
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

０６０３７ ３月４日 曇 稍重 （２４阪神１）第４日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時００分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：０９．７
１：０８．７

重

重

１２ サマーハピネス 牝３鹿 ５４ 川田 将雅セゾンレースホース� 松元 茂樹 日高 下河辺牧場 ４８６－ ８１：１３．４ ４．５�

３５ クルクルリンクル 牝３黒鹿５４ 浜中 俊小田切 光氏 須貝 尚介 新ひだか タイヘイ牧場 ４７２± ０ 〃 アタマ ３７．６�
４８ コーラルグリッタ 牝３黒鹿５４ 長谷川浩大�ターフ・スポート池添 兼雄 浦河 猿橋 義昭 ４５６± ０１：１４．０３� ５９．４�
６１２ マーベラスルビー 牝３栗 ５４ 渡辺 薫彦笹原 貞生氏 柴田 政見 新ひだか 酒井 亨 ５０８＋ ６１：１４．３２ ３０．１�
７１４ テイケイフロックス 牝３黒鹿５４ 武 豊兼松 忠男氏 大橋 勇樹 新冠 新冠橋本牧場 ４９４＋ ２ 〃 ハナ １．５�
８１５ ダブルスパーク 牝３芦 ５４ 国分 優作吉永 清美氏 藤岡 範士 むかわ 上水牧場 ４６０＋ ２１：１４．７２� ２１．９	
１１ ハマノスカーレット 牝３栗 ５４ 国分 恭介浜井 弘至氏 服部 利之 新ひだか 坂本 春信 ４４６－ ６ 〃 クビ １０２．０

２４ ワンダービジュー 牝３栗 ５４ 野元 昭嘉山本 信行氏 梅内 忍 浦河 帰山 清貴 ４０６± ０１：１４．９１� １３６．５�
６１１ メイショウアレーナ 牝３栗 ５４ 北村 友一松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 ４１６ ― 〃 クビ ２６．７�
４７ アートオブパナシェ 牝３鹿 ５４ 池添 謙一村上 憲政氏 小原伊佐美 新ひだか 岡田牧場 ４４４－ ２１：１５．０クビ ２６．８
３６ トーセンプリモ 牝３鹿 ５４ 小坂 忠士島川 �哉氏 古賀 史生 日高 前川ファーム ４８６－ ４１：１５．１� １３１．１�
７１３ クイーンローズ 牝３芦 ５４ 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 ４１６－２０１：１５．９５ ２４８．９�
５１０ ラ メ ー ル 牝３栗 ５４ 津村 明秀川越 敏樹氏 西浦 勝一 浦河 川越ファーム ４３４－１４ 〃 クビ １８６．１�
２３ トウケイオリオン 牝３栗 ５４ 飯田 祐史木村 信彦氏 飯田 明弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４５０－ ４１：１６．２１� ９０．１�
５９ タイキプリマドンナ 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎�大樹ファーム 高橋 義忠 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ ４３２－ ８１：１６．３� ９．３�
８１６ ピエナエポナ 牝３栗 ５４ 石橋 守本谷 兼三氏 飯田 雄三 新ひだか フジワラフアーム ４１２－２０１：１６．６１� ３９２．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，４４３，６００円 複勝： ３９，７５０，７００円 枠連： １１，１１２，１００円

馬連： ４２，２４０，４００円 馬単： ３３，３３８，７００円 ワイド： ２０，９７５，９００円

３連複： ６１，３８５，１００円 ３連単： １０４，５２０，２００円 計： ３３４，７６６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � ２４０円 � １，５５０円 � １，３１０円 枠 連（１－３） ４，９１０円

馬 連 �� ５，７３０円 馬 単 �� １０，５３０円

ワ イ ド �� １，９７０円 �� ２，５９０円 �� １１，７１０円

３ 連 複 ��� ６３，９００円 ３ 連 単 ��� １９８，３００円

票 数

単勝票数 計 ２１４４３６ 的中 � ３８１３７（２番人気）
複勝票数 計 ３９７５０７ 的中 � ５５２２９（２番人気）� ５９６５（９番人気）� ７１０５（８番人気）
枠連票数 計 １１１１２１ 的中 （１－３） １６７３（１５番人気）
馬連票数 計 ４２２４０４ 的中 �� ５４４２（１６番人気）
馬単票数 計 ３３３３８７ 的中 �� ２３３８（２８番人気）
ワイド票数 計 ２０９７５９ 的中 �� ２６６３（２１番人気）�� ２００８（２３番人気）�� ４３３（６０番人気）
３連複票数 計 ６１３８５１ 的中 ��� ７０９（１０６番人気）
３連単票数 計１０４５２０２ 的中 ��� ３８９（３８１番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．１―１１．９―１２．６―１２．３―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２３．７―３５．６―４８．２―１：００．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サマーハピネス �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２０１２．１．１４ 京都３着

２００９．４．２６生 牝３鹿 母 ビッグハッピー 母母 モルゲンロート ３戦１勝 賞金 ６，５００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 オードゥルルド号・ケイムアフターミー号・チェリーナイツピサ号・フトゥールム号
（非抽選馬） ２頭 クールキャメロン号・デンコウデア号

０６０３８ ３月４日 曇 稍重 （２４阪神１）第４日 第２競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１０時３０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

７１０ テイエムワカタカ 牡３栗 ５６ 国分 恭介竹園 正繼氏 木原 一良 日高 テイエム牧場日高支場 ４７２－ ２１：５４．２ ８９．６�

６７ グレートチャールズ 牡３栗 ５６ 秋山真一郎吉田 和美氏 吉田 直弘 洞爺湖 メジロ牧場 ４９４－１２１：５４．３� ２．１�
６８ マイネルアクロス 牡３黒鹿５６ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム ４５０± ０１：５４．７２� ３．７�
７９ サトノシーザー 牡３青 ５６ 川田 将雅里見 治氏 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 ５１２－ ２１：５５．３３� ３．１�
５５ ナムラガンリュウ 牡３栗 ５６ 小林 徹弥奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 漆原 哲雄 ５１４－ ４１：５５．６１� １８．８�
２２ ローリングストーン 牡３鹿 ５６ 津村 明秀佐々木 徹氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム ４８４－１２１：５６．０２� ３１．６�
４４ ダイコクイモン 牡３青鹿５６ 岡部 誠井門 敏雄氏 小原伊佐美 日高 坂 牧場 ４６４－ ８１：５６．１クビ １１４．３	

（愛知）

５６ マスターズキング 牡３鹿 ５６ 浜中 俊
リーヴァ 矢作 芳人 日高 シンボリ牧場 ４７６－ ８１：５６．７３� ４３．１�
８１１ サトノジュビリー 牡３鹿 ５６ 国分 優作里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４９８－ ２１：５７．０１� ３８．１�
８１２ リーノレオン 牡３栗 ５６ 池添 謙一呂 朝子氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 ４８８± ０１：５７．４２� ６１．８
１１ タマモブラヴォー 牡３栃栗５６ 渡辺 薫彦タマモ� 佐藤 正雄 新ひだか 岡田 猛 ４５６－ ２１：５８．４６ ２１９．０�
３３ ルネッサンスブルー 牡３栗 ５６ 小坂 忠士 �ブルーマネジメント山内 研二 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー ４５６－ ２ 〃 クビ ２９３．９�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １８，３１０，８００円 複勝： ５０，５５５，３００円 枠連： １２，１８４，４００円

