ 高嶋 活士アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 三石 中村 和夫 ４９０± ０１：３５．０� １７７．５�
４７ スズカサンバ 牡７鹿 ５６ 吉田 隼人永井 啓弍氏 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 ４７８－ ２１：３５．３１� ５５．４�
４８ テイエムカゲムシャ 牡７栗 ５６ 高田 潤竹園 正繼氏 柴田 政見 静内 静内酒井牧場 ５１８＋１２１：３５．７２
 ４３３．９�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２７，３６１，０００円 複勝： ４５，０５５，６００円 枠連： ２３，２０５，５００円

普通馬連： １００，８１５，５００円 馬単： ５１，４８０，０００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，１７５，０００円

３連複： １３０，７０６，４００円 ３連単： ２２１，３８８，４００円 計： ６３４，１８７，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２４０円 複 勝 � ３４０円 � ２００円 � ３５０円 枠 連（１－３） １，７９０円

普通馬連 �� １，９２０円 馬 単 �� ４，６５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７７０円 �� １，９００円 �� ８００円

３ 連 複 ��� ７，５１０円 ３ 連 単 ��� ４９，５３０円

票 数

単勝票数 計 ２７３６１０ 的中 � １７４５７（６番人気）
複勝票数 計 ４５０５５６ 的中 � ３２１４０（６番人気）� ７１４０１（２番人気）� ３１０１８（７番人気）
枠連票数 計 ２３２０５５ 的中 （１－３） ９６０４（９番人気）
普通馬連票数 計１００８１５５ 的中 �� ３８８５６（９番人気）
馬単票数 計 ５１４８００ 的中 �� ８１８３（２２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４１７５０ 的中 �� １１２３４（９番人気）�� ４２６６（２３番人気）�� １０７３２（１１番人気）
３連複票数 計１３０７０６４ 的中 ��� １２８６１（２８番人気）
３連単票数 計２２１３８８４ 的中 ��� ３２９９（１６５番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．３―１１．８―１１．８―１１．７―１１．１―１１．４―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．０―３５．８―４７．６―５９．３―１：１０．４―１：２１．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．４―３F３４．７
３ １６，１８（６，１４）（２，９）（８，１３）（３，１２）（５，１１）（１，１０，１５）１７，７，４ ４ ・（１６，１８）（６，１４）９，２（８，１３）（３，１１）（５，１２，１５）１７（１，１０）７，４

勝馬の
紹 介

ロードバリオス �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Storm Cat デビュー ２００７．７．７ 阪神３着

２００５．２．２１生 牡６青 母 レディブラッサム 母母 サラトガデュー １６戦６勝 賞金 １０６，７０６，０００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 アポロドルチェ号・クイックリープ号・スピリタス号・ダイシングロウ号・ダイシンプラン号・ダイワマックワン号・

マイネルクラリティ号・リディル号
※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。



０９０１１ ３月２６日 晴 良 （２３阪神２）第１日 第１１競走 ��
��１，８００�第６０回スプリングステークス（ＧⅡ）

発走１５時４５分 （皐月賞トライアル） （芝・右・外）

牡・牝，３歳；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 ５４，０００，０００円 ２２，０００，０００円 １４，０００，０００円 ８，１００，０００円 ５，４００，０００円
付 加 賞 １，７０８，０００円 ４８８，０００円 ２４４，０００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

１：４４．７
１：４４．１

良

良

３６ オルフェーヴル 牡３栗 ５６ 池添 謙一 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４４４－ ６１：４６．４ ４．７�

４７ ベルシャザール 牡３青鹿５６ 安藤 勝己 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム ５２８－１２１：４６．５� ５．５�
７１５ ステラロッサ 牡３栗 ５６ U．リスポリ �社台レースホース角居 勝彦 安平 追分ファーム ４７６－ ６１：４６．６� １５．８�

（伊）

６１１ グランプリボス 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠�グランプリ 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ５１０＋ ６ 〃 アタマ ６．１�
２３ エイシンオスマン 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝平井 豊光氏 松永 昌博 安平 有限会社 ノー

ザンレーシング ４６８－ ２１：４７．０２� １９１．６�
１１ ショウナンパルフェ 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 浦河 桑田牧場 ５０２＋１２１：４７．１クビ １１．８	
１２ ホッコーガンバ 牡３鹿 ５６ 江田 照男矢部 幸一氏 河野 通文 浦河 梅田牧場 ４８２－１２１：４７．２� ２０９．９

２４ ゴールドブライアン 牡３青鹿５６ 浜中 俊杉山 美惠氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 ４４８－ ６１：４７．３クビ １０７．９�
８１８ サ ト ノ オ ー 牡３芦 ５６ 三浦 皇成里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４４６－ ８１：４７．４� １４．８�
７１３� ダブルオーセブン 牡３黒鹿５６ 戸崎 圭太�ライオンズ 川島 正行 日高 新生ファーム ４７８－ ４１：４７．５� ２６．３

