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０９０１３ ３月２７日 晴 良 （２３阪神２）第２日 第１競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時０５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

４８ プリンセスキナウ 牝３鹿 ５４ 内田 博幸井上 一郎氏 大江原 哲 新ひだか 佐竹 学 ４５２－１４１：５７．５ ３．８�

１１ クラリティー 牝３栗 ５４ 佐藤 哲三�ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント ５００＋ ２１：５７．８２ ５．１�
２３ ユウキオジョウー 牝３栗 ５４ 幸 英明ちきり組合 服部 利之 新ひだか 前田牧場 ４３０＋ ２１：５７．９� １３．９�
５９ ア ソ ル ー タ 牝３栗 ５４ 横山 典弘 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４３６－１０ 〃 クビ ２．６�
３５ オペラフォンテン 牝３栗 ５４

５１ ▲高嶋 活士吉橋 計氏 柴崎 勇 浦河 中脇 満 ４４２－１２１：５８．０� １６．３�
２４ アドマイヤアキーダ 牝３青鹿５４ 柴田 善臣近藤 利一氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３６＋ ４１：５８．９５ ９．１	
５１０ トーセンビート 牝３鹿 ５４

５１ ▲横山 和生島川 
哉氏 後藤 由之 日高 ヤナガワ牧場 ４７４ ―１：５９．１１� ７５．８�
８１６ ラ パ ヌ イ 牝３鹿 ５４ 四位 洋文青山 洋一氏 笹田 和秀 日高 下河辺牧場 B４６４ ― 〃 クビ ３０．７�
４７ アルテリーベ 牝３鹿 ５４ 木幡 初広藤田 在子氏 伊藤 伸一 新冠 山岡牧場 ４２０－１０１：５９．３� ４９．９
６１１ ヤマニンエシャルプ 牝３栗 ５４

５１ ▲国分 優作土井 薫氏 柴田 政見 新冠 錦岡牧場 ５４２ ―１：５９．４� １４３．９�
３６ クローズホールド 牝３芦 ５４ 浜中 俊 �グリーンファーム 小笠 倫弘 新ひだか 土田 扶美子 ４６４ ―１：５９．７２ ２０．６�
７１４ セーヌパリジャンヌ 牝３栗 ５４ 古川 吉洋熊田 晋作氏 作田 誠二 むかわ 清水ファーム ４９６ ―２：００．７６ １３４．４�
８１５ キャンディパラソル 牝３栗 ５４ 北村 宏司村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 ４０２ ―２：０１．８７ １５６．７�
６１２ マラゲーニャ 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝小林 薫氏 堀 宣行 新冠 錦岡牧場 ４６０ ―２：０２．６５ ４８．５�
７１３ クラシックルージュ 牝３鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介松岡 隆雄氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム ４５２ ―２：０３．０２� ８０．８�

（１５頭）
１２ シーズガレット 牝３栗 ５４ 藤岡 康太橋場 勇二氏 宮 徹 浦河 市川フアーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １１，８３１，４００円 複勝： ２０，１１８，８００円 枠連： ９，００７，７００円

普通馬連： ３０，０２２，９００円 馬単： ２０，３４３，６００円 ワイド【拡大馬連】： １４，３１６，８００円

３連複： ４５，０３７，２００円 ３連単： ７３，５１４，４００円 計： ２２４，１９２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １６０円 � １７０円 � ２６０円 枠 連（１－４） １，０００円

普通馬連 �� １，０００円 馬 単 �� １，８４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４３０円 �� ７００円 �� ５７０円

３ 連 複 ��� ２，３８０円 ３ 連 単 ��� １３，６９０円

票 数

単勝票数 差引計 １１８３１４（返還計 １１０） 的中 � ２４９５３（２番人気）
複勝票数 差引計 ２０１１８８（返還計 １５９） 的中 � ４０３３６（２番人気）� ３２２３２（３番人気）� １６７１１（５番人気）
枠連票数 差引計 ９００７７（返還計 １７） 的中 （１－４） ６６９６（５番人気）
普通馬連票数 差引計 ３００２２９（返還計 １４８１） 的中 �� ２２２４１（３番人気）
馬単票数 差引計 ２０３４３６（返還計 ５４０） 的中 �� ８１７３（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 １４３１６８（返還計 ４８７） 的中 �� ８５４０（３番人気）�� ４９１５（８番人気）�� ６２０９（５番人気）
３連複票数 差引計 ４５０３７２（返還計 ３４６８） 的中 ��� １３９８８（７番人気）
３連単票数 差引計 ７３５１４４（返還計 ５７２７） 的中 ��� ３９６５（３３番人気）

ハロンタイム １３．０―１０．９―１４．９―１３．３―１３．０―１２．９―１２．９―１３．１―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２３．９―３８．８―５２．１―１：０５．１―１：１８．０―１：３０．９―１：４４．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

プリンセスキナウ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Unbridled デビュー ２０１０．８．２２ 新潟９着

２００８．２．４生 牝３鹿 母 アスターフォーマリア 母母 Burst of Colors ６戦１勝 賞金 ９，７５０，０００円
〔出走取消〕 シーズガレット号は，疾病〔右寛跛行〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マラゲーニャ号・クラシックルージュ号は，平成２３年４月２７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） １頭 サフランルーデンス号
（非抽選馬） ７頭 クリノイメルダ号・サクラプレリュード号・ジャングルウィップ号・トミケンヴォーリア号・フォトジェニック号・

マイフラワー号・マキノスペシャル号

０９０１４ ３月２７日 晴 良 （２３阪神２）第２日 第２競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１０時３５分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：２１．８
１：２１．８

稍重

稍重

６１０ トーセンターボ 牡３鹿 ５６ 吉田 豊島川 �哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム B４７８± ０１：２６．３ ４．１�

３４ ベルモントメッシ 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人 �ベルモントファーム 堀井 雅広 新冠 ベルモント
ファーム ４４４－ ６１：２６．４� １５．１�

３５ � サトノモンスター 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介里見 治氏 矢作 芳人 米 Masatake
Iida ４８２＋１２ 〃 ハナ １．９�

２２ � アポロスカイナイト 牡３鹿 ５６ 内田 博幸アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 米
Phillips Racing
Partnership &
John W. Phillips

４４８－ ６１：２７．１４ ７．８�
２３ テイエムエビスオー 牡３鹿 ５６ 鷹野 宏史竹園 正繼氏 鹿戸 明 浦河 馬道 繁樹 ４６８－ ６ 〃 アタマ ３８．１�
８１４ フェイスバンブー 牝３鹿 ５４ 中村 将之�バンブー牧場 安達 昭夫 浦河 バンブー牧場 ４３４ ―１：２７．３１� ５３０．５	
７１２ ウォーターリッパー 牝３鹿 ５４ 幸 英明山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 ４９０± ０１：２８．５７ ５．６

７１３ ゴールドディガー 牡３栗 ５６ 秋山真一郎加藤 守氏 湯窪 幸雄 日高 タバタファーム ４６２ ―１：２８．６	 １２９．９�
４６ チェスナットパーク 牡３栗 ５６ 北村 宏司吉田 照哉氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４９４ ― 〃 ハナ ５８．０�
５９ ノッティングヒル 牝３栗 ５４ 岩田 康誠 �キャロットファーム 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム ３９８ ―１：２８．８１ ２５．６
６１１ クリスタルエイト 牝３栗 ５４ 大下 智山田眞理子氏 梅内 忍 様似 堀 弘康 ４５４ ―１：２９．７５ １４０．０�
１１ ボ ス イ モ ン 牡３栗 ５６ 小坂 忠士井門 敏雄氏 田島 良保 日高 坂 牧場 ４８２ ―１：３０．０２ ２３０．８�
８１５ スナークジェネラル 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥杉本仙次郎氏 嶋田 潤 新ひだか 見上牧場 ４４２ ―１：３０．３１� ３８６．２�
５８ グランメモリー 牝３栗 ５４ 和田 竜二林 千枝子氏 鈴木 孝志 新ひだか 片岡 博 ３８０ ―１：３０．５１	 ２４５．２�
４７ ジャーナリスト 牝３青鹿 ５４

５１ ▲平野 優�信岡牧場 矢野 英一 浦河 信岡牧場 B４２０ ―１：３３．７大差 ２３６．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １４，４０６，２００円 複勝： ２５，９５４，２００円 枠連： ８，５３２，３００円

