
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

０６０６１ ３月１１日 晴 重 （２４阪神１）第６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

５１０ デンコウデア 牝３黒鹿５４ 川島 信二田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 ４４６－ ４１：１３．７ ３２．７�

６１１ メイショウオハツ 牝３黒鹿５４ 幸 英明松本 好雄氏 武田 博 浦河 本巣 敦 ４７６－ ８ 〃 クビ ３．９�
７１３ パトリオット 牝３黒鹿５４ 石橋 脩ディアレスト 山内 研二 新冠 細川農場 ４６８－ ４１：１４．３３� ３．７�
６１２ ウォーターカリブ 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎山岡 良一氏 河内 洋 新ひだか 飛野牧場 ４７２－ ６１：１４．４クビ ６．４�
２３ フェイストウショウ 牝３鹿 ５４ 池添 謙一トウショウ産業� 池添 兼雄 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４８４－ ４１：１５．４６ ５．５�
３５ ハクユウリリー 牝３栗 ５４ 北村 友一 �H.Iコーポレーション 作田 誠二 新冠 川上 悦夫 ４２６＋ ２１：１５．５� １３．０�
８１６ クールキャメロン 牝３黒鹿５４ 国分 恭介川上 哲司氏 目野 哲也 様似 ホウセイ牧場 ４２０－ ６１：１５．７１ １１０．８	
１１ アドマイヤラック 牝３栗 ５４ 川田 将雅近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ４５６－ ８ 〃 クビ ７．６

１２ ケイムアフターミー 牝３栗 ５４ 小林 徹弥津村 圭一氏 目野 哲也 えりも 上島牧場 ３９０＋ ２１：１６．６５ ３６２．１�
７１４ フトゥールム 牝３栗 ５４ 秋山真一郎�イクタ 梅内 忍 新冠 越湖ファーム ４３６－１４１：１６．７� ２００．４
５９ クイーンバゴ 牝３黒鹿５４ 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４８４± ０ 〃 アタマ １８２．９�
４８ ラロキューン 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦�樽さゆり氏 西浦 勝一 新ひだか 筒井 征文 ４５４－ ４１：１７．１２� １３０．１�
４７ スペシャルリリー 牝３栗 ５４ 柴田 大知喜田 啓照氏 田島 俊明 日高 本間牧場 ４５４－１０ 〃 クビ １７９．３�
８１５ ジ ョ ブ ラ ボ 牝３鹿 ５４ 四位 洋文川島 吉男氏 白井 寿昭 浦河 杵臼牧場 ４４６－１０１：１９．１大差 ２０．０�
２４ チェリーナイツピサ 牝３栗 ５４ 蛯名 正義市川 義美氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム ４４０－ ６ （競走中止） １４．８�

（１５頭）
３６ アワーグラス 牝３栗 ５４ 岩田 康誠�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １３，５５３，８００円 複勝： ２７，４２５，３００円 枠連： １２，４２６，４００円

馬連： ３８，２１９，４００円 馬単： ２６，６８２，９００円 ワイド： １７，７１６，６００円

３連複： ５４，９２２，０００円 ３連単： ８３，７４３，２００円 計： ２７４，６８９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，２７０円 複 勝 � ６００円 � １５０円 � １６０円 枠 連（５－６） ３，５３０円

馬 連 �� ４，８００円 馬 単 �� １１，６８０円

ワ イ ド �� １，４７０円 �� １，８７０円 �� ３３０円

３ 連 複 ��� ５，８００円 ３ 連 単 ��� ６０，３００円

票 数

単勝票数 計 １３５５３８ 的中 � ３２７３（９番人気）
複勝票数 計 ２７４２５３ 的中 � ８３１１（９番人気）� ５７８７６（１番人気）� ５１３２６（２番人気）
枠連票数 計 １２４２６４ 的中 （５－６） ２６００（１３番人気）
馬連票数 計 ３８２１９４ 的中 �� ５８７８（２２番人気）
馬単票数 計 ２６６８２９ 的中 �� １６８６（４９番人気）
ワイド票数 計 １７７１６６ 的中 �� ２７６６（２２番人気）�� ２１５１（２６番人気）�� １５５５０（１番人気）
３連複票数 計 ５４９２２０ 的中 ��� ７０００（２１番人気）
３連単票数 計 ８３７４３２ 的中 ��� １０２５（２１８番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．２―１１．８―１２．３―１２．８―１３．２