馬連： ３７，９４４，６００円 馬単： ３２，５５７，７００円 ワイド： ２０，０８９，５００円

３連複： ５８，９７４，０００円 ３連単： １２４，２９４，７００円 計： ３５４，９１１，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８，９６０円 複 勝 � １，６５０円 � １１０円 � １４０円 枠 連（６－７） １９０円

馬 連 �� １１，４８０円 馬 単 �� ３４，２３０円

ワ イ ド �� ３，２２０円 �� ３，４９０円 �� １７０円

３ 連 複 ��� ７，３８０円 ３ 連 単 ��� １１８，９８０円

票 数

単勝票数 計 １８３１０８ 的中 � １６１１（９番人気）
複勝票数 計 ５０５５５３ 的中 � ２６４６（１０番人気）� ２９６３９６（１番人気）� ７２２２１（３番人気）
枠連票数 計 １２１８４４ 的中 （６－７） ４９４４２（１番人気）
馬連票数 計 ３７９４４６ 的中 �� ２４４１（２１番人気）
馬単票数 計 ３２５５７７ 的中 �� ７０２（４８番人気）
ワイド票数 計 ２００８９５ 的中 �� １２１０（２６番人気）�� １１１６（２７番人気）�� ４３９８６（１番人気）
３連複票数 計 ５８９７４０ 的中 ��� ５９０２（１８番人気）
３連単票数 計１２４２９４７ 的中 ��� ７７１（１７５番人気）

ハロンタイム １３．１―１０．７―１３．１―１３．５―１３．６―１２．８―１２．４―１２．０―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２３．８―３６．９―５０．４―１：０４．０―１：１６．８―１：２９．２―１：４１．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テイエムワカタカ �
�
父 テイエムサンデー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー ２０１１．１０．２ 阪神１１着

２００９．５．６生 牡３栗 母 テイエムメダリスト 母母 レディージーニアス ４戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
※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１回 阪神競馬 第４日



０６０３９ ３月４日 曇 稍重 （２４阪神１）第４日 第３競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１１時００分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：２１．８
１：２１．８

稍重

稍重

２４ スズカジョンブル 牡３鹿 ５６ 長谷川浩大永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 ４３６－ ２１：２６．５ ５１．７�

６１１ エ ス ペ リ ア 牡３栗 ５６ 浜中 俊佐々木雄二氏 松元 茂樹 日高 モリナガファーム ４４４－ ２１：２６．８１� ６．４�
７１４ セフティリューオー 牡３青 ５６ 国分 優作池田 實氏 服部 利之 浦河トラストスリーファーム ５０４＋ ４１：２６．９クビ ２７．５�
１１ ビ ッ ク ケ ン 牡３鹿 ５６ 川田 将雅小野 建氏 池上 昌弘 浦河 三好牧場 B４７４± ０１：２７．１１� ４．７�
６１２ キ ー メ ー ル 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥北前孔一郎氏 目野 哲也 新冠 高瀬 敦 ４９０－ ２ 〃 クビ ８１．２�
５９ シューサクオー 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎杉田 周作氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 ４８２＋ ２ 〃 アタマ ３１．５�
８１６ サンライズスマート 牡３鹿 ５６ 北村 友一松岡 隆雄氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 ４６４＋ ４１：２７．２クビ ９．２�
７１３ ドーントレス 牡３黒鹿５６ 国分 恭介岩� 僖澄氏 野村 彰彦 日高 千葉飯田牧場 ４５２－ ２ 〃 クビ ３９．２	
３５ ウエスタンムサシ 牡３芦 ５６ 武 豊西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム ４９２－１２１：２７．３� １．７

５１０ セルリアンラビット 牡３鹿 ５６ 野元 昭嘉�イクタ 梅内 忍 池田 高橋 正三 ４３８－ ６１：２８．１５ １８０．１�
２３ メイショウビリーヴ 牡３黒鹿５６ 池添 謙一松本 好雄氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ４４６－１４１：２８．３１� １１５．０
４７ ノーネームホース 牡３黒鹿５６ 津村 明秀山田 弘氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド ４８０－ ６１：２８．４クビ ４５２．８�
１２ アークイクシオン 牡３黒鹿５６ 渡辺 薫彦門野 文典氏 清水 久詞 浦河 向別牧場 ４６０－ ４１：２８．６１ ３３．７�
３６ クニノカンタロー 牡３鹿 ５６ 岡部 誠國立 治氏 境 直行 青森 織笠 時男 ４４０＋ ６１：２８．８１� ２６２．５�

（愛知）

４８ イエローナイフ 牡３黒鹿５６ 飯田 祐史�ノースヒルズ 松元 茂樹 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７４－１０１：２９．５４ ７４．３�

（１５頭）
８１５ ナムラヒーロー 牡３鹿 ５６ 芹沢 純一奈村 信重氏 福島 信晴 浦河 谷川牧場 ４８６－ ８ （競走除外）

売 得 金

単勝： ２２，３４８，６００円 複勝： ３５，３０８，０００円 枠連： １２，９０６，２００円

馬連： ４２，２２５，８００円 馬単： ３４，４２７，５００円 ワイド： ２１，５０２，０００円

３連複： ５５，７８４，４００円 ３連単： １０７，５５４，４００円 計： ３３２，０５６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５，１７０円 複 勝 � １，３２０円 � ２６０円 � １，２５０円 枠 連（２－６） １０，３２０円

馬 連 �� １８，１７０円 馬 単 �� ３８，８５０円

ワ イ ド �� ４，１９０円 �� １７，２８０円 �� ３，５１０円

３ 連 複 ��� １６６，０１０円 ３ 連 単 ��� １，１１７，９６０円

票 数

単勝票数 差引計 ２２３４８６（返還計 ６１８） 的中 � ３４０７（９番人気）
複勝票数 差引計 ３５３０８０（返還計 １９５５） 的中 � ６３４４（９番人気）� ４３３９７（４番人気）� ６７３４（８番人気）
枠連票数 差引計 １２９０６２（返還計 ２２３） 的中 （２－６） ９２３（２１番人気）
馬連票数 差引計 ４２２２５８（返還計 ５５０５） 的中 �� １７１６（３５番人気）
馬単票数 差引計 ３４４２７５（返還計 ４２９５） 的中 �� ６５４（６５番人気）
ワイド票数 差引計 ２１５０２０（返還計 ３４６３） 的中 �� １２６９（３４番人気）�� ３０３（６８番人気）�� １５１９（３０番人気）
３連複票数 差引計 ５５７８４４（返還計 １３６７７） 的中 ��� ２４８（１７７番人気）
３連単票数 差引計１０７５５４４（返還計 ２２６５８） 的中 ��� ７１（１０１９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２３．７―３６．０―４８．６―１：０１．１―１：１３．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スズカジョンブル �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー ２０１１．１１．１２ 京都４着

２００９．３．７生 牡３鹿 母 サワヤカスズカ 母母 ダンシングスズカ ５戦１勝 賞金 ６，８５０，０００円
〔競走除外〕 ナムラヒーロー号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔発走状況〕 キーメール号は，枠入り不良。発走時刻３分遅延。