普通馬連： ３４，８３７，７００円 馬単： ２７，３４３，６００円 ワイド【拡大馬連】： １６，５７１，６００円

３連複： ４８，４２７，２００円 ３連単： ９７，９９２，９００円 計： ２７４，０６５，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １３０円 � ２４０円 � １１０円 枠 連（３－６） ３６０円

普通馬連 �� ２，５１０円 馬 単 �� ３，８６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６９０円 �� １９０円 �� ４５０円

３ 連 複 ��� １，３９０円 ３ 連 単 ��� １２，３００円

票 数

単勝票数 計 １４４０６２ 的中 � ２７６９９（２番人気）
複勝票数 計 ２５９５４２ 的中 � ５６１６６（２番人気）� １７１７８（５番人気）� ９０９５５（１番人気）
枠連票数 計 ８５３２３ 的中 （３－６） １７９０５（１番人気）
普通馬連票数 計 ３４８３７７ 的中 �� １０２８０（９番人気）
馬単票数 計 ２７３４３６ 的中 �� ５２２９（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６５７１６ 的中 �� ５０５９（９番人気）�� ２６７４６（１番人気）�� ８３１７（６番人気）
３連複票数 計 ４８４２７２ 的中 ��� ２５７５０（４番人気）
３連単票数 計 ９７９９２９ 的中 ��� ５８８０（３８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．３―３５．４―４８．４―１：００．５―１：１３．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーセンターボ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 リファーズウィッシュ デビュー ２０１０．７．２５ 函館８着

２００８．４．１０生 牡３鹿 母 コールミースーン 母母 コールミーネイム ７戦１勝 賞金 ８，５００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジャーナリスト号は，平成２３年４月２７日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 ヤマニンリブレット号（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７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 エーシンベルリナー号・キョウエイヒリュウ号・サンキンヤマト号・ブルーアイスバーグ号・メイショウキクヒメ号
（非抽選馬） ２頭 ヴィクトリアピーク号・コスモノーハーム号

第２回　阪神競馬　第２日



０９０１５ ３月２７日 晴 良 （２３阪神２）第２日 第３競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１１時０５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

６１１ ヤマニンティグル 牡３鹿 ５６ 川田 将雅土井 肇氏 橋田 満 新冠 錦岡牧場 ４６２－ ４１：５６．５ ３．２�

４６ ローレルキングダム 牡３栗 ５６ 田中 勝春 �ローレルレーシング 大竹 正博 新冠 村田牧場 ４７０＋ ２１：５６．６� ９．６�
４７ レオネプチューン 牡３鹿 ５６ 江田 照男田中 博之氏 萱野 浩二 平取 二風谷ファーム ４７６＋ ２１：５６．８１� ２３．９�
７１２� レディワシントン 牝３鹿 ５４

５１ ▲国分 優作鳴戸 雄一氏 池江 泰寿 米 Yuichi Na-
ruto ４５６ ―１：５７．２２� ５０．１�

８１４ シュヴァルツシルト 牡３黒鹿５６ U．リスポリ �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム ４６８＋ ４１：５７．３� ９．０�
（伊）

７１３ テイエムミライオー 牡３芦 ５６ 古川 吉洋竹園 正繼氏 福島 信晴 新ひだか 土居 忠吉 ４７６－ ２１：５７．４� ９３．３	
３４ イ キ ナ ヤ ツ 牡３栗 ５６ 吉田 豊北所 直人氏 水野 貴広 新ひだか 桜井牧場 ４６２－ ８１：５８．３５ ４７．１

２２ ユ ト リ ロ 牡３鹿 ５６ 横山 典弘池谷 誠一氏 萩原 清 新ひだか 西村 和夫 ４８４－１２１：５８．５１	 ６．９�
１１ タンブリアン 牡３鹿 ５６ 伊藤 直人 �キャロットファーム 斎藤 誠 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５３４ ―１：５８．６� ４６．５�
８１５ キャノンビスティー 牡３栗 ５６ 小林慎一郎備前島敏子氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 ５１８ ― 〃 ハナ ２５１．４
５８ サクラアルディート 牡３鹿 ５６ 武 豊�さくらコマース岡田 稲男 新ひだか 谷岡牧場 ４８２＋ ２ 〃 アタマ ２．９�
２３ ウォーターデューク 牡３鹿 ５６ 四位 洋文山岡 正人氏 安田 隆行 新ひだか 乾 皆雄 ４４６＋ ２１：５８．７� ９．３�
６１０� シーフロント 牡３鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介石瀬 浩三氏 河内 洋 米 Hokuyou
Farm ４８０ ―１：５９．３３� １７９．３�

５９ イーガービーヴァー 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣井上 一郎氏 大江原 哲 浦河 山口 義彦 ４５４ ―２：００．２５ ３３３．７�
３５ シ ル モ ン ド 
３鹿 ５６ 中谷 雄太森田 一夫氏 矢野 英一 日高 高橋牧場 B４４２ ―２：０２．０大差 ５１４．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １５，９１９，８００円 複勝： ２８，６７４，３００円 枠連： １０，５１１，７００円

普通馬連： ４１，６５７，６００円 馬単： ２８，９５５，６００円 ワイド【拡大馬連】： １８，８０１，７００円

３連複： ５９，８２３，４００円 ３連単： １０３，１６８，７００円 計： ３０７，５１２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １５０円 � ２９０円 � ５１０円 枠 連（４－６） １，３５０円

普通馬連 �� １，８１０円 馬 単 �� ３，２３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５６０円 �� １，２６０円 �� ２，２６０円

３ 連 複 ��� １０，６９０円 ３ 連 単 ��� ４４，６３０円

票 数

単勝票数 計 １５９１９８ 的中 � ３９３８６（２番人気）
複勝票数 計 ２８６７４３ 的中 � ７２９９２（１番人気）� ２３１９３（５番人気）� １１２６０（７番人気）
枠連票数 計 １０５１１７ 的中 （４－６） ５７７０（６番人気）
普通馬連票数 計 ４１６５７６ 的中 �� １７００２（８番人気）
馬単票数 計 ２８９５５６ 的中 �� ６６３０（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８８０１７ 的中 �� ８９３０（６番人気）�� ３６１５（１７番人気）�� １９５８（２４番人気）
３連複票数 計 ５９８２３４ 的中 ��� ４１３２（３６番人気）
３連単票数 計１０３１６８７ 的中 ��� １７０６（１４１番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．９―１４．３―１３．１―１２．８―１３．２―１３．０―１２．４―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．７―３９．０―５２．１―１：０４．９―１：１８．１―１：３１．１―１：４３．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．６―３F３８．４
１
３

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

・（１２，８）１１（７，１３）（２，１４）１（４，６）－（１０，９，１５）－５，３・（１２，８）１１，１３，７，１４（２，６）（１，４）（１０，３）９－１５＝５
勝馬の
紹 介

ヤマニンティグル �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 ホワイトマズル デビュー ２０１１．２．５ 小倉８着

２００８．５．２生 牡３鹿 母 ヤマニンスフィアー 母母 ヤマニンドルチェ ３戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 ローレルキングダム号の騎手田中勝春は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（３番への進路影

響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シルモンド号は，平成２３年４月２７日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 サトノキャプテン号（疾病〔左第１指骨々折〕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９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ダイワハリントン号
（非抽選馬） ８頭 アルマニャック号・クラシカルノヴァ号・ケイエスキセキ号・ゴールドテースト号・シャイニーノーブル号・

バリサイト号・ヒシバローロ号・リベラルアーツ号
※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。

０９０１６ ３月２７日 晴 良 （２３阪神２）第２日 第４競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１１時３５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

３５ ダイワベルベ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４６０－ ６１：３６．７ ６．０�

３６ オーシャンビーナス 牝３栗 ５４ 福永 祐一近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４３４－ ２ 〃 クビ ２．３�
８１６ ゴールドカルラ 牝３鹿 ５４ 横山 典弘磯波 勇氏 高木 登 新冠 守矢牧場 ４９４＋ ４１：３６．８� ２３．０�
２３ タ イ タ ン 牡３栗 ５６

５３ ▲国分 優作深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 ４６４－ ２ 〃 アタマ １３．９�
５１０ オマワリサン 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣小田切有一氏 本間 忍 新ひだか 田中 裕之 ４９４－１２１：３７．０１ ９．４�
５９ スズカファルコン 牡３青鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡野牧場 ４６８＋ ４１：３７．１� ６．４�
１２ エーブライジン 牡３青鹿５６ 吉田 豊 �レーシングホース