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デンコウデア �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Awesome Again デビュー ２０１１．８．６ 小倉５着

２００９．２．２８生 牝３黒鹿 母 プレゼンテーション 母母 レディテルライド ６戦１勝 賞金 ５，７００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。
〔出走取消〕 アワーグラス号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
〔競走中止〕 チェリーナイツピサ号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジョブラボ号は，平成２４年４月１１日まで平地競走に出走できない。

０６０６２ ３月１１日 晴 重 （２４阪神１）第６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

５１０ アントニオピサ 牡３鹿 ５６ 川田 将雅市川 義美氏 角田 晃一 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８４－ ６１：５４．３ １．６�

２３ コスモアケルナル 牡３栗 ５６ 幸 英明 �ビッグレッドファーム 田所 秀孝 新冠 ビッグレッドファーム ４８２－ ６１：５４．５１� １１．１�
２４ � シゲルポーポー 牡３鹿 ５６ 国分 恭介森中 蕃氏 服部 利之 米 BnD Thor-

oughbreds ４７４－ ４１：５６．０９ ７０．３�
１１ サンライズクラウド 牡３鹿 ５６ 北村 友一松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 ５３６－１６ 〃 クビ ９．３�
７１３ コマノガレオス 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠長谷川芳信氏 鮫島 一歩 新ひだか 西川富岡牧場 ４８６－ ２１：５６．１クビ ７６．６�
４７ セトノアイガー 牡３黒鹿５６ 和田 竜二難波 澄子氏 南井 克巳 様似 様似堀牧場 ５１２－１２ 〃 クビ ２１４．１�
３６ ルナフォンターナ 牝３栗 ５４ N．ピンナ H.H．シェイク・モハメド 池江 泰寿 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４６０－１２１：５６．４１� １２．９	
（伊）

６１２ アプリコーゼ 牡３黒鹿５６ 石橋 脩 �キャロットファーム 西園 正都 日高 待兼牧場 ４９４－１０１：５６．６１	 ７４．１

７１４ メイショウアルザス 牡３鹿 ５６ 武 幸四郎松本 好�氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 ４５０－ ８１：５６．７� ３１．２�
６１１ ケビンバローズ 
３鹿 ５６ 川島 信二猪熊 広次氏 中竹 和也 日高 天羽牧場 ４５８－ ８１：５７．１２� ３２４．４
１２ プレミアクラウン 牡３鹿 ５６ 四位 洋文杉山 忠国氏 友道 康夫 日高 シンボリ牧場 ５０８－ ２１：５７．２クビ ７．２�
３５ リュウスマイル 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦三好紘之輔氏 大橋 勇樹 浦河 ヒダカフアーム ４９２－ ６１：５７．６２� ５７８．４�
４８ コウエイロックオン 牡３鹿 ５６

５３ ▲中井 裕二西岡 静男氏 川村 禎彦 新冠 ヒノデファーム ４８４－ ４１：５８．０２� ３８１．７�
８１６ ジョウショーサニー 牡３栗 ５６ 柴田 大知熊田 義孝氏 西橋 豊治 浦河 梅田牧場 B５２６－ ４１：５８．７４ ４５６．２�
８１５ タイキフォースワン 牡３黒鹿５６ 浜中 俊�大樹ファーム 藤原 英昭 大樹 大樹ファーム ５１４－ ６１：５９．０２ ８．６�
５９ ナリタウィッシュ 牡３栗 ５６ 秋山真一郎�オースミ 藤沢 則雄 浦河 江渡 繁治 ４４４－ ６１：５９．２１� ９６．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，６５０，５００円 複勝： ６７，２６１，７００円 枠連： １２，３７８，１００円

馬連： ３９，７５７，６００円 馬単： ３４，９７９，７００円 ワイド： ２１，２５５，６００円

３連複： ５８，５１２，０００円 ３連単： １１２，２４４，５００円 計： ３６８，０３９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ２００円 � ８１０円 枠 連（２－５） ５３０円