エスペリア号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 キーメール号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 ウインドグラス号・クイーンキセキ号・タケデンサプライズ号・ブレイムレスリー号
※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。

０６０４０ ３月４日 曇 稍重 （２４阪神１）第４日 第４競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１１時３０分 （ダート・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ６，０００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９００，０００円 ６００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

７１３ デ コ レ イ ト 牝３鹿 ５４ 岡部 誠吉田 正志氏 松田 国英 日高 追分ファーム ４６８ ―１：５７．８ ４．９�
（愛知）

８１５ ブルースイショウ 牡３鹿 ５６ 国分 恭介平本 敏夫氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム ４８４ ―１：５８．０１ １７．１�
６１１ センシズバイオ 牡３栗 ５６ 国分 優作バイオ� 梅田 智之 平取 清水牧場 ４８６ ― 〃 ハナ ５９．７�
２３ ミラクルセイリング 牝３栗 ５４ 石橋 守有限会社シルク中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５３０ ― 〃 ハナ ６．５�
７１２ ブードゥーロア 牡３芦 ５６ 浜中 俊 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム ５２８ ―１：５８．３１� ３．５�
４６ トウカイレックス 牡３鹿 ５６ 川田 将雅内村 正則氏 安田 隆行 浦河 吉田 又治 ４６４ ―１：５８．６１� １０．８	
２２ メ イ デ イ 牡３青鹿５６ 荻野 琢真 H.H．シェイク・モハメド 荒川 義之 新冠 武田牧場 ５０２ ― 〃 ハナ ３４．７

３４ マイネルソアレ 牡３栗 ５６ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 新冠 ビッグレッドファーム ４５８ ―１：５９．７７ ２９．７�
５８ プレミアムペスカ 牝３黒鹿５４ 池添 謙一ユーモード 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 ４７０ ― 〃 クビ １８．６�
１１ ゴーイングスター 牡３芦 ５６ 和田 竜二林 進氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 ５２０ ―２：００．０２ ５７．１
５９ ノブビスケット 牡３鹿 ５６ 高田 潤前田 亘輝氏 藤原 英昭 日高 沖田牧場 ４６６ ―２：００．３１� １９．４�
６１０ ボ ル ド レ 牡３芦 ５６ 秋山真一郎青芝商事� 羽月 友彦 池田 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９２ ―２：００．９３� ４．５�
３５ シゲルユスラウメ 牝３鹿 ５４ 飯田 祐史森中 蕃氏 飯田 明弘 新ひだか 山田牧場 ４７６ ―２：０２．２８ ６５．４�
４７ トーセンコールミー 牡３鹿 ５６ 長谷川浩大島川 �哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B４８０ ―２：０２．６２� ４２．２�

（１４頭）
８１４ マクロバニヤン 牡３鹿 ５６ 四位 洋文津村 靖志氏 萩原 清 新冠 松浦牧場 ５１８ ― （競走除外）

売 得 金

単勝： １４，６８７，０００円 複勝： ２２，３１３，４００円 枠連： １４，６１３，８００円

馬連： ２８，７８６，５００円 馬単： ２０，０５１，６００円 ワイド： １３，６８４，５００円

３連複： ３２，８９９，０００円 ３連単： ４８，０５９，１００円 計： １９５，０９４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � ２１０円 � ５３０円 � １，６１０円 枠 連（７－８） ５３０円

馬 連 �� ３，１５０円 馬 単 �� ５，５７０円

ワ イ ド �� １，４００円 �� ３，１２０円 �� ４，０１０円

３ 連 複 ��� ２６，８９０円 ３ 連 単 ��� １５５，５６０円

票 数

単勝票数 差引計 １４６８７０（返還計 ２１５３５） 的中 � ２３８３１（３番人気）
複勝票数 差引計 ２２３１３４（返還計 ２４６８４） 的中 � ３６５３７（３番人気）� １０３１３（７番人気）� ３０２０（１３番人気）
枠連票数 差引計 １４６１３８（返還計 ２５５３） 的中 （７－８） ２０６３４（１番人気）
馬連票数 差引計 ２８７８６５（返還計 ７８４４７） 的中 �� ６７６２（１２番人気）
馬単票数 差引計 ２００５１６（返還計 ６０３００） 的中 �� ２６６０（２４番人気）
ワイド票数 差引計 １３６８４５（返還計 ３５８３５） 的中 �� ２４７４（１４番人気）�� １０７１（３９番人気）�� ８３０（４７番人気）
３連複票数 差引計 ３２８９９０（返還計１５０３０５） 的中 ��� ９０３（８９番人気）
３連単票数 差引計 ４８０５９１（返還計２４１３１４） 的中 ��� ２２８（４９４番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．５―１４．５―１４．０―１３．８―１３．６―１３．０―１２．３―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．２―３８．７―５２．７―１：０６．５―１：２０．１―１：３３．１―１：４５．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．３―３F３７．７
１
３
５（１１，１２）（４，６）１５（１，８）－９（２，３，１０）１３－７
５（１１，１２）（４，６，１５）（１，８，３）１３，９，１０，２－７

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

勝馬の
紹 介

デ コ レ イ ト �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 De Niro 初出走

２００９．４．８生 牝３鹿 母 デゴッドドーター 母母 Say Forever １戦１勝 賞金 ６，０００，０００円
〔競走除外〕 マクロバニヤン号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。
※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。



０６０４１ ３月４日 小雨 良 （２４阪神１）第４日 第５競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１２時２０分 （芝・右・外）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ６，０００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９００，０００円 ６００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．４

良

良

４７ エ ロ イ カ 牡３鹿 ５６ 浜中 俊太田 美實氏 藤原 英昭 日高 シンボリ牧場 ４６８ ―１：３８．５ １．９�

６１２ テディービン 牡３青 ５６ 国分 恭介谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 ５００ ―１：３８．７１ ２９．２�
１２ タニノシュヴァリエ 牡３青 ５６ 国分 優作谷水 雄三氏 岡田 稲男 新ひだか カントリー牧場 ４８８ ―１：３９．０２ ５７．６�
２３ � コスモヴィネガー 牡３栗 ５４ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 菅原 泰夫 新 Curraghmore

Stud Ltd ５０２ ―１：３９．１クビ ２８４．８�
５９ マーティンボロ 牡３青鹿５６ 四位 洋文吉田 和美氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４４６ ―１：３９．４１� ７．８�
８１６ マイネルハートレー 牡３青鹿５６ 武 豊 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 新冠 ビッグレッドファーム ４９６ ―１：３９．７２ １０．４	
１１ フィックルスター 牡３栗 ５６ 和田 竜二 �キャロットファーム 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８０ ―１：３９．８� ５．１

８１５ メイショウタマカゼ 牡３栗 ５６ 池添 謙一松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４５４ ― 〃 ハナ ２５．８�
７１３� ユールフェスト 牝３青鹿５２ 秋山真一郎 �キャロットファーム 須貝 尚介 豪 Mr G Harvey ４４４ ―１：３９．９クビ ８．３�
６１１ オープンスカイ 牝３鹿 ５４ 石橋 守有限会社シルク岡田 稲男 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４８ ―１：４０．０� ８２．３
７１４ ウォーターオアシス 牡３栗 ５６ 芹沢 純一山岡 良一氏 鹿戸 明 浦河 本巣牧場 ４９０ ― 〃 ハナ ５８．４�
２４ サティスファイ 牝３黒鹿５４ 北村 友一山口 敦広氏 大根田裕之 日高 天羽 禮治 ４５６ ―１：４０．４２� ３９．１�
４８ キュールエココ 牝３黒鹿５４ 岡部 誠岡本 良三氏 中尾 秀正 安平 追分ファーム ４０４ ―１：４０．８２� １１４．０�

（愛知）

３６ ガンバレシャチョウ 牡３芦 ５６ 小林 徹弥池田 實氏 目野 哲也 新ひだか 増本牧場 ４９８ ―１：４１．２２� ２５２．８�
５１０ コールミーシュガー 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦 �三石川上牧場 野村 彰彦 新ひだか 三石川上牧場 ４４８ ―１：４１．４１ １８５．７�
３５ ド ラ ジ ェ 牝３鹿 ５４ 野元 昭嘉吉田 修氏 梅内 忍 様似 富田 恭司 ４０４ ―１：４５．０大差 １８２．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，５７０，５００円 複勝： ３８，２２９，８００円 枠連： １４，４２６，３００円

馬連： ４４，５３６，５００円 馬単： ３７，０１２，９００円 ワイド： ２２，８３９，３００円

３連複： ５７，５７６，５００円 ３連単： １０９，３４８，３００円 計： ３４８，５４０，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １２０円 � ４９０円 � ８６０円 枠 連（４－６） ２，２２０円

馬 連 �� ２，２９０円 馬 単 �� ３，５８０円

ワ イ ド �� ８２０円 �� １，３８０円 �� ４，３９０円

３ 連 複 ��� １９，４５０円 ３ 連 単 ��� ６６，７００円

票 数

単勝票数 計 ２４５７０５ 的中 � １０７１３４（１番人気）
複勝票数 計 ３８２２９８ 的中 � １３７１０５（１番人気）� １４７３８（６番人気）� ７８１２（９番人気）
枠連票数 計 １４４２６３ 的中 （４－６） ４８０６（１０番人気）
馬連票数 計 ４４５３６５ 的中 �� １４３９２（８番人気）
馬単票数 計 ３７０１２９ 的中 �� ７６４９（１１番人気）
ワイド票数 計 ２２８３９３ 的中 �� ７１７３（７番人気）�� ４０９３（１４番人気）�� １２３３（３７番人気）
３連複票数 計 ５７５７６５ 的中 ��� ２１８５（５３番人気）
３連単票数 計１０９３４８３ 的中 ��� １２１０（１７９番人気）

ハロンタイム １３．２―１１．３―１２．９―１２．８―１３．０―１２．１―１０．８―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１３．２―２４．５―３７．４―５０．２―１：０３．２―１：１５．３―１：２６．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．３―３F３５．３
３ ３，１－１２－４（７，１５）（２，１６）１４，１０，９，５（８，１３）１１，６ ４ ３（１，１２）－（４，７，１４）（２，１５）１６，９（８，１３，１１）１０－５，６
市場取引馬

勝馬の
紹 介

エ ロ イ カ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Danzig 初出走

２００９．２．１９生 牡３鹿 母 ゲーリックチューン 母母 Squan Song １戦１勝 賞金 ６，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ドラジェ号は，平成２４年４月４日まで平地競走に出走できない。
※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。

０６０４２ ３月４日 小雨 稍重 （２４阪神１）第４日 第６競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１２時５０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：０９．７
１：０８．７

重

重

８１２ エスジーブルーム 牝３鹿 ５４ 北村 友一窪田 滋氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 ４６２－ ４１：１２．６ ２．８�

３３ サクセスセレーネ 牝３黒鹿５４ 浜中 俊�嶋 哲氏 藤原 英昭 浦河 有限会社
吉田ファーム ４２４－ ４１：１２．７� ２．７�

４４ ニコールバローズ 牝３黒鹿５４ 川田 将雅猪熊 広次氏 角田 晃一 池田 新田牧場 ４４２－ ６１：１３．１２� ４．２�
６８ ユリオプスデイジー 牝３栗 ５４ 和田 竜二飯田 正剛氏 安田 隆行 新ひだか 千代田牧場 ４６８－ ６１：１３．４１� ８．６�
７１１ キセキノハナ 牝３芦 ５４ 野元 昭嘉華山 龍一氏 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 ４４２－ ６１：１３．９３ ７２．５�
２２ タマモキャッツアイ 牝３鹿 ５４ 長谷川浩大タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 ４９８－ ８１：１４．６４ ４１．７�
４５ メイショウジビュス 牝３鹿 ５４ 津村 明秀松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 ４４８－ ８１：１４．７� １７０．２	
５６ ナムラメイビ 牝３鹿 ５４ 国分 優作奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 八田ファーム ４２６± ０１：１４．８クビ ４８．５

７１０ ジ ェ ノ ア 牝３鹿 ５４ 岡部 誠大社 聡氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 ４４６－１０１：１５．１１� １９３．１�

（愛知）

１１ ヒノクニリョジョウ 牝３栗 ５４ 国分 恭介小田切有一氏 谷 潔 熊本 村山 光弘 ４５４－１２ 〃 ハナ ３８．７�
８１３ カシノラピス 牝３栗 ５４ 小林 徹弥柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 ４２４＋ ８１：１５．４２ ４５．９
５７ レアプラチナ 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦松田 整二氏 田島 良保 日高 野島牧場 ４４２－ ４１：１５．８２� ３１．３�
６９ ミ ス ネ バ ー 牝３栗 ５４ 秋山真一郎澤 洋氏 山内 研二 新ひだか マークリ牧場 ４６０＋ ８１：１７．８大差 ４９．１�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １８，７６８，５００円 複勝： ３０，４６２，２００円 枠連： １１，１３０，０００円

馬連： ４０，８０７，３００円 馬単： ３１，４２１，０００円 ワイド： ２０，９６２，１００円

３連複： ５８，５６０，５００円 ３連単： １１０，０９５，７００円 計： ３２２，２０７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １１０円 � １２０円 � １２０円 枠 連（３－８） ３８０円

馬 連 �� ３８０円 馬 単 �� ７６０円

ワ イ ド �� １７０円 �� ２３０円 �� ２３０円

３ 連 複 ��� ３７０円 ３ 連 単 ��� １，６９０円

票 数

単勝票数 計 １８７６８５ 的中 � ５４５３５（２番人気）
複勝票数 計 ３０４６２２ 的中 � ８４２０３（１番人気）� ６４７７５（２番人気）� ６１５４５（３番人気）
枠連票数 計 １１１３００ 的中 （３－８） ２２１１７（１番人気）
馬連票数 計 ４０８０７３ 的中 �� ８０１９４（１番人気）
馬単票数 計 ３１４２１０ 的中 �� ３０８６８（１番人気）
ワイド票数 計 ２０９６２１ 的中 �� ３４０２８（１番人気）�� ２２１０２（２番人気）�� ２０９６９（３番人気）
３連複票数 計 ５８５６０５ 的中 ��� １１８０３４（１番人気）
３連単票数 計１１００９５７ 的中 ��� ４８２３８（１番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．６―１２．４―１２．２―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．０―３４．６―４７．０―５９．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エスジーブルーム �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２０１１．８．２０ 新潟５着