ジャパン 清水 利章 新冠 森 牧場 ４５０－ ２１：３７．３１ １２．６	
１１ デルマガネーシャ 牡３青鹿５６ 安藤 勝己浅沼 廣幸氏 和田 正道 日高 ファニーヒルファーム ４４６－ ４１：３７．５１ １１．２

８１７ ニュースター 牝３黒鹿５４ 三浦 皇成�中山牧場 上原 博之 浦河 中山牧場 ４９６ ― 〃 アタマ １９１．３�
６１２ コスモシャオロン 牝３鹿 ５４ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 新ひだか 桜井牧場 ４５２－ ６ 〃 ハナ ４６．５
４８ エーシンインパルス 牡３鹿 ５６ 和田 竜二�栄進堂 大久保龍志 浦河 栄進牧場 B４８０ ― 〃 クビ ３５．６�
４７ ゴールドジェーン 牝３鹿 ５４ 幸 英明加藤 充彦氏 清水 出美 浦河 笹島 政信 ４４０ ―１：３７．９２� ３１５．４�
６１１ ディアウィキッド 牝３鹿 ５４ 池添 謙一寺田千代乃氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント ４２４ ―１：３８．１１� １０５．８�
７１４ ワイズトウショウ 牝３青鹿５４ 木幡 初広トウショウ産業� 大久保洋吉 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４７２ ― 〃 クビ ２１５．９�
８１８ ビットオブラック 牝３黒鹿５４ 江田 照男会田 満雄氏 杉浦 宏昭 日高 森永牧場 ４３０ ―１：３８．３１� ４９７．３�
２４ クーリドフレイズ 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ４４６ ―１：３８．４� ４９．１�
７１３ クイーンザリッチ 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎前田 榮生氏 和田 正道 浦河 細道牧場 ４５６ ―１：３９．９９ ２９０．８�
７１５ ニホンピロキュリオ 牡３栗 ５６ 浜中 俊小林百太郎氏 大橋 勇樹 平取 稲原牧場 ４５６ ―１：４１．１７ １９０．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １８，９３０，１００円 複勝： ３２，６３０，７００円 枠連： １４，２７９，２００円

普通馬連： ４３，８８７，９００円 馬単： ３２，７３９，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，８７４，０００円

３連複： ６５，８２０，７００円 ３連単： １１０，４００，９００円 計： ３４０，５６２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６００円 複 勝 � ２１０円 � １４０円 � ４５０円 枠 連（３－３） ７５０円

普通馬連 �� ７９０円 馬 単 �� ２，１７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３７０円 �� ２，４１０円 �� ７８０円

３ 連 複 ��� ５，７１０円 ３ 連 単 ��� ３２，７００円

票 数

単勝票数 計 １８９３０１ 的中 � ２４９２４（２番人気）
複勝票数 計 ３２６３０７ 的中 � ３９４７０（３番人気）� ８６３３５（１番人気）� １３９３７（８番人気）
枠連票数 計 １４２７９２ 的中 （３－３） １４２２９（３番人気）
普通馬連票数 計 ４３８８７９ 的中 �� ４１２９５（２番人気）
馬単票数 計 ３２７３９４ 的中 �� １１１７５（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１８７４０ 的中 �� １６３５８（２番人気）�� ２０４６（２７番人気）�� ６７８５（７番人気）
３連複票数 計 ６５８２０７ 的中 ��� ８５２１（１７番人気）
３連単票数 計１１０４００９ 的中 ��� ２４９２（１００番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１２．６―１２．８―１２．８―１１．９―１１．２―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．５―３６．１―４８．９―１：０１．７―１：１３．６―１：２４．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．８―３F３５．０
３ ・（１３，１６）（１，５）１０（２，３，６）－（７，９，８）１２（４，１８，１７）（１１，１５）－１４ ４ ・（１３，１６）５（１，６，１０）（３，８，１７）（２，９，１５）１２，７（１１，４）（１４，１８）

勝馬の
紹 介

ダイワベルベ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Nureyev デビュー ２０１０．９．１２ 中山２着

２００８．２．５生 牡３鹿 母 セニョラージェ 母母 Suavite ６戦１勝 賞金 １１，１００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ニホンピロキュリオ号は，平成２３年４月２７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９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 エポワス号・スペリアファイター号・ファステストスター号・ムーンリットレイク号・ヤマニンパリュール号
（非抽選馬） ４頭 アドマイヤサイモン号・シンコーロマン号・トップモースト号・トーセンジャガー号



０９０１７ ３月２７日 晴 良 （２３阪神２）第２日 第５競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１２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

１：２１．８
１：２１．８

稍重

稍重

１１ � サウンドボルケーノ 牡３栗 ５６ 福永 祐一増田 雄一氏 安達 昭夫 米 Santa Rosa
Partners ５１４＋ ２１：２５．５ ３．１�

７１４ コスモケンジ 牡３栗 ５６ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 清水 英克 新冠 ハクツ牧場 ４７２－１２１：２６．２４ １０．８�
５１０� スマートオーシャン 牝３栗 ５４ 高田 潤大川 徹氏 小崎 憲 米 Summer

Wind Farm ４８４＋ ２１：２６．４１ ２４０．６�
７１３ ゴールデンアタック 牡３栗 ５６ 幸 英明�協栄 北出 成人 日高 タバタファーム ４７２＋ ２ 〃 クビ １３．０�
３６ � マリブスター 牡３栗 ５６ 内田 博幸吉田 和美氏 吉田 直弘 米 Woodford Thor-

oughbreds, LLC ５１２－ ２ 〃 ハナ ４．８�
１２ ハギノダルタニアン 牡３栗 ５６ 横山 典弘日隈 良江氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム ５１４－ ８１：２６．５� ９０．０	
５９ ギンザアキレス 牡３青鹿５６ 武 豊有馬 博文氏 小島 太 千歳 社台ファーム ５１８－ ４ 〃 ハナ ９．３

８１５ ダイワモービル 牡３黒鹿５６ 北村 宏司大城 敬三氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 ４８２－１０１：２６．６� ５３．９�
２４ オーバーヘッド 牡３栗 ５６ 浜中 俊水上 行雄氏 安達 昭夫 新ひだか 塚田 達明 ４８２－ ４１：２７．９８ ５５．１�
６１１ ビッグギャンブラー 牡３栗 ５６ 大庭 和弥坪野谷和平氏 柄崎 孝 新冠 川上牧場 ５００－１８１：２８．０� ７２．８
８１６� リアライズブレイク 牡３鹿 ５６ 川島 信二�リアライズ 森 秀行 愛

J. Hanley, Skymarc
Farm & Castle-
martin Stud

４７２＋１４ 〃 クビ １０９．６�
４７ タイキパーシヴァル 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介�大樹ファーム 藤岡 健一 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ ４９２＋ ４１：２８．４２� ７．４�
２３ メイショウナルト 牡３鹿 ５６ 古川 吉洋松本 好雄氏 武田 博 浦河 鎌田 正嗣 ４５６＋ ２ 〃 クビ ５．０�
３５ ルシャンベルタン 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義嶋田 賢氏 田中 清隆 日高 シンコーファーム B４７６＋１４１：２８．５クビ ４０．６�
４８ ティアップゼウス 牡３栗 ５６ 江田 照男田中 昇氏 高木 登 新ひだか 土居 忠吉 ４４６－ ４ 〃 アタマ １１９．９�
６１２� オンデマンド 牝３鹿 ５４ 柴田 大知岡田 繁幸氏 高橋 祥泰 新冠 須崎牧場 ４４４＋ ８１：２８．６クビ ２１０．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，７２８，７００円 複勝： ４１，５０６，３００円 枠連： １２，３４８，６００円

普通馬連： ５３，７５９，４００円 馬単： ３４，５４７，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，２５６，３００円

３連複： ７３，６２２，９００円 ３連単： １１７，２７８，８００円 計： ３７７，０４８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １６０円 � ２６０円 � ６，１２０円 枠 連（１－７） ７４０円

普通馬連 �� １，２３０円 馬 単 �� ２，０５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４４０円 �� １１，１８０円 �� ２０，０００円

３ 連 複 ��� ８６，３９０円 ３ 連 単 ��� ２６０，７００円

票 数

単勝票数 計 ２０７２８７ 的中 � ５３８７６（１番人気）
複勝票数 計 ４１５０６３ 的中 � ９３２４９（１番人気）� ４０７３３（５番人気）� １２５５（１６番人気）
枠連票数 計 １２３４８６ 的中 （１－７） １２４３８（２番人気）
普通馬連票数 計 ５３７５９４ 的中 �� ３２４９２（４番人気）
馬単票数 計 ３４５４７９ 的中 �� １２４９２（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３２５６３ 的中 �� １４７５２（３番人気）�� ４８１（６１番人気）�� ２６８（８４番人気）
３連複票数 計 ７３６２２９ 的中 ��� ６２９（１５８番人気）
３連単票数 計１１７２７８８ 的中 ��� ３３２（５７７番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．９―１２．０―１２．４―１２．５―１２．６―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２３．０―３５．０―４７．４―５９．９―１：１２．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�サウンドボルケーノ �
�
父 Henny Hughes �

�
母父 Halo デビュー ２０１０．１０．２３ 京都４着

２００８．３．１生 牡３栗 母 Cosmic Wing 母母 Ziggy’s Act ７戦２勝 賞金 １８，２５０，０００円
〔制裁〕 ティアップゼウス号の騎手江田照男は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。（５番・４番・３番への

進路影響）
ビッグギャンブラー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１０，０００円。（３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３４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）３４頭 アスパイヤリング号・ウアジェト号・ヴァルディヴィア号・ヴイブラッド号・エーシンバサラ号・オズフェスト号・

キッズニゴウハン号・ゲンパチマイラヴ号・コウエイキング号・コーンドリー号・サダムグランジュテ号・
サトノティアラ号・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・シゲルセキニンシャ号・
セイカプリコーン号・センノデバギヤ号・トキノエクセレント号・ナガラダンディ号・ブラウブリッツ号・
ベストリガーズ号・ベルモントキーラ号・マイネマオ号・マルブツサバンナ号・ムジョウ号・ムスカテール号・
メイショウサリマン号・モズハリケーン号・ヤマノサファイア号・ユキノマークン号・ラブミーニキータ号・
リーサムダイチ号・ワイズアンドクール号

０９０１８ ３月２７日 晴 良 （２３阪神２）第２日 第６競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１２時５５分 （芝・右・外）

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

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

１２ エリンコート 牝３黒鹿５４ U．リスポリ吉田 照哉氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム ４６２± ０１：４７．３ １７．７�
（伊）

４８ ピュアブリーゼ 牝３栗 ５４ 岩田 康誠 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム ４３４－ ６１：４７．４クビ ３．１�
３６ マイネイディール 牝３青鹿５４ 吉田 隼人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 日高 白井牧場 ４８６± ０１：４７．６１� ８．４�
５１０ マ マ キ ジ ャ 牝３芦 ５４ 武 豊北所 直人氏 清水 久詞 新冠 隆栄牧場 ４２２＋ ６１：４８．０２� ９．０�
１１ オースミマイカ 牝３鹿 ５４ 四位 洋文�オースミ 昆 貢 新冠 若林牧場 ４３８＋１２１：４８．１� ６３．３�
５９ サイレントソニック 牝３黒鹿５４ 北村 宏司細谷 典幸氏 国枝 栄 新ひだか 桜井牧場 ４４４－ ２ 〃 ハナ ９．７	
２３ テキサスルビー 牝３青 ５４ 内田 博幸 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４２６＋ ２ 〃 ハナ ２２．５

３５ アルマフローラ 牝３青 ５４ 後藤 浩輝 �社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム ４３６＋ ６１：４８．２� ２．８�
４７ マイネソルシエール 牝３栗 ５４ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム ４４６－ ２ 〃 ハナ ８２．７�
７１３� オフィシャルシティ 牝３鹿 ５４ 小林 淳一松平 恭司氏 佐藤 吉勝 日高 松平牧場 ４４０－ ４１：４８．９４ ６０６．７
８１６ ビービーバカラ 牝３鹿 ５４ 松岡 正海�坂東牧場 松山 康久 浦河 鎌田 正嗣 ４４０－ ８１：４９．１１� ３１．３�
２４ � トーセンインディ 牝３芦 ５４ 江田 照男島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム ４３４＋ ２ 〃 ハナ ６８．９�
６１１ ク エ ル ク ス 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲国分 優作 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４７０＋ ６１：４９．２� ４５．９�
７１４ ケイアイアルテミス 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義 �啓愛義肢材料販売所 石毛 善彦 新冠 隆栄牧場 ４３８－ ４１：４９．４１� １１６．０�
７１５ キクノレジーナ 牝３青 ５４ 池添 謙一菊池 五郎氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム ４２４－ ２１：４９．５� １３１．５�
８１８ コスモバタフライ 牝３黒鹿５４ 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新ひだか 小河 豊水 ４４０－１０１：４９．８１� ５２．８�
６１２ トーホウペッグ 牝３芦 ５４ 川島 信二東豊物産� 田島 良保 日高 竹島 幸治 ４６４＋ ２ 〃 ハナ ２１９．８�
８１７ フ ジ チ ャ ン 牝３鹿 ５４ 吉田 豊臼井義太郎氏 清水 英克 新ひだか 中田 英樹 ４５４－ ４ 〃 クビ ２３１．９�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２５，０９７，８００円 複勝： ３７，６６６，５００円 枠連： １７，３１７，０００円

普通馬連： ５６，４０４，１００円 馬単： ３６，７１８，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，９５１，３００円

３連複： ７５，５５９，５００円 ３連単： １２２，４４９，３００円 計： ３９５，１６４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７７０円 複 勝 � ３６０円 � １５０円 � ２７０円 枠 連（１－４） １，７３０円

普通馬連 �� ２，１１０円 馬 単 �� ５，２７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６６０円 �� １，２４０円 �� ４８０円

３ 連 複 ��� ４，１９０円 ３ 連 単 ��� ３０，４４０円

票 数

単勝票数 計 ２５０９７８ 的中 � １１１９７（６番人気）
複勝票数 計 ３７６６６５ 的中 � ２２７１０（６番人気）� ８６５１２（２番人気）� ３３７２４（４番人気）
枠連票数 計 １７３１７０ 的中 （１－４） ７３９１（７番人気）
普通馬連票数 計 ５６４０４１ 的中 �� １９７４６（９番人気）
馬単票数 計 ３６７１８６ 的中 �� ５１４９（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３９５１３ 的中 �� ９０３３（８番人気）�� ４５１８（１３番人気）�� １３０６３（２番人気）
３連複票数 計 ７５５５９５ 的中 ��� １３３１６（１３番人気）
３連単票数 計１２２４４９３ 的中 ��� ２９６９（８３番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１１．６―１２．０―１２．６―１２．５―１１．５―１１．５―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．３―３４．９―４６．９―５９．５―１：１２．０―１：２３．５―１：３５．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．８―３F３５．３
３ ３，６，２，１，５（８，１７）１０（７，１８）（９，１５）１２（１３，１４）１６－１１，４ ４ ３，６（１，２）５，８，１０，９（７，１７，１８）（１３，１５）１２（１６，１４）－（１１，４）

勝馬の
紹 介

エリンコート �
�
父 デュランダル �

�
母父 Bluebird デビュー ２０１０．７．２５ 函館３着

２００８．３．１０生 牝３黒鹿 母 エリンバード 母母 Maid of Erin ７戦２勝 賞金 １７，７００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 コウエイオトメ号・スパーブクィーン号・ドクターブリーズ号・ヒシカルメン号
※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。



０９０１９ ３月２７日 晴 良 （２３阪神２）第２日 第７競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時２５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

２３ ルグランヴォヤージ 牡４芦 ５７ 四位 洋文 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ５０４－ ４１：５４．０ ４．１�

５１０ リアルディール 牡５鹿 ５７ 後藤 浩輝荒井 壽明氏 本間 忍 日高 サンシャイン
牧場 ５３０－１０１：５４．３２ ３．１�

３６ � クラシックセンス 牡４鹿 ５７ 横山 典弘 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ４６８－１２１：５４．５１� ３９．９�
８１６ ダノンフィーバー 牡５鹿 ５７ U．リスポリ�ダノックス 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ５０８－ ２１：５４．７１� ３．８�

（伊）

７１４ タクティクス �５栗 ５７ 松岡 正海近藤 英子氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム ４６４－ ４１：５４．８� ８．４�
１２ スズカスコーピオン 牡５鹿 ５７ 藤岡 佑介永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 ４８８－ ２１：５５．０１� ２８．２	
４８ シルクドルフィン 牡５鹿 ５７ 内田 博幸有限会社シルク武藤 善則 門別 ヤナガワ牧場 ５１０＋ ８１：５５．１クビ ２０．９