馬 連 �� ６４０円 馬 単 �� ９２０円

ワ イ ド �� ２９０円 �� １，０６０円 �� ２，２００円

３ 連 複 ��� ４，８５０円 ３ 連 単 ��� １２，０１０円

票 数

単勝票数 計 ２１６５０５ 的中 � １０９０８９（１番人気）
複勝票数 計 ６７２６１７ 的中 � ４２９４５８（１番人気）� ４６９８６（３番人気）� ７９１６（８番人気）
枠連票数 計 １２３７８１ 的中 （２－５） １７４１３（２番人気）
馬連票数 計 ３９７５７６ 的中 �� ４６５０２（２番人気）
馬単票数 計 ３４９７９７ 的中 �� ２８１８８（２番人気）
ワイド票数 計 ２１２５５６ 的中 �� ２１６８５（２番人気）�� ４６２４（１２番人気）�� ２１３２（２４番人気）
３連複票数 計 ５８５１２０ 的中 ��� ８９１５（１４番人気）
３連単票数 計１１２２４４５ 的中 ��� ６８９９（３４番人気）

ハロンタイム １２．９―１０．８―１３．８―１２．６―１２．７―１３．１―１２．９―１２．５―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２３．７―３７．５―５０．１―１：０２．８―１：１５．９―１：２８．８―１：４１．３

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

アントニオピサ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．１２．２４ 阪神３着

２００９．１．２９生 牡３鹿 母 サンデーエイコーン 母母 エイコーンカップ ４戦１勝 賞金 １０，８００，０００円
〔騎手変更〕 アプリコーゼ号の騎手蛯名正義は，第１競走での落馬による検査のため石橋脩に変更。
〔制裁〕 プレミアクラウン号の騎手四位洋文は，１コーナー手前で外側に斜行したことについて戒告。（７番への進路影響）
※ジョウショーサニー号・ルナフォンターナ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第１回 阪神競馬 第６日



０６０６３ ３月１１日 晴 重 （２４阪神１）第６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

７１３ ジョウノメジャー 牡３栗 ５６ 北村 友一小川 義勝氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４６２－ ６１：２６．５ ４．５�

６１２ マーティンバローズ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠猪熊 広次氏 藤沢 則雄 新冠 石郷岡 雅樹 ４７０－ ２１：２６．７１� ３．６�
１１ カレンシュガーレイ 牡３鹿 ５６ 川田 将雅鈴木 隆司氏 安田 隆行 日高 高柳 隆男 B４４６－１０１：２７．０１� ８．２�
７１４� アスターコリント 牡３黒鹿５６ 和田 竜二加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Mr. & Mrs. C.

W. McNeely III ５１６＋ ６１：２７．３２ １２．３�
４７ ビュービーナス 牝３鹿 ５４ 幸 英明キャピタルクラブ 境 直行 浦河 平成ファーム ４４４－ ４１：２８．３６ １２３．７�
８１５ アサヒノネネ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲中井 裕二蔭山 尚正氏 長浜 博之 新ひだか 追分ファーム ４０２－１４ 〃 クビ ２５．０�
３６ ビップシャイン 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲森 一馬鈴木 邦英氏 清水 久詞 新冠 平山牧場 ４４８－ ４１：２８．４	 ４６．７�
２３ シゲルトマト 牝３鹿 ５４ 柴田 大知森中 蕃氏 柴田 政見 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４３８± ０１：２８．５� ２０．９	
５１０ クリビツテンギョ 牡３栗 ５６ 小牧 太
浜本牧場 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 ４６４－１４１：２８．６クビ ３７．７�
４８ シゲルガマズミ 牡３栗 ５６ 国分 恭介森中 蕃氏 目野 哲也 浦河 高岸 順一 ５３４－ ８１：２８．７� ３０２．３�
６１１ ラッシュパワー 牡３黒鹿５６ 野元 昭嘉中西 功氏 柴田 光陽 新冠 杉山 義行 ５００－ ２ 〃 ハナ ３６３．１
８１６ ストームセンター 牡３栗 ５６ 小坂 忠士岡田 牧雄氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド ４５６－ ４１：２８．８クビ ３０８．２�
５９ ダイヤコレクター 牡３鹿 ５６ N．ピンナ 青山 洋一氏 矢野 英一 浦河 成隆牧場 ４５２＋ ２１：２９．０� ４６．１�

（伊）

２４ レイズワーク 牡３鹿 ５６ 武 豊
ターフ・スポート加用 正 新ひだか 小河 豊水 ４９２－ ２１：２９．１	 ３．８�
１２ ルシーダカフェ 牡３栗 ５６ 藤田 伸二西川 光一氏 昆 貢 新ひだか カタオカフアーム ４４６－ ６１：２９．５２	 ９．０�
３５ スターマックス 牡３黒鹿５６ 浜中 俊池住 安信氏 牧浦 充徳 浦河 高野牧場 ４８４－ ２１：２９．６クビ １４１．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，１０６，１００円 複勝： ２９，３６８，６００円 枠連： １２，５２６，１００円

馬連： ３９，７６５，８００円 馬単： ２７，４７１，４００円 ワイド： ２０，１４０，８００円

３連複： ５８，２２３，７００円 ３連単： ９５，７０５，４００円 計： ３０１，３０７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １７０円 � １６０円 � ２３０円 枠 連（６－７） ５４０円

馬 連 �� ７２０円 馬 単 �� １，７６０円

ワ イ ド �� ２８０円 �� ６３０円 �� ５１０円

３ 連 複 ��� １，６５０円 ３ 連 単 ��� ８，３４０円

票 数

単勝票数 計 １８１０６１ 的中 � ３１９５１（３番人気）
複勝票数 計 ２９３６８６ 的中 � ４８４８０（２番人気）� ５７００４（１番人気）� ２９７３３（５番人気）
枠連票数 計 １２５２６１ 的中 （６－７） １７３０１（１番人気）
馬連票数 計 ３９７６５８ 的中 �� ４１２６８（１番人気）
馬単票数 計 ２７４７１４ 的中 �� １１５５０（４番人気）
ワイド票数 計 ２０１４０８ 的中 �� ２０４０７（１番人気）�� ７３５８（５番人気）�� ９３２７（４番人気）
３連複票数 計 ５８２２３７ 的中 ��� ２６０４３（２番人気）
３連単票数 計 ９５７０５４ 的中 ��� ８４７８（８番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．１―１１．９―１２．４―１２．８―１２．５―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．８―２３．９―３５．８―４８．２―１：０１．０―１：１３．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジョウノメジャー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２０１１．８．２８ 札幌１０着

２００９．２．２３生 牡３栗 母 ジョウノベネチア 母母 ダイナバーデイ １０戦１勝 賞金 ９，０００，０００円
〔騎手変更〕 ダイヤコレクター号の騎手蛯名正義は，第１競走での落馬負傷のためN．ピンナに変更。
※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） ３頭 エリモマッローネ号・シゲルパッション号・ルナフォンターナ号
（非抽選馬） ３頭 オーブライツ号・ハクサンアース号・ユキノサムライ号
※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。

０６０６４ ３月１１日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）重 （２４阪神１）第６日 第４競走 ��２，９７０�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時３０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 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード３：１５．７良・良

５５ � クリノテンペスタ 牡５栗 ６０ 植野 貴也栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 シンボリ牧場 ４７２－ ４３：２１．２ １５．３�

６６ シゲルタック 牡８鹿 ６０ 中村 将之森中 蕃氏 田中 章博 三石 沖田 繁 ４９８＋２０３：２１．６２� ４．０�
１１ ピンクジャスミン 牝５鹿 ５８ 田村 太雅名古屋友豊� 作田 誠二 日高 白井牧場 ４６０＋ ４３：２３．２１０ １３．０�
４４ シ ャ ロ ー ム 牡７栗 ６０ 高田 潤田所 英子氏 安達 昭夫 門別 天羽牧場 ４６２＋ ４３：２６．１大差 ２．７�
２２ スズノブレイヴ 牡５鹿 ６０ 林 満明阿部 雅子氏 谷 潔 鹿児島 徳重 正幸 ５０６－ ６３：２６．２� １５．７�
８８ ハクユウサンサン 牡４鹿 ５９

５７ ▲森 一馬 �H.Iコーポレーション 目野 哲也 新ひだか 加野牧場 ４７６＋ ２３：２６．４１ ２２．６�
３３ テイエムカミカゼ 牡４栗 ５９ 白浜 雄造竹園 正繼氏 柴田 光陽 日高 テイエム牧場日高支場 ５３８± ０３：２９．６大差 ２．７	
７７ オシャレキング 牡７鹿 ６０ 今村 康成松岡 隆雄氏 崎山 博樹 門別 ヤナガワ牧場 ５１６＋ ６３：３０．５５ ６４．２