（船橋） （大井）

４８ ニジブルーム 牡３芦 ５６ 北村 友一横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム ４８４＋ ４ 〃 クビ ２３２．２�
５１０ ギリギリヒーロー 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介小林けい子氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム ４２８＋ ６１：４７．７１	 ３０２．４�
８１７ リ ベ ル タ ス 牡３鹿 ５６ 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４９２－ ４１：４７．８クビ ５．２�
８１６ トーセンマルス 牡３鹿 ５６ 吉田 豊島川 �哉氏 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム ４２４－ ８１：４８．０１	 ２９７．４�
７１４ リフトザウイングス 牡３青鹿５６ 武 豊 �社台レースホース橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ５００－ ８ 〃 ハナ ５．５�
３５ アドマイヤサガス 牡３青 ５６ 小牧 太近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ５０６－ ４１：４８．２１ ２８．６�
５９ タガノロックオン 牡３栗 ５６ 川田 将雅八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ５０２＋ ６ 〃 アタマ ３８７．７�
６１２ スーサングレート 牡３栗 ５６ 和田 竜二林 進氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 ４８８± ０１：４８．３� ２９１．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ７９，１５６，４００円 複勝： １５３，５６５，１００円 枠連： ５３，６３２，４００円

普通馬連： ３００，７２２，４００円 馬単： １４４，２０１，８００円 ワイド【拡大馬連】： １０８，１２２，８００円

３連複： ４３７，１４８，７００円 ３連単： ８０６，４１４，５００円 計： ２，０８２，９６４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � １９０円 � ２００円 � ４００円 枠 連（３－４） １，３６０円

普通馬連 �� １，４２０円 馬 単 �� ２，９４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５１０円 �� １，０７０円 �� １，３３０円

３ 連 複 ��� ６，０３０円 ３ 連 単 ��� ２８，２７０円

票 数

単勝票数 計 ７９１５６４ 的中 � １３２９８３（１番人気）
複勝票数 計１５３５６５１ 的中 � ２４６８５７（３番人気）� ２１６９２８（４番人気）� ８２８１７（７番人気）
枠連票数 計 ５３６３２４ 的中 （３－４） ２９２４６（９番人気）
普通馬連票数 計３００７２２４ 的中 �� １５６８４１（６番人気）
馬単票数 計１４４２０１８ 的中 �� ３６２５０（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１０８１２２８ 的中 �� ５５５９１（５番人気）�� ２４３４８（１３番人気）�� １９３１９（１６番人気）
３連複票数 計４３７１４８７ 的中 ��� ５３５８６（１９番人気）
３連単票数 計８０６４１４５ 的中 ��� ２１０５７（７９番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．１―１１．５―１２．０―１２．５―１２．１―１１．２―１１．３―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．５―３５．０―４７．０―５９．５―１：１１．６―１：２２．８―１：３４．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．９―３F３４．８
３ ２，１１（７，９）（３，５，１２）１（４，１７）（８，６）（１３，１５）１８（１４，１６）１０ ４ ・（２，１１，１２）９（７，１７）（５，１）（３，６）４（１４，８，１５）（１３，１８）１０，１６

勝馬の
紹 介

オルフェーヴル �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 メジロマックイーン デビュー ２０１０．８．１４ 新潟１着

２００８．５．１４生 牡３栗 母 オリエンタルアート 母母 エレクトロアート ６戦２勝 賞金 ９５，２１７，０００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 カレンミロティック号・ノーティカルスター号
※一般事項Ⅴ－２の（４）によりオルフェーヴル号・ベルシャザール号・ステラロッサ号は，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または施行団体名を表示している。

０９０１２ ３月２６日 晴 良 （２３阪神２）第１日 第１２競走 ��
��１，８００�第２５回フラワーカップ（ＧⅢ）

発走１６時３５分 （芝・右・外）
牝，３歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金
２，０００万円以上の馬１�増，�：馬齢重量，重賞競走１着馬１�増

賞 品
本 賞 ３７，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，３００，０００円 ５，６００，０００円 ３，７００，０００円
付 加 賞 ７００，０００円 ２００，０００円 １００，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

３５ トレンドハンター 牝３青鹿５４ 岩田 康誠飯田 正剛氏 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 ４７２＋ ８１：４７．０ ８．６�

６１１ 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 ４４４－ ８１：４７．２１� ３．５�
（伊）

２３ マ ヒ ナ 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義 �キャロットファーム 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム ４４６－１８１：４７．６２	 １２．７�
８１７ マイネイサベル 牝３鹿 ５５ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新ひだか 高橋 修 ４４６＋ ２ 〃 クビ ４．０�
６１２ ライブインベガス 牝３黒鹿５４ 大庭 和弥浅田 次郎氏 小桧山 悟 千歳 社台ファーム ４２６－ ６ 〃 アタマ ９０．９�
４８ シ ナ ル 牝３栗 ５４ 三浦 皇成加藤 信之氏 鹿戸 雄一 日高 有限会社

ケイズ ４７４± ０１：４７．７	 ２３．２	
８１８ サトノフローラ 牝３鹿 ５４ 内田 博幸里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４２２－ ６ 〃 アタマ ８．５