７１３ エリモレインボー 牝４鹿 ５５

５２ ▲国分 優作山本 慎一氏 鹿戸 明 新冠 タニグチ牧場 ４４４－ ６ 〃 ハナ ６９．２�
６１１� マキハタビリケン 牡４栗 ５７ 安藤 光彰�槇本牧場 新川 恵 日高 槇本牧場 ５３４－ ５ 〃 アタマ １８．７�
４７ セイピーシーズ 牝４鹿 ５５ 幸 英明金田 成基氏 服部 利之 日高 新井 昭二 B４４４± ０１：５６．０５ １１４．１
２４ � ク レ イ モ ア 牡４栗 ５７ 木幡 初広�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 ５４８－ ４１：５６．１� １５．３�
５９ サンライズコア 牡５鹿 ５７

５６ ☆国分 恭介松岡 隆雄氏 河内 洋 門別 下河辺牧場 B４６６＋ ２ 〃 アタマ ２５．４�
６１２ セイウンスマイル 牝４黒鹿５５ 江田 照男西山 茂行氏 牧 光二 浦河 高岸 順一 ４１０－ ６１：５７．４８ ２３８．４�
３５ � ゲンパチドリーム 牡４栗 ５７ 村田 一誠平野 武志氏 田中 剛 新冠 長浜牧場 ４９４－ ３１：５７．７１� １６０．８�
１１ ナ パ 牝５黒鹿５５ 三浦 皇成ユアストーリー 栗田 徹 早来 ノーザンファーム ４５６＋ ２１：５８．１２� １５９．７�
８１５ ピースオブラック 牝５鹿 ５５ 蛯名 正義�大川牧場 石毛 善彦 厚真 大川牧場 ４８２－ ８１：５９．５９ １８０．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，９３６，５００円 複勝： ２５，９７３，８００円 枠連： １４，００４，５００円

普通馬連： ５３，５６４，５００円 馬単： ３５，０４８，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，７５２，１００円

３連複： ６９，４１１，０００円 ３連単： １１７，０５８，０００円 計： ３５５，７４８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � ２１０円 � １５０円 � ８２０円 枠 連（２－５） ４７０円

普通馬連 �� ７７０円 馬 単 �� １，６１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３８０円 �� １，９２０円 �� ２，０８０円

３ 連 複 ��� ９，４２０円 ３ 連 単 ��� ３４，７６０円

票 数

単勝票数 計 １９９３６５ 的中 � ３８８３１（３番人気）
複勝票数 計 ２５９７３８ 的中 � ３３７６８（３番人気）� ６１８３６（１番人気）� ５８６６（９番人気）
枠連票数 計 １４００４５ 的中 （２－５） ２２２７４（２番人気）
普通馬連票数 計 ５３５６４５ 的中 �� ５１７５７（２番人気）
馬単票数 計 ３５０４８１ 的中 �� １６１６３（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０７５２１ 的中 �� １５４６３（２番人気）�� ２４９８（２０番人気）�� ２３０３（２３番人気）
３連複票数 計 ６９４１１０ 的中 ��� ５４３８（２９番人気）
３連単票数 計１１７０５８０ 的中 ��� ２４８６（１０２番人気）

ハロンタイム １２．８―１０．９―１３．５―１２．７―１２．９―１２．８―１２．７―１２．５―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２３．７―３７．２―４９．９―１：０２．８―１：１５．６―１：２８．３―１：４０．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．２―３F３８．４
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ルグランヴォヤージ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．４．４ 阪神２着

２００７．３．８生 牡４芦 母 ポ ッ プ ス 母母 ポツプシンガー ３戦２勝 賞金 １４，４００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ピースオブラック号は，平成２３年４月２７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９頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ９頭 グレイシャスドータ号・タガノバッチグー号・トウシンボルト号・トキメキジーン号・バトルスウィーパー号・

ピロートーク号・マツリダジャパン号・マルターズクリス号・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。

０９０２０ ３月２７日 晴 良 （２３阪神２）第２日 第８競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時５５分 （芝・右・外）

牝，１０００万円以下；負担重量は，５５�
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

１：４４．７
１：４４．１

良

良

７１３ アドマイヤテンバ 牝４芦 ５５ 藤岡 佑介近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ４６８＋１４１：４６．６ ６．０�

５１０ アスカトップレディ 牝４黒鹿５５ 浜中 俊上野 武氏 須貝 尚介 新ひだか 藤井 益美 ４６０＋ ４１：４６．８１� ４．６�
３５ クリスティロマンス 牝４黒鹿５５ U．リスポリ �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム ４４４± ０１：４７．０１� ５．９�

（伊）

２４ ニチドウルチル 牝４栗 ５５ 田嶋 翔山田 伸氏 小島 貞博 新ひだか 大平牧場 ４８８＋ ２１：４７．１クビ １８．７�
８１６ ハッピーパレード 牝５黒鹿５５ 池添 謙一馬場 幸夫氏 浅見 秀一 早来 ノーザンファーム ４４４± ０ 〃 ハナ １１．２�
３６ ビコーペグー 牝４黒鹿５５ 中谷 雄太�レジェンド 堀井 雅広 新ひだか 山口 修二 ４７４－ ２１：４７．２クビ ７７．４�
８１８ コ ン カ ラ ン 牝４栗 ５５ 川田 将雅吉田 和美氏 吉田 直弘 新冠 アサヒ牧場 ４５８＋ ４ 〃 アタマ ４．０	
４８ プ ラ ー ジ ュ 牝５鹿 ５５ 松岡 正海 �サンデーレーシング 鈴木 康弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７６－１２ 〃 クビ ２４．４

７１４ レジェンドブルー 牝５鹿 ５５ 岩田 康誠平川 浩之氏 宮 徹 静内 小倉 光博 ４４６－ ４１：４７．３クビ １３．４�
１１ カノヤトップレディ 牝６鹿 ５５ 小牧 太神田 薫氏 橋口弘次郎 門別 浜本牧場 ４９０＋ ８１：４７．５１� １０１．８�
８１７ テイクバイストーム 牝６芦 ５５ 田中 勝春 �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 ４９２－ ６ 〃 ハナ ４１．３
４７ ブライダルベール 牝５鹿 ５５ 三浦 皇成 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 ４０２＋ ２１：４７．６クビ １１７．６�
７１５ ストレンジラブ 牝４鹿 ５５ 内田 博幸鈴木 義孝氏 牧浦 充徳 新冠 隆栄牧場 ４７４＋ ８ 〃 クビ ３１．９�
６１１ ラ ブ フ ー ル 牝４黒鹿５５ 古川 吉洋小林竜太郎氏 梅田 智之 池田 新田牧場 ４８２＋ ４１：４７．７� １８．７�
６１２ エメラルドミスト 牝６鹿 ５５ 川島 信二 �キャロットファーム 宮本 博 浦河 桑田フアーム ４２４－ ２１：４８．０１� ９９．３�
１２ エリモクイーン 牝４鹿 ５５ 後藤 浩輝山本 慎一氏 坂口 正則 えりも エクセルマネジメント B４７２± ０１：４９．１７ １５５．８�
２３ ブルーモーメント 牝４鹿 ５５ 福永 祐一前田 葉子氏 安田 隆行 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４８－１２１：４９．６３ ２７．２�

（１７頭）
５９ メイショウマリア 牝６青 ５５ 武 豊松本 和子氏 小島 太 千歳 社台ファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２０，５５５，３００円 複勝： ４０，８７４，５００円 枠連： １７，９４１，６００円

普通馬連： ６９，０８３，３００円 馬単： ３８，６１５，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，５００，３００円

３連複： ９２，４１１，３００円 ３連単： １４０，７５８，５００円 計： ４４６，７３９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６００円 複 勝 � ２１０円 � １７０円 � ２００円 枠 連（５－７） ７９０円

普通馬連 �� １，１５０円 馬 単 �� ２，５８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５７０円 �� ７６０円 �� ６１０円

３ 連 複 ��� ３，０６０円 ３ 連 単 ��� １６，３００円

票 数

単勝票数 差引計 ２０５５５３（返還計 １４５８） 的中 � ２７０８７（４番人気）
複勝票数 差引計 ４０８７４５（返還計 １９７５） 的中 � ４９５３６（４番人気）� ７２１５４（２番人気）� ５３５２７（３番人気）
枠連票数 差引計 １７９４１６（返還計 ３９１） 的中 （５－７） １６８１２（３番人気）
普通馬連票数 差引計 ６９０８３３（返還計 １２９３５） 的中 �� ４４６９１（３番人気）
馬単票数 差引計 ３８６１５０（返還計 ７００６） 的中 �� １１０７０（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ２６５００３（返還計 ５２９１） 的中 �� １１６４７（４番人気）�� ８４７８（７番人気）�� １０７７２（５番人気）
３連複票数 差引計 ９２４１１３（返還計 ２９１６５） 的中 ��� ２２３２８（６番人気）
３連単票数 差引計１４０７５８５（返還計 ４７２８７） 的中 ��� ６３７３（２７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．１―３４．３―４６．６―５９．３―１：１１．５―１：２２．９―１：３４．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．３―３F３５．１
３ １３，４，１１（３，５，１５）（６，１８）１０（２，８）（１４，１６）７，１７，１，１２ ４ １３（４，１１）（３，５，１５，１８）６（２，８，１０，１６）（１４，１７）７（１，１２）