２００９．３．２７生 牝３鹿 母 エスジービアンカ 母母 チエリーダツチエス ６戦２勝 賞金 １８，６００，０００円
〔制裁〕 キセキノハナ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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミスネバー号は，平成２４年４月４日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 リアライズキボンヌ号（疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため）
※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。



０６０４３ ３月４日 小雨 稍重 （２４阪神１）第４日 第７競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時２０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

５５ ベストリガーズ 牡４鹿 ５７ 岡部 誠 �キャロットファーム 野中 賢二 安平 ノーザンファーム ５３２＋２６１：５３．３ ３．９�
（愛知）

６６ キンショーダンデー 牡５栗 ５７ 池添 謙一礒野日出夫氏 中村 均 浦河 馬道 繁樹 ４８８＋ ２１：５３．５１� ２．９�
７７ テイエムエビスオー 牡４鹿 ５７ 芹沢 純一竹園 正繼氏 鹿戸 明 浦河 馬道 繁樹 ４８０－ ２１：５３．６� １２．７�
４４ バンブーチェルシー 牡４青鹿５７ 和田 竜二�バンブー牧場 岩元 市三 浦河 バンブー牧場 ４７４－ ２１：５４．１３ ８１．２�
３３ ゴールドルースター 牡４鹿 ５７ 北村 友一吉田 和美氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム ４５６－ ２１：５４．３１� ５．８�
１１ シルクマッドネス �５黒鹿５７ 小坂 忠士有限会社シルク山内 研二 新冠 山岡ファーム ４７２－ ２１：５４．４クビ １０．４�
７８ ヒノモトイチバン 牡５栗 ５７ 国分 優作坪野谷和平氏 中野 栄治 新冠 八木 常郎 ４５８－ ２１：５４．７１� １１．４	
８１０ マルデデルマ 牝４栗 ５５ 秋山真一郎吉田 哲哉氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム ４６０－ ６１：５５．６５ ３３．０

２２ ヒカルマイデビュー 牡４黒鹿５７ 川田 将雅�橋 京子氏 岡田 稲男 登別 登別上水牧場 ５０４－１２１：５５．９１� ６．６�
８９ エヴァンブルー 牡４黒鹿５７ 国分 恭介 �ブルーマネジメント大根田裕之 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４７２＋ ６１：５７．０７ ３８．４

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２０，６６８，６００円 複勝： ２７，９８６，８００円 枠連： １１，２５１，５００円

馬連： ４３，５３６，２００円 馬単： ３０，７２０，２００円 ワイド： ２０，９１４，８００円

３連複： ５７，７６４，８００円 ３連単： １１６，０３５，５００円 計： ３２８，８７８，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １７０円 � １３０円 � ２１０円 枠 連（５－６） ６２０円

馬 連 �� ６５０円 馬 単 �� １，２７０円

ワ イ ド �� ２９０円 �� ５９０円 �� ３８０円

３ 連 複 ��� １，８１０円 ３ 連 単 ��� ７，１７０円

票 数

単勝票数 計 ２０６６８６ 的中 � ４２２４０（２番人気）
複勝票数 計 ２７９８６８ 的中 � ４１３０９（３番人気）� ７０９４３（１番人気）� ２９８０５（４番人気）
枠連票数 計 １１２５１５ 的中 （５－６） １３４０１（１番人気）
馬連票数 計 ４３５３６２ 的中 �� ４９４６０（１番人気）
馬単票数 計 ３０７２０２ 的中 �� １７９２１（３番人気）
ワイド票数 計 ２０９１４８ 的中 �� １９３８２（２番人気）�� ８１４０（９番人気）�� １３８６２（３番人気）
３連複票数 計 ５７７６４８ 的中 ��� ２３６２５（４番人気）
３連単票数 計１１６０３５５ 的中 ��� １１９５０（１２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．３―３７．６―５０．４―１：０２．９―１：１５．２―１：２８．１―１：４０．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．４―３F３８．１
１
３
９，７，２，６，８，５，４，１０－３，１
７，９－６，２，８，５，１０，４－１，３

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

勝馬の
紹 介

ベストリガーズ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Rainbow Quest デビュー ２０１０．１２．２６ 阪神９着

２００８．２．１２生 牡４鹿 母 グリーティングス 母母 Kissing Cousin ５戦２勝 賞金 １５，０００，０００円
※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。

０６０４４ ３月４日 小雨 稍重 （２４阪神１）第４日 第８競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時５０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．７
１：０８．７

重

重

７１３ ピルケンハンマー 牡４鹿 ５７ 津村 明秀尾田左知子氏 梅田 智之 浦河 大成牧場 ５１６± ０１：１２．０ ８．６�

７１４ ワイキキブリーズ 牝５栗 ５５ 川田 将雅折手 邦雄氏 田島 良保 新ひだか 折手牧場 ４９６－ ４１：１２．１� ６．６�
８１５ アドマイヤオンリー 牝５芦 ５５ 浜中 俊近藤 利一氏 須貝 尚介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０８－ ４１：１２．３１ ３．６�
４８ ジャマイカジョー 牡４黒鹿５７ 国分 恭介薪浦 英稔氏 梅田 康雄 新ひだか 秋田育成牧場 ４５６± ０１：１２．６１� ３．６�
４７ グランスカイ 牝５鹿 ５５ 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４６８－１４ 〃 クビ ２９．２�
３６ マウシャーレ 牡４栗 ５７ 渡辺 薫彦浜RC組合 大橋 勇樹 日高 新井 昭二 ４５０－ ８ 〃 アタマ １８６．３�
１１ エリモミヤビ 牝４栗 ５５ 北村 友一山本 敏晴氏 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント ４６２－ ４１：１２．８１� ７９．６�
３５ � シンボリアミアン �５鹿 ５７ 岡部 誠シンボリ牧場 吉田 直弘 日高 シンボリ牧場 ５２８－ ２１：１２．９クビ ２１．０	

（愛知）

８１６ シャーズブルー 牡６鹿 ５７ 四位 洋文
谷川牧場 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 ５６６± ０ 〃 クビ ６．２�
５１０ クリスタルヒル 牡４鹿 ５７ 野元 昭嘉加藤 守氏 武田 博 浦河 谷口牧場 ５０８± ０１：１３．５３� ７８．３�
２３ アスターウィング 牡４鹿 ５７ 秋山真一郎加藤 久枝氏 加藤 敬二 むかわ 新井牧場 ４４６± ０１：１３．７１	 ７６．３
２４ シゲルカンリカン 牝４芦 ５５ 国分 優作森中 蕃氏 小野 幸治 新ひだか 岡田牧場 ４７０－ ８ 〃 クビ ７０．２�
５９ ヤマニンアルシェ 牡４鹿 ５７ 荻野 琢真土井 肇氏 田中 章博 新冠 錦岡牧場 ４９８－ ６１：１３．８� ３２．５�
６１１ ワンダーエレメント 牝４鹿 ５５ 武 豊山本 信行氏 牧田 和弥 浦河 小柳牧場 ４７４＋ ６１：１３．９� ２３．６�
１２ ノ ア ノ ア 牝４芦 ５５ 高田 潤M．タバート氏 牧浦 充徳 浦河 大北牧場 ４９８－１６ 〃 ハナ ２４．５�
６１２ ストロングノヴァ 牡４黒鹿５７ 長谷川浩大
�昭牧場 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 ４４８＋ ２１：１４．１１� ８４．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，９３７，４００円 複勝： ３６，３６１，０００円 枠連： ２０，８３４，９００円