４７ 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 ４６４＋ ２１：４７．８クビ １１．０�
３６ 
 ヤ マ ノ ラ ヴ 牝３鹿 ５４ 的場 勇人山住れい子氏 牧 光二 日高 竹島 幸治 B４６２± ０１：４８．０１� ４４．２�
８１６ メロウメロディ 牝３鹿 ５４ 幸 英明吉田 和子氏 鈴木 孝志 日高 小西ファーム ４７２－ ４１：４８．３１� ３１４．６
５９ セイルアゲン 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人浅川 皓司氏 中野 栄治 新冠 対馬 正 ４４８－ ２ 〃 クビ ４６２．７�
７１５ イ ト ク ク リ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司池谷 誠一氏 粕谷 昌央 浦河 宮内牧場 ４９０－ ６ 〃 ハナ ５１．６�
７１３ バレドクール 牝３青鹿５４ 柴田 善臣 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム ４６４＋ ４１：４８．４	 ９１．６�
１２ マリアビスティー 牝３黒鹿５４ 田中 勝春備前島敏子氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ４６２－ ８１：４８．６１ ２４．１�
５１０ ミヤジメーテル 牝３黒鹿５４ 和田 竜二曽我 司氏 川村 禎彦 浦河 笹島 政信 ４６０± ０１：４８．７	 １６６．２�
７１４ ケイジーシオン 牝３黒鹿５４ 木幡 初広鹿倉 勝�氏 宗像 義忠 浦河 梅田牧場 ４７６± ０１：４９．４４ １２９．７�
１１ アフロディーテ 牝３栗 ５４ 横山 典弘 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ４２６－ ８１：４９．５	 ６．７�
２４ クラウンリバー 牝３鹿 ５４ 北村 友一矢野 悦三氏 飯田 雄三 宮崎 田上 勝雄 ４８０＋ ８１：４９．６� １９９．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ６１，７６０，０００円 複勝： ８７，３９６，５００円 枠連： ４３，４９３，６００円

普通馬連： ２０８，６２１，０００円 馬単： １０５，８８３，１００円 ワイド【拡大馬連】： ７２，７８８，１００円

３連複： ２７９，０１４，１００円 ３連単： ５０７，５２１，６００円 計： １，３６６，４７８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８６０円 複 勝 � ２７０円 � １６０円 � ３７０円 枠 連（３－６） １，５５０円

普通馬連 �� １，７４０円 馬 単 �� ４，１７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６６０円 �� １，７２０円 �� ８００円

３ 連 複 ��� ６，１８０円 ３ 連 単 ��� ３４，７７０円

票 数

単勝票数 計 ６１７６００ 的中 � ５６６４３（５番人気）
複勝票数 計 ８７３９６５ 的中 � ８００５９（４番人気）� １７９０５１（１番人気）� ５２７２１（７番人気）
枠連票数 計 ４３４９３６ 的中 （３－６） ２０８３２（７番人気）
普通馬連票数 計２０８６２１０ 的中 �� ８８６４８（４番人気）
馬単票数 計１０５８８３１ 的中 �� １８７６３（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７２７８８１ 的中 �� ２８００９（４番人気）�� １０００３（２３番人気）�� ２２７６２（１０番人気）
３連複票数 計２７９０１４１ 的中 ��� ３３３６９（１８番人気）
３連単票数 計５０７５２１６ 的中 ��� １０７７５（１０５番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．９―１１．２―１２．１―１２．２―１２．１―１１．５―１１．６―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．５―３４．７―４６．８―５９．０―１：１１．１―１：２２．６―１：３４．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．０―３F３５．９
３ １５，１８，１７（８，９）（１０，１４）６（１，７，１１）１３（２，４）５，３（１２，１６） ４ ・（１５，１８）１７（８，９，１０，１４）（６，７，１１）（２，１３）（１，５）（１２，４）３，１６

勝馬の
紹 介

トレンドハンター �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１０．１２．５ 阪神２着

２００８．４．２５生 牝３青鹿 母 ロイヤルペルラ 母母 スターマイライフ ４戦３勝 賞金 ５２，５００，０００円
〔制裁〕 ライブインベガス号の騎手大庭和弥は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（２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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 ツカサリボン号・ハッピーグラス号・フレンドサンポウ号
※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。



（２３阪神２）第１日 ３月２６日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 ２００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

３５９，２７０，０００円
１４，２６０，０００円
４，８００，０００円
３３，８８０，０００円
２９０，０００円
２９０，０００円

７１，３９１，０００円
６，４８６，８００円
１，９８０，０００円

勝馬投票券売得金
３１４，６８６，９００円
５４９，０９０，１００円
２３８，５２２，０００円
１，００５，３００，７００円
５４９，７９８，９００円
３９３，６９９，０００円
１，４２１，０９９，１００円
２，４５５，１１５，９００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 ６，９２７，３１２，６００円

総入場人員 １８，８７８名 （有料入場人員 １７，９０３名）