勝馬の
紹 介

アドマイヤテンバ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．１２．６ 阪神２着

２００７．３．２３生 牝４芦 母 アドマイヤグルーヴ 母母 エアグルーヴ １１戦３勝 賞金 ３８，１３２，０００円
〔出走取消〕 メイショウマリア号は，疾病〔左寛跛行〕のため出走取消。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ６頭 オルレアンノオトメ号・キクカラヴリイ号・クラックシード号・トウカイライフ号・プティプランセス号・

ミサトフリート号
※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。



０９０２１ ３月２７日 晴 良 （２３阪神２）第２日 第９競走 ��
��１，２００�四 国 新 聞 杯

発走１４時２５分 （芝・右）
４歳以上，１，０００万円以下，２２．３．２７以降２３．３．２１まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

四国新聞社賞（１着）
賞 品

本 賞 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００円
付 加 賞 ４３４，０００円 １２４，０００円 ６２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．１
１：０６．５

良

良

２４ � エーシンウェズン 牡４鹿 ５７ 川田 将雅�栄進堂 野中 賢二 米 Helen Y.
Painter ５２０± ０１：０８．９ １．９�

３６ アグネスヨジゲン 牡８鹿 ５３ 岩田 康誠渡辺 孝男氏 村山 明 浦河 高昭牧場 ５０２＋ ６１：０９．０� ７０．０�
１１ � ト ム ト ム 	６栗 ５４ 三浦 皇成金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 早来 ノーザンファーム ４９４－ ８１：０９．２１
 １２．２�
１２ � ヒシフラッシー 牡６栗 ５２ 古川 吉洋阿部雅一郎氏 加藤 和宏 新冠 カミイスタット ４８０－１４ 〃 クビ ２２４．４�
２３ ホットチリペッパー 牡４芦 ５４ 内田 博幸 �社台レースホース牧浦 充徳 千歳 社台ファーム ５０８－ ４１：０９．３� ８．０�
４７ � サトノロック 牡４鹿 ５４ 後藤 浩輝里見 治氏 国枝 栄 愛 Rockhart

Trading Ltd ４６６－ ９ 〃 クビ ４５．３	
３５ ワニタレスタリ 牝５黒鹿５２ 横山 典弘加藤 信之氏 境 征勝 浦河 
原 敏明 ４６８＋ ２ 〃 アタマ ３４．８�
６１１ ツルマルネオ 	５鹿 ５６ 和田 竜二鶴田 任男氏 石坂 正 日高 浜本牧場 ５００± ０１：０９．４クビ ５．２�
６１２ ヤマニンプロローグ 牝７栗 ５０ 吉田 豊土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 ５０８＋ ２ 〃 クビ ５３．３
５９ ブルームーンピサ 牝４芦 ５１ 横山 和生市川 義美氏 鹿戸 雄一 新ひだか フジワラフアーム B４６６－ ４１：０９．８２� ７４．４�
５１０ リバーハイランド 牡４鹿 ５５ 秋山真一郎山上 和良氏 野村 彰彦 日高 藤本ファーム ４７４－ ２１：０９．９� １８．６�
８１５ ターニングポイント 牡６青鹿５７ 松岡 正海山上 和良氏 和田 正道 新冠 泉渕瀬牧場 ４８４± ０１：１０．０� １０．４�
７１３ スマートギャング 牡６栗 ５３ 小牧 太大川 徹氏 森 秀行 門別 いとう牧場 ４６４－１０１：１０．１� ７７．２�
４８ ピカンチラヴ 牝４栗 ５０ 江田 照男小林けい子氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ４１０－ ４１：１０．２クビ ２９８．０�
７１４ サマーシルクロード 牝６栗 ５１ 武士沢友治セゾンレースホース� 根本 康広 門別 白井牧場 ４３４－ ４１：１０．４１
 ３２８．１�
８１６ サクライダテン 牡６青鹿５５ 吉田 隼人�さくらコマース伊藤 圭三 静内 新和牧場 B４５４－１０１：１０．６１
 ２４．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，９３９，０００円 複勝： ３９，３６８，６００円 枠連： ２０，３０６，４００円

普通馬連： ８２，４７１，８００円 馬単： ５８，２５０，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，３７５，９００円

３連複： １１０，７９０，０００円 ３連単： ２３５，３３５，１００円 計： ６０３，８３７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １２０円 � １，０７０円 � ２６０円 枠 連（２－３） １，５１０円

普通馬連 �� ７，９６０円 馬 単 �� １０，２００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，０１０円 �� ４３０円 �� ７，２２０円

３ 連 複 ��� １６，０６０円 ３ 連 単 ��� ７０，１８０円

票 数

単勝票数 計 ２５９３９０ 的中 � １１３１４３（１番人気）
複勝票数 計 ３９３６８６ 的中 � １３５１８９（１番人気）� ６１０９（１１番人気）� ３３９２１（４番人気）
枠連票数 計 ２０３０６４ 的中 （２－３） ９９７３（７番人気）
普通馬連票数 計 ８２４７１８ 的中 �� ７６５２（２２番人気）
馬単票数 計 ５８２５０８ 的中 �� ４２１８（２９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１３７５９ 的中 �� ３６７２（２２番人気）�� ２０２１１（４番人気）�� ９９５（５１番人気）
３連複票数 計１１０７９００ 的中 ��� ５０９４（４３番人気）
３連単票数 計２３５３３５１ 的中 ��� ２４７５（１８１番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．８―１１．１―１１．５―１１．６―１１．８

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．０―３F３４．９
３ ３－１３（７，１５）（１２，１６）（１，４，１１）２（６，１４）９（５，１０）－８ ４ ３（７，１３）（１２，１５）（４，１６，１１）（１，２，６）（５，９，１４）１０－８

勝馬の
紹 介

�エーシンウェズン �
�
父 Trippi �

�
母父 Our Emblem デビュー ２００９．９．２７ 阪神２着

２００７．４．３生 牡４鹿 母 Xtra Emblem 母母 Nasty Sabina １２戦３勝 賞金 ４９，８４２，０００円
〔制裁〕 ブルームーンピサ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２０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 クリノサンデーママ号
（非抽選馬）１９頭 アディアフォーン号・エトピリカ号・エナジーハート号・オカゲサマデ号・キングオブザベスト号・サンゴシック号・

シルクナデシコ号・シーマーク号・スマートムービー号・セイウンシェンロン号・タバルナ号・トシザコジーン号・
トップアテンション号・ナイアード号・ノースリヴァー号・ハマノモナーク号・フォレストルーラー号・
ベストオブミー号・ミッドタウンレディ号

０９０２２ ３月２７日 晴 良 （２３阪神２）第２日 第１０競走 ��
��１，８００�

う め だ

梅田ステークス
発走１５時００分 （ダート・右）

４歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １７，７００，０００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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

８１４ サンライズモール 牡４栗 ５７ U．リスポリ松岡 隆雄氏 石坂 正 平取 雅 牧場 B４８２＋１２１：５２．６ ２．９�
（伊）

７１２ サイモントルナーレ 牡５栗 ５７ 吉田 豊澤田 昭紀氏 田中 清隆 日高 ヤナガワ牧場 ４５６－１２１：５３．１３ １３２．４�
４７ シ ャ ア 牡５栗 ５７ 小坂 忠士萩 英男氏 田島 良保 日高 中川 哲也 ４５８－ ２ 〃 クビ ３．０�
６１０� ダ イ バ ク フ 牡６鹿 ５７ 木幡 初広柳橋 俊昭氏 伊藤 伸一 門別 富川牧場 ４６０＋ ２１：５３．３１� ９６．２�
４６ ミダースタッチ 牡６栗 ５７ 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 静内 グランド牧場 ５４８＋ ４１：５３．５１� ４．６�
３５ � ゴールデンプライズ 牝６黒鹿５５ 村田 一誠 �社台レースホース中川 公成 千歳 社台ファーム ４８８－ ８ 〃 クビ ２７．７	
６１１ タイセイワイルド 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義田中 成奉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 ４６８－１４１：５３．６	 １６．４