馬連： ５８，５７８，０００円 馬単： ３６，７６６，２００円 ワイド： ２７，５３８，８００円

３連複： ７９，６３４，２００円 ３連単： １２７，６２９，１００円 計： ４０８，２７９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８６０円 複 勝 � ３００円 � ２２０円 � １７０円 枠 連（７－７） ３，０５０円

馬 連 �� ２，９７０円 馬 単 �� ６，５４０円

ワ イ ド �� １，２１０円 �� １，０１０円 �� ５２０円

３ 連 複 ��� ３，５２０円 ３ 連 単 ��� ２３，８００円

票 数

単勝票数 計 ２０９３７４ 的中 � １９２５５（５番人気）
複勝票数 計 ３６３６１０ 的中 � ２８４４０（５番人気）� ４４４０８（４番人気）� ６４５６５（２番人気）
枠連票数 計 ２０８３４９ 的中 （７－７） ５０５０（１１番人気）
馬連票数 計 ５８５７８０ 的中 �� １４５６８（９番人気）
馬単票数 計 ３６７６６２ 的中 �� ４１５０（２３番人気）
ワイド票数 計 ２７５３８８ 的中 �� ５４２２（１２番人気）�� ６５５８（８番人気）�� １３９４８（４番人気）
３連複票数 計 ７９６３４２ 的中 ��� １６７０２（６番人気）
３連単票数 計１２７６２９１ 的中 ��� ３９５８（５１番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．１―１１．７―１２．３―１１．８―１２．７

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ピルケンハンマー �
�
父 パラダイスクリーク �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー ２０１０．８．１ 小倉９着

２００８．３．２３生 牡４鹿 母 マコトソブリン 母母 ゲートドクール ２０戦２勝 賞金 ２４，５３６，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 メイショウゴモン号
※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。



０６０４５ ３月４日 小雨 良 （２４阪神１）第４日 第９競走 ��
��１，８００�ア ル メ リ ア 賞

発走１４時２５分 （芝・右・外）

３歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 ９，５００，０００円 ３，８００，０００円 ２，４００，０００円 １，４００，０００円 ９５０，０００円
付 加 賞 ３２２，０００円 ９２，０００円 ４６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

８１２ マウントシャスタ 牡３鹿 ５６ 池添 謙一金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４５６－ ６１：５２．０ ２．４�

３３ キャトルフィーユ 牝３鹿 ５４ 四位 洋文 �ロードホースクラブ 角居 勝彦 新ひだか ケイアイファーム ４４８＋ ８ 〃 クビ ２５．６�
７１１ タムロトップステイ 牡３栗 ５６ 北村 友一谷口 屯氏 西園 正都 洞爺湖 メジロ牧場 ５３４－ ６ 〃 ハナ ２２．４�
６９ ダークナイサー 牡３黒鹿５６ 武 豊加藤 守氏 松元 茂樹 新ひだか タイヘイ牧場 ４６２－ ４１：５２．１クビ ６．８�
５６ シンゼンレンジャー 牡３黒鹿５６ 飯田 祐史原 司郎氏 飯田 明弘 日高 インターナショ

ナル牧場 ４７８＋ ４１：５２．２� ２１．６�
６８ ロードアクレイム 牡３鹿 ５６ 川田 将雅 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム ４５０－ ２１：５２．３クビ ６．４�
２２ マジカルツアー 牡３栗 ５６ 浜中 俊松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 ４５２－１２ 〃 クビ ４．８	
５７ オ ソ レ イ ユ 牡３鹿 ５６ 国分 恭介松岡 隆雄氏 河内 洋 新冠 高瀬牧場 ５０２－ ２１：５２．４� ７．２

４４ オビーディエント 牡３黒鹿５６ 渡辺 薫彦�ノースヒルズ 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント ４２６－ ２１：５２．５� ３２６．６�
１１ ナリタハリケーン 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎�オースミ 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６２－１０ 〃 ハナ ３０．０�
８１３ シルクドリーマー 牡３鹿 ５６ 和田 竜二有限会社シルク音無 秀孝 浦河 笠松牧場 ４５４－ ６１：５２．６クビ ５６．３
７１０� キミニコイシテ 牝３黒鹿５４ 岡部 誠柴田 浩二氏 伊藤 強一 新ひだか 棚川 光男 ５２０－ ２１：５３．８７ ２９２．８�

（笠松） （愛知）

４５ ラガートモヒーロ 牡３黒鹿５６ 国分 優作奥村 啓二氏 柴田 政見 浦河 山春牧場 ４４８± ０１：５４．０１ ２８３．６�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ４２，０２４，６００円 複勝： ６５，５１８，０００円 枠連： ２２，５７１，９００円

馬連： １０５，７２１，３００円 馬単： ６９，０７７，７００円 ワイド： ４１，０９４，９００円

３連複： １２２，５４６，２００円 ３連単： ２５５，６９８，９００円 計： ７２４，２５３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １４０円 � ６３０円 � ５１０円 枠 連（３－８） ３，０９０円

馬 連 �� ３，３４０円 馬 単 �� ４，４８０円

ワ イ ド �� １，１３０円 �� １，０００円 �� ４，２７０円

３ 連 複 ��� １６，０７０円 ３ 連 単 ��� ６２，７４０円

票 数

単勝票数 計 ４２０２４６ 的中 � １４０２４６（１番人気）
複勝票数 計 ６５５１８０ 的中 � １７７３１３（１番人気）� ２１３２８（９番人気）� ２７１３７（７番人気）
枠連票数 計 ２２５７１９ 的中 （３－８） ５４０２（１０番人気）
馬連票数 計１０５７２１３ 的中 �� ２３４０６（１３番人気）
馬単票数 計 ６９０７７７ 的中 �� １１３９１（２０番人気）
ワイド票数 計 ４１０９４９ 的中 �� ９１３９（１５番人気）�� １０４４６（１２番人気）�� ２２８６（３９番人気）
３連複票数 計１２２５４６２ 的中 ��� ５６３０（６０番人気）
３連単票数 計２５５６９８９ 的中 ��� ３００８（２０３番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．５―１２．５―１３．２―１３．２―１３．３―１２．４―１０．８―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．４―３６．９―５０．１―１：０３．３―１：１６．６―１：２９．０―１：３９．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マウントシャスタ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー ２０１２．２．１２ 京都１着

２００９．３．１生 牡３鹿 母 クロウキャニオン 母母 ク ロ カ ミ ２戦２勝 賞金 １５，８２２，０００円
※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。

０６０４６ ３月４日 小雨 良 （２４阪神１）第４日 第１０競走 ��
��１，８００�

おおさかじょう

大阪城ステークス
発走１５時００分（番組第１１競走を順序変更） （芝・右・外）
４歳以上；負担重量は，日本馬：５５�，牝馬２�減，収得賞金１，０００万円超過馬は超過
額１，１００万円毎１�増，�：５５�，牝馬２�減，GⅠ競走１着馬６�増，GⅡ競走１着馬４�
増，GⅢ競走１着馬２�増（ただし２歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 ２２，０００，０００円 ８，８００，０００円 ５，５００，０００円 ３，３００，０００円 ２，２００，０００円
付 加 賞 ２４５，０００円 ７０，０００円 ３５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

４４ ミッキーパンプキン 牡６鹿 ５５ 池添 謙一野田みづき氏 清水 出美 追分 追分ファーム ４５２＋ ２１：４８．６ ９．３�

８８ ショウナンマイティ 牡４青鹿５６ 武 豊国本 哲秀氏 梅田 智之 新ひだか 矢野牧場 ５０４＋１６ 〃 ハナ ２．０�
７７ オースミスパーク 牡７鹿 ５８ 岡部 誠�オースミ 南井 克巳 門別 長谷川牧場 ４７８± ０１：４８．７� ２０．０�

（愛知）

１１ ミッキードリーム 牡５栗 ５８ 和田 竜二野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４９０＋１４１：４８．９１	 ４．６�
６６ ゴールスキー 牡５黒鹿５６ 浜中 俊 �社台レースホース池江 泰寿 安平 追分ファーム ４８４＋ ４１：４９．３２
 １１．８�
３３ ヒットジャポット 牡５黒鹿５６ 川田 将雅西森 鶴氏 領家 政蔵 浦河 カナイシスタッド ４９８＋ ２１：４９．４クビ ４．４	
２２ オートドラゴン 牡８栗 ５６ 渡辺 薫彦大戸 時子氏 沖 芳夫 新冠 八木農場 ５２０－ ２１：４９．６１
 ３７．９

５５ エーシンジャッカル 牡４黒鹿５５ 秋山真一郎�栄進堂 高野 友和 浦河 栄進牧場 ４６４－ ２１：５０．０２
 ２６．４�
８９ サワノパンサー 牡６鹿 ５６ 北村 友一澤田 �子氏 松元 茂樹 浦河 杵臼牧場 ５５２＋ ４１：５０．１� １０４．４

（９頭）

売 得 金

単勝： ４８，５７２，７００円 複勝： ６３，００２，２００円 枠連： ２０，９７５，４００円

馬連： １２０，６８１，４００円 馬単： ９２，８５６，１００円 ワイド： ４５，０３３，６００円

３連複： １３７，６１５，１００円 ３連単： ３８１，９８２，７００円 計： ９１０，７１９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９３０円 複 勝 � ２１０円 � １３０円 � ４３０円 枠 連（４－８） ９００円

馬 連 �� ９９０円 馬 単 �� ３，０６０円

ワ イ ド �� ４２０円 �� １，５９０円 �� １，０１０円

３ 連 複 ��� ５，２２０円 ３ 連 単 ��� ３７，５５０円

票 数

単勝票数 計 ４８５７２７ 的中 � ４１２５２（４番人気）
複勝票数 計 ６３００２２ 的中 � ７０３７６（４番人気）� １８５３９８（１番人気）� ２７６５８（７番人気）
枠連票数 計 ２０９７５４ 的中 （４－８） １７３３６（４番人気）
馬連票数 計１２０６８１４ 的中 �� ９０７９３（４番人気）
馬単票数 計 ９２８５６１ 的中 �� ２２４４８（１１番人気）
ワイド票数 計 ４５０３３６ 的中 �� ２９４８５（５番人気）�� ６５８１（２１番人気）�� １０６５６（１３番人気）
３連複票数 計１３７６１５１ 的中 ��� １９４７０（２１番人気）
３連単票数 計３８１９８２７ 的中 ��� ７５０８（１１９番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．５―１１．９―１２．１―１１．９―１２．０―１１．８―１１．５―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．５―３６．４―４８．５―１：００．４―１：１２．４―１：２４．２―１：３５．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．２―３F３６．２
３ ７－４，１（２，６）５（３，９）８ ４ ７，４（１，６）２，５（３，９）８
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミッキーパンプキン �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Alzao デビュー ２００８．１０．１１ 京都１着

２００６．３．２生 牡６鹿 母 エスユーエフシー 母母 Familiar ３２戦５勝 賞金 １５４，６３３，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
※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。

１レース目



０６０４７ ３月４日 小雨 稍重 （２４阪神１）第４日 第１１競走 ��
��２，０００�

に が わ

仁川ステークス
発走１５時３５分（番組第１０競走を順序変更） （ダート・右）
４歳以上；負担重量は，日本馬：５５�，牝馬２�減，収得賞金１，０００万円超過馬は超過
額１，１００万円毎１�増，�：５５�，牝馬２�減，GⅠ競走１着馬６�増，GⅡ競走１着馬４�
増，GⅢ競走１着馬２�増（ただし２歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 ２０，０００，０００円 ８，０００，０００円 ５，０００，０００円 ３，０００，０００円 ２，０００，０００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

２：０１．０
２：０１．０

不良

不良

２４ � ゴルトブリッツ 牡５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 ５２０＋ ６２：０２．３ ２．９�

８１６ スタッドジェルラン 牡６栗 ５６ 北村 友一久保 博文氏 安田 隆行 三石 鳥井牧場 ４９４－ ２２：０２．９３	 ８．３�
５９ キクノアポロ 牡６黒鹿５７ 岡部 誠菊池 五郎氏 野中 賢二 新冠 赤石 久夫 ５２０＋ ２２：０３．４３ １２．７�

（愛知）

８１５� マカニビスティー 牡５青鹿５６ 池添 謙一備前島敏子氏 矢作 芳人 日高 山田 政宏 B４８６± ０ 〃 クビ ９．８�
２３ グランドシチー 牡５鹿 ５６ 津村 明秀 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 新ひだか 幌村牧場 ４９４＋ ２２：０３．５	 ３８．８�
７１４ デスペラード 牡４鹿 ５６ 武 豊市川 義美氏 安達 昭夫 新ひだか 田中 裕之 ４８４＋ ２２：０４．１３	 ３．５	
３６ ナニハトモアレ 牡６黒鹿５５ 安藤 勝己北側 雅司氏 鮫島 一歩 日高 目黒牧場 ５２２－ ６２：０４．３１	 ２７．５

６１１ ソリタリーキング 牡５黒鹿５６ 和田 竜二 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４７４＋１０２：０４．５１	 ７．５�
３５ アドマイヤシャトル 牡６鹿 ５６ 秋山真一郎近藤 利一氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４７４－ ４ 〃 ハナ １８５．９�
４７ � サクラロミオ 牡７鹿 ５６ 国分 恭介�さくらコマース羽月 友彦 静内 新和牧場 ４９８± ０２：０４．６クビ ６０．７
１１ メ ン デ ル 牡１０鹿 ５６ 国分 優作太田 美實氏 梅田 智之 静内 藤原牧場 ４６８－ ４ 〃 クビ ７２．２�
１２ ウインペンタゴン 牡６鹿 ５６ 浜中 俊�ウイン 石坂 正 浦河 笠松牧場 ４９２＋ ４２：０５．１３ ５４．０�
４８ ピースキーパー 牡７鹿 ５６ 石橋 守 �サンデーレーシング 千田 輝彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９６－１０２：０５．２	 ２４２．５�
７１３ ロールオブザダイス 牡７栗 ５７ 渡辺 薫彦 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４６６＋ ４２：０６．２６ ２７２．１�
６１２
 エアマックール 牡７黒鹿５６ 四位 洋文 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 米 Winches-

ter Farm ４８６± ０２：０６．９４ １７．３�
５１０ ミステリアスライト 牡７栗 ５６ 小林 徹弥 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム ４９０－１２ （競走中止） １０７．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６８，４７０，０００円 複勝： ９２，３７０，８００円 枠連： ６７，１９２，５００円