５８ パーフェクトラン 牡８鹿 ５７ 熊沢 重文下井 道博氏 小原伊佐美 浦河 東栄牧場 ５２２＋ ８ 〃 クビ １３１．６�
２３ ダイレクトキャッチ 牡７黒鹿５７ 北村 宏司 �サンデーレーシング 村山 明 追分 追分ファーム ５０６＋ ８１：５４．０２	 ４５．３�
８１５ シルクダイナスティ 牡６栗 ５７ 松山 弘平有限会社シルク加用 正 新冠 渡 信義 ４７４－ ６１：５４．２１	 １５．３�
７１３ ドリームマイスター 牡６鹿 ５７ 柴田 大知セゾンレースホース� 畠山 吉宏 静内 藤川フアーム ５０８－ ６１：５４．８３	 １８２．４�
５９ ブラッシュアップ 牡６栗 ５７ 古川 吉洋 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 作田 誠二 静内 カタオカステーブル ４９２± ０１：５４．９クビ １５．５�
３４ � シャーペンエッジ 牝５鹿 ５５ 幸 英明 �サンデーレーシング 吉田 直弘 早来 ノーザンファーム ４６４＋ ２１：５５．２１
 ７５．３�
２２ ドリームトラベラー 牡６鹿 ５７ 藤岡 佑介 �社台レースホース田中 章博 千歳 社台ファーム ４９０－ ６１：５８．０大差 ２０．３�
１１ ヴィーヴァヴォドカ 牝５黒鹿５５ 田中 勝春芹澤 精一氏 勢司 和浩 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８２－１０１：５８．８５ ４８．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２８，４３６，１００円 複勝： ４４，１８４，３００円 枠連： ２５，７９４，６００円

普通馬連： １０９，５９４，８００円 馬単： ７０，９３６，２００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，２１３，１００円

３連複： １４５，３２１，５００円 ３連単： ２８４，９９３，２００円 計： ７４４，４７３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １４０円 � ２，３８０円 � １４０円 枠 連（７－８） ７，０７０円

普通馬連 �� ２９，７００円 馬 単 �� ４２，６００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５，７４０円 �� ２００円 �� ５，３７０円

３ 連 複 ��� ２０，１３０円 ３ 連 単 ��� １８０，０８０円

票 数

単勝票数 計 ２８４３６１ 的中 � ７８６１８（１番人気）
複勝票数 計 ４４１８４３ 的中 � ９９８３３（２番人気）� ２７８０（１４番人気）� １０９０００（１番人気）
枠連票数 計 ２５７９４６ 的中 （７－８） ２６９３（１８番人気）
普通馬連票数 計１０９５９４８ 的中 �� ２７２４（４２番人気）
馬単票数 計 ７０９３６２ 的中 �� １２２９（７３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５２１３１ 的中 �� １２６９（４２番人気）�� ５７３９５（１番人気）�� １３５８（４０番人気）
３連複票数 計１４５３２１５ 的中 ��� ５３３０（５６番人気）
３連単票数 計２８４９９３２ 的中 ��� １１６８（３６８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．０―３７．２―４９．８―１：０２．５―１：１５．２―１：２７．８―１：３９．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンライズモール �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２００９．７．１２ 阪神４着

２００７．３．９生 牡４栗 母 ハローサンライズ 母母 スカーレットローズ １４戦４勝 賞金 ６３，３６６，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕ドリームトラベラー号・ヴィーヴァヴォドカ号は，平成２３年４月２７日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 ヤマニンバッスル号（疾病〔左寛跛行〕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２７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２７頭 アグネスアンカー号・エナージバイオ号・オシャレキング号・ガンマーバースト号・キクノアポロ号・

クリュギスト号・サンマルセイコー号・サンライズクォリア号・シルクプレスト号・スカイリュウホー号・
ディアビリーヴ号・ディアプリンシパル号・ドットコム号・トーセンスターン号・バロンビスティー号・
ハードシーキング号・パールシャドウ号・ヒシパーフェクト号・ビッグバン号・ヒラボクビジン号・
フィールドジュエル号・マイエンブレム号・マイネルオベリスク号・モーニングフェイス号・
リバプールサウンド号・ローレルレヴァータ号・ワキノパワー号

※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。



０９０２３ ３月２７日 晴 良 （２３阪神２）第２日 第１１競走 ��
��１，２００�第４１回高 松 宮 記 念（ＧⅠ）

発走１５時４０分 （グローバルスプリントチャレンジ） （芝・右）

４歳以上；負担重量は，５７�，牝馬２�減
名古屋競馬株式会社賞・日本馬主協会連合会会長賞・グローバルスプリントチャレンジ賞（１着）

賞 品
本 賞 ９５，０００，０００円 ３８，０００，０００円 ２４，０００，０００円 １４，０００，０００円 ９，５００，０００円
付 加 賞 ３，４０２，０００円 ９７２，０００円 ４８６，０００円
生産者賞
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

レースレコード

１：０７．１
１：０６．５
１：０７．１

良

良

良

２４ � キンシャサノキセキ 牡８鹿 ５７ U．リスポリ吉田 和美氏 堀 宣行 豪 Arrowleave
Joint Venture ４９４－１０１：０７．９ ４．５�

（伊）

４８ サ ン カ ル ロ 牡５黒鹿５７ 吉田 豊 �社台レースホース大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４９４－ ２１：０８．１１� １０．５�

３６ 	 アーバニティ 牡７黒鹿５７ 四位 洋文 �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム ５００－ ６ 〃 アタマ ８６．８�
６１２ ビービーガルダン 牡７青鹿５７ 佐藤 哲三�坂東牧場 領家 政蔵 平取 坂東牧場 ５０８－ ４１：０８．２ クビ＋アタマ ７１．４�
１１ レッドスパーダ 牡５鹿 ５７ 横山 典弘 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 日高 下河辺牧場 ５２６－ ６１：０８．４１
 １０．９�
１２ ショウナンアルバ 牡６鹿 ５７ 蛯名 正義国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 浦河 桑田牧場 ５０８－ ２１：０８．５
 １２５．１	
４７ スプリングソング 牡６青鹿５７ 池添 謙一吉田 照哉氏 鶴留 明雄 千歳 社台ファーム ５１８－ ２ 〃 クビ ３０．７

６１１� シンボリグラン 牡９芦 ５７ 北村 宏司シンボリ牧場 畠山 吉宏 愛 Takahiro

Wada B５４８－１０１：０８．６
 ２９３．６�
７１４� エーシンフォワード 牡６鹿 ５７ 岩田 康誠�栄進堂 西園 正都 米 Edition Farm ４９２＋ ４１：０８．７
 １２．７�
３５ ジョーカプチーノ 牡５芦 ５７ 藤岡 康太上田けい子氏 中竹 和也 浦河 ハッピーネ

モファーム ５２６－ ６１：０８．９１
 ２．８
７１３ ダッシャーゴーゴー 牡４鹿 ５７ 川田 将雅�田 信氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 ５３４＋ ４ （降着） ４．３�
５９ ヘッドライナー �７鹿 ５７ 幸 英明 �社台レースホース西園 正都 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５００＋ ６１：０９．１１ ２１８．２�
２３ サンダルフォン 牡８鹿 ５７ 武 豊�ノースヒルズ 松永 幹夫 門別 滝本 健二 ５４４＋ ２ 〃 クビ ８６．９�
５１０	 サマーウインド 牡６栗 ５７ 福永 祐一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 庄野 靖志 門別 槇本牧場 ５２８＋ ７１：０９．２クビ ３４．８�
８１５ ワンカラット 牝５黒鹿５５ 藤岡 佑介青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム ５２０－１４１：０９．６２
 １７．７�
８１６ ウエスタンビーナス 牝８黒鹿５５ 柴田 善臣西川 賢氏 鈴木 康弘 静内 北西牧場 B４６６－１２ （競走中止） ４２２．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２７，５７３，９００円 複勝： ２９１，０９４，４００円 枠連： １７４，７７３，２００円

普通馬連： ９４４，６２５，７００円 馬単： ５４８，８８５，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２８４，９６２，２００円

３連複： １，３５１，３８７，３００円 ３連単： ３，２４６，０７１，７００円 計： ７，０６９，３７４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １７０円 � ２９０円 � １，３８０円 枠 連（２－４） １，８００円