馬連： ２８２，０６９，９００円 馬単： １５７，４３４，８００円 ワイド： ８３，３２５，９００円

３連複： ３６２，５３１，１００円 ３連単： ７０５，７２７，１００円 計： １，８１９，１２２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １６０円 � ２２０円 � ２７０円 枠 連（２－８） ７００円

馬 連 �� １，３５０円 馬 単 �� ２，２８０円

ワ イ ド �� ６００円 �� ６９０円 �� １，１５０円

３ 連 複 ��� ４，９００円 ３ 連 単 ��� １８，７９０円

票 数

単勝票数 計 ６８４７００ 的中 � １９０４３０（１番人気）
複勝票数 計 ９２３７０８ 的中 � １８８２８２（１番人気）� １０９２３６（３番人気）� ８０２８７（６番人気）
枠連票数 計 ６７１９２５ 的中 （２－８） ７１１２７（２番人気）
馬連票数 計２８２０６９９ 的中 �� １５４３９６（４番人気）
馬単票数 計１５７４３４８ 的中 �� ５１０７８（４番人気）
ワイド票数 計 ８３３２５９ 的中 �� ３５５９５（５番人気）�� ３０３０６（７番人気）�� １７２７６（１４番人気）
３連複票数 計３６２５３１１ 的中 ��� ５４６８７（１５番人気）
３連単票数 計７０５７２７１ 的中 ��� ２７７２３（４８番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．２―１１．４―１３．５―１３．１―１３．０―１２．０―１１．７―１１．４―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２３．９―３５．３―４８．８―１：０１．９―１：１４．９―１：２６．９―１：３８．６―１：５０．０

コーナー
通過順位

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

�ゴルトブリッツ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Seeking the Gold

２００７．４．１１生 牡５栗 母 レディブロンド 母母 Wind In Her Hair １３戦５勝 賞金 １０４，４５２，０００円
初出走 JRA ［他本会外：２戦１勝］

〔競走中止〕 ミステリアスライト号は，競走中に疾病〔右寛跛行〕を発症したため３コーナーで競走中止。
※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。

０６０４８ ３月４日 小雨 良 （２４阪神１）第４日 第１２競走 ��
��１，６００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時１０分 （芝・右・外）

１０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．４

良

良

３３ � ロードロックスター 牡６鹿 ５７ 池添 謙一 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 愛 K.I. Farm ５０８－ ２１：３８．７ ４．５�

４４ ア バ ウ ト 牡４栗 ５７ 武 豊副島 義久氏 加用 正 日高 下河辺牧場 ５１２－ ２１：３８．９１� ９．１�
５６ シ ャ イ ン 牡５鹿 ５７ 和田 竜二呂 朝子氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 ４５８－１８ 〃 クビ １４０．２�
８１１ ハーキュリーズ 牡４鹿 ５７ 川田 将雅 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４２６－ ８１：３９．１１� ３．７�
２２ マ イ ネ マ オ 牝４鹿 ５５ 浜中 俊 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 須崎牧場 ４９４＋ ２ 〃 クビ ８．５�
６７ アドマイヤバートン 牡４栗 ５７ 安藤 勝己近藤 利一氏 松田 博資 千歳 社台ファーム ４７０－１２１：３９．２クビ ５．３	
１１ アルティシムス 牡４鹿 ５７ 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 ４５２－１２ 〃 クビ ５．３

８１２ ナリタスレンダー 	７鹿 ５７ 北村 友一�オースミ 木原 一良 浦河 田中スタッド ４９８± ０１：３９．５１
 １０．０�
７９ フェイズシフト 牝６黒鹿５５ 渡辺 薫彦吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム ４７４－ ２１：３９．８１
 ３８．０�
６８ トーホウリッチ 牝６青 ５５ 国分 優作東豊物産� 田島 良保 日高 竹島 幸治 ４７２－ ４１：３９．９
 ９７．０
５５ ウェザーサイド 牡６鹿 ５７ 国分 恭介吉田 勝己氏 鈴木 孝志 早来 ノーザンファーム ４７０－ ２１：４０．０� １８９．５�
７１０ ブルーモーリシャス 牡６青鹿５７ 岡部 誠 �社台レースホース橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４６４－ ６１：４０．２１� ８５．０�

（愛知）

（１２頭）

売 得 金

単勝： ４６，２８１，５００円 複勝： ６９，９９７，２００円 枠連： ３０，９８４，４００円

馬連： １３４，６６９，０００円 馬単： ８１，７４０，３００円 ワイド： ４８，６４４，６００円

３連複： １６０，４４６，９００円 ３連単： ３６１，６５５，５００円 計： ９３４，４１９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １９０円 � ３３０円 � ２，２３０円 枠 連（３－４） ２，５４０円

馬 連 �� ２，０１０円 馬 単 �� ４，１６０円

ワ イ ド �� ７４０円 �� ６，９８０円 �� ７，４７０円

３ 連 複 ��� ５０，３３０円 ３ 連 単 ��� ２２６，０００円

票 数

単勝票数 計 ４６２８１５ 的中 � ８１０５３（２番人気）
複勝票数 計 ６９９９７２ 的中 � １２４８３５（２番人気）� ５４４６３（７番人気）� ６４１８（１０番人気）
枠連票数 計 ３０９８４４ 的中 （３－４） ９０１６（１５番人気）
馬連票数 計１３４６６９０ 的中 �� ４９５７８（１０番人気）
馬単票数 計 ８１７４０３ 的中 �� １４５３５（２０番人気）
ワイド票数 計 ４８６４４６ 的中 �� １７２８６（９番人気）�� １６６１（４０番人気）�� １５５１（４５番人気）
３連複票数 計１６０４４６９ 的中 ��� ２３５３（９６番人気）
３連単票数 計３６１６５５５ 的中 ��� １１８１（４１３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２４．６―３７．５―５０．４―１：０３．４―１：１５．５―１：２６．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．３―３F３５．３
３ ３－６－（４，１１）１，２，８，９（５，１２，１０）－７ ４ ３（６，１１）（４，１）２（９，１０）８（５，１２）－７

勝馬の
紹 介

�ロードロックスター �
�
父 Rock of Gibraltar �

�
母父 Tony Bin デビュー ２００８．１１．３０ 京都１着

２００６．３．２２生 牡６鹿 母 Lady Pastel 母母 Pink Turtle １６戦４勝 賞金 ６８，６７５，０００円
※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。

４レース目



（２４阪神１）第４日 ３月４日（日曜日） 曇後雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １６２頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２０８，６１０，０００円
８，２７０，０００円
１，３２０，０００円
１８，９２０，０００円
５６，４１８，５００円
４，２１２，０００円
１，５５５，２００円

勝馬投票券売得金
３６７，０８３，８００円
５７１，８５５，４００円
２５０，１８３，４００円
９８１，７９６，９００円
６５７，４０４，７００円
３８６，６０５，９００円
１，２４５，７１７，８００円
２，５５２，６０１，２００円

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 ７，０１３，２４９，１００円

総入場人員 １４，６４６名 （有料入場人員 １３，７７７名）