普通馬連 �� ２，３７０円 馬 単 �� ３，９７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７８０円 �� ３，９００円 �� ６，７３０円

３ 連 複 ��� ３３，７３０円 ３ 連 単 ��� １２９，２９０円

票 数

単勝票数 計２２７５７３９ 的中 � ４０６６９２（３番人気）
複勝票数 計２９１０９４４ 的中 � ５７３５６３（２番人気）� ２５５３４７（４番人気）� ４２４３０（１０番人気）
枠連票数 計１７４７７３２ 的中 （２－４） ７１８２８（８番人気）
普通馬連票数 計９４４６２５７ 的中 �� ２９４９４２（１１番人気）
馬単票数 計５４８８８５６ 的中 �� １０２０４４（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計２８４９６２２ 的中 �� ９６０７７（９番人気）�� １７５３０（３３番人気）�� １００８２（４５番人気）
３連複票数 計１３５１３８７３ 的中 ��� ２９５６９（７９番人気）
３連単票数 計３２４６０７１７ 的中 ��� １８５３０（３２６番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．８―１０．７―１０．７―１１．４―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．９―３３．６―４４．３―５５．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．０―３F３４．３
３ ・（９，１３）１５（１，４）１６，５，１２（６，１０）（８，１４）（２，７，１１）３ ４ ・（９，１３）４（１，１５）５（６，１２）１４（２，８，１０）１１，７，３＝１６

勝馬の
紹 介

�キンシャサノキセキ �
�
父 Fuji Kiseki �

�
母父 Pleasant Colony デビュー ２００５．１２．３ 中山１着

２００３．９．２４生 牡８鹿 母 Keltshaan 母母 Featherhill ３１戦１２勝 賞金 ７８５，３０６，０００円
〔競走中止〕 ウエスタンビーナス号は，競走中に疾病〔右第１趾骨粉砕骨折〕を発症したため４コーナーで競走中止。
〔降着〕 ダッシャーゴーゴー号は，４位〔タイム１分０８秒２，着差クビ〕に入線したが，３コーナーで急に内側に斜行して

「ジョーカプチーノ」号の走行を妨害したため１１着に降着。
〔制裁〕 ダッシャーゴーゴー号の騎手川田将雅は，３コーナーで急に内側に斜行したことについて平成２３年４月２日から平成２３年４月

１０日まで騎乗停止。
※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。
（非抽選馬） ５頭 ウエスタンダンサー号・グランプリエンゼル号・コパノオーシャンズ号・ショウナンカザン号・セイコーライコウ号
※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。

０９０２４ ３月２７日 晴 良 （２３阪神２）第２日 第１２競走
被災地支援競走

��
��１，８００�第５８回毎 日 杯（ＧⅢ）

発走１６時３５分 （芝・右・外）
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

毎日新聞社賞（１着）
賞 品

本 賞 ３９，０００，０００円 １６，０００，０００円 ９，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，９００，０００円
付 加 賞 ８４０，０００円 ２４０，０００円 １２０，０００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

３６ レッドデイヴィス �３鹿 ５７ 浜中 俊 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４７８＋ ６１：４７．１ ３．８�

２３ コティリオン 牡３青鹿５６ 小牧 太金子真人ホール
ディングス� 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４７０－ ２ 〃 クビ １１．４�

７１４ トーセンレーヴ 牡３鹿 ５６ U．リスポリ島川 �哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４６２－ ２１：４７．３１	 ２．０�
（伊）

５９ エチゴイチエ 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成齊藤四方司氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４６４－ ４１：４７．５１
 １３．９�
４７ アストロロジー 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠 H.H．シェイク・モハメド 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４６８± ０１：４７．７１
 ４２．１�
８１６ カルドブレッサ 牡３栗 ５６ 川田 将雅 	キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４７８＋ ６１：４８．０１� ８２．５

１２ アルティシムス 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎 	社台レースホース野村 彰彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４６± ０ 〃 アタマ ３７．９�
６１２ ユ ウ セ ン 牡３青鹿５６ 柴田 善臣本田 恒雄氏 尾関 知人 新ひだか 村岡 農夫 ４７６－ ２１：４８．２１	 ２１１．１�
４８ カグニザント 牡３黒鹿５６ 北村 宏司 	社台レースホース国枝 栄 安平 追分ファーム ４７０＋ ４ 〃 ハナ １６．９
３５ スマートロビン 牡３鹿 ５６ 武 豊大川 徹氏 松田 国英 新ひだか 飛野牧場 ５２２＋ ２ 〃 ハナ ９．３�
７１５ ゲットハッピー 牡３黒鹿５６ 吉田 隼人	ターフ・スポート中竹 和也 新ひだか 佐藤 陽一 ４５８－ ６１：４８．４� ３３９．６�
１１ ボ レ ア ス 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４７２＋ ２１：４８．６１
 ３９．８�
２４ スマートリブレ 牡３鹿 ５６ 松山 弘平大川 徹氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド ４９６＋ ２ 〃 クビ ３９６．７�
６１１ デスペラード 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝市川 義美氏 安達 昭夫 新ひだか 田中 裕之 ４６２－ ４１：４８．７クビ １１２．９�
５１０ トキノゲンジ 牡３鹿 ５６ 安藤 光彰中野 正則氏 梅田 康雄 浦河 小倉牧場 ４９０＋ ４ 〃 ハナ ２４１．８�
８１７ リヴェレンテ 牡３青鹿５６ 四位 洋文 	社台レースホース浅見 秀一 安平 追分ファーム ４９４－ ６ 〃 ハナ ５５．４�
８１８ サイドアタック 牡３栗 ５６ 内田 博幸杉山 忠国氏 大久保龍志 安平 追分ファーム ４６０－１２ 〃 ハナ ９８．２�
７１３ サ ン ビ ー ム 牡３黒鹿５６ 佐藤 哲三	フォーレスト 山内 研二 浦河 丸幸小林牧場 ５１０＋ ２１：４９．１２	 ６４．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １２０，７７１，０００円 複勝： １４１，３６６，３００円 枠連： ６８，３６１，５００円

普通馬連： ３１０，３４５，１００円 馬単： ２１８，９６０，９００円 ワイド【拡大馬連】： １２７，５７０，０００円

３連複： ４５６，８１９，３００円 ３連単： １，０３１，７５９，０００円 計： ２，４７５，９５３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １４０円 � ２１０円 � １１０円 枠 連（２－３） １，２９０円

普通馬連 �� ２，０２０円 馬 単 �� ３，０９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５６０円 �� １８０円 �� ３８０円

３ 連 複 ��� １，１００円 ３ 連 単 ��� １０，５１０円

票 数

単勝票数 計１２０７７１０ 的中 � ２５６８２８（２番人気）
複勝票数 計１４１３６６３ 的中 � ２６０６２２（２番人気）� １１９６０９（３番人気）� ４８５０６０（１番人気）
枠連票数 計 ６８３６１５ 的中 （２－３） ３９２２５（４番人気）
普通馬連票数 計３１０３４５１ 的中 �� １１３５８４（７番人気）
馬単票数 計２１８９６０９ 的中 �� ５２４５４（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１２７５７００ 的中 �� ４８０４８（６番人気）�� ２２１５３１（１番人気）�� ７５８０６（３番人気）
３連複票数 計４５６８１９３ 的中 ��� ３０７７８６（２番人気）
３連単票数 計１０３１７５９０ 的中 ��� ７２４５４（１９番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．１―１１．３―１２．８―１２．７―１２．５―１１．１―１１．４―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．６―３４．９―４７．７―１：００．４―１：１２．９―１：２４．０―１：３５．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドデイヴィス �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１０．９．１９ 阪神２着

２００８．２．２２生 �３鹿 母 ディクシージャズ 母母 ディクシースプラッシュ ７戦３勝 賞金 ８９，３１９，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 インプレザリオ号・カピオラニパレス号・ガリレオバローズ号・プランスデトワール号
※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２日 ３月２７日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １９５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

４１５，７２０，０００円
１３，３５０，０００円
７，１９０，０００円
３９，２８０，０００円
３８２，０００円
３８２，０００円

６９，４１５，０００円
５，９０５，０００円
１，９３０，５００円

勝馬投票券売得金
５５０，１２５，８００円
７６９，４１２，７００円
３９３，１７８，３００円
１，８３０，２５４，８００円
１，１５１，３４５，３００円
６４５，１４５，３００円
２，５９４，４３１，３００円
５，６８０，７８０，５００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 １３，６１４，６７４，０００円

総入場人員 ３３，５２９名 （有料入場人員 ３２，１４３名）