（８頭）

売 得 金

単勝： １３，３８９，７００円 複勝： １４，９１３，８００円 枠連： 発売なし

馬連： ２９，１１２，７００円 馬単： ２２，４１０，３００円 ワイド： １１，６２３，４００円

３連複： ３６，５３８，１００円 ３連単： ９３，６３５，３００円 計： ２２１，６２３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５３０円 複 勝 � ２００円 � １８０円 � ３７０円 枠 連 発売なし

馬 連 �� ２，５４０円 馬 単 �� ６，４８０円

ワ イ ド �� ８８０円 �� １，６１０円 �� ９９０円

３ 連 複 ��� ８，４３０円 ３ 連 単 ��� ６６，２００円

票 数

単勝票数 計 １３３８９７ 的中 � ６９０５（５番人気）
複勝票数 計 １４９１３８ 的中 � ２０９０６（４番人気）� ２５２８４（３番人気）� ８８５４（６番人気）
馬連票数 計 ２９１１２７ 的中 �� ８４６０（１１番人気）
馬単票数 計 ２２４１０３ 的中 �� ２５５３（２７番人気）
ワイド票数 計 １１６２３４ 的中 �� ３３４０（１１番人気）�� １７４１（１９番人気）�� ２９１３（１４番人気）
３連複票数 計 ３６５３８１ 的中 ��� ３２００（３０番人気）
３連単票数 計 ９３６３５３ 的中 ��� １０４４（１７８番人気）

上り １マイル １：４８．８ ４F ５３．６－３F ４０．８
コーナー
通過順位

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

�
�
６，２－５－８－（１，７）＝４＝３
５＝６＝２－（８，１）＝４，７＝３

市場取引馬

勝馬の
紹 介

�クリノテンペスタ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 Generous

２００７．２．１９生 牡５栗 母 スイートテレーゼ 母母 Blue Escape 障害：６戦１勝 賞金 ９，６００，０００円
地方デビュー ２００９．７．１７ 川崎

〔その他〕 スズノブレイヴ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 スズノブレイヴ号は，平成２４年４月１１日まで出走できない。



０６０６５ ３月１１日 晴 良 （２４阪神１）第６日 第５競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１２時２０分 （芝・右・外）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ６，０００，０００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

１：４４．７
１：４４．１

良

良

４７ レッドマーキュリー 牝３鹿 ５４ 四位 洋文深見 富朗氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム ４５８ ―１：４９．９ ３．１�

２４ オリーブジュエル 牝３青鹿５４ 小牧 太 �社台レースホース岡田 稲男 千歳 社台ファーム ４４０ ―１：５０．２１� １６．７�
６１１ フラゴリーネ 牝３鹿 ５４ 川田 将雅 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ４０４ ―１：５０．５１� ９．３�
７１３ メイショウキラリ 牝３鹿 ５４ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 松栄牧場 ４７２ ―１：５０．７１� １２．４�
４８ キャニオンランズ 牝３青 ５４ 藤田 伸二�下河辺牧場 松田 国英 日高 下河辺牧場 ４２４ ― 〃 クビ １２．２�
５１０ ロードハリケーン 牡３鹿 ５６ N．ピンナ �ロードホースクラブ 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム ４７４ ―１：５０．８クビ ２．５	

（伊）

１１ ダノンルーチェ 牡３鹿 ５６ 武 幸四郎�ダノックス 角居 勝彦 浦河 大北牧場 ４３２ ―１：５０．９� １６．４

６１２ ウインブリーザ 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠�ウイン 宮本 博 新冠 村上 欽哉 ４２０ ―１：５１．０� ３０．６�
５９ ユキノレッシャ 牝３黒鹿５４ 武 豊�前川企画 松永 幹夫 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５４ ―１：５２．０６ ５７．４�
８１５ ショウナンサッチモ 牡３栗 ５６ 幸 英明国本 哲秀氏 田島 俊明 日高 森永牧場 ４８２ ―１：５２．１� ７７．４
７１４ スプリングアレン 牡３黒鹿５６ 北村 友一加藤 春夫氏 村山 明 白老 習志野牧場 ４４０ ―１：５２．５２� １９２．３�
３６ サマーパッション 牝３青 ５４ 柴田 大知セゾンレースホース� 中村 均 日高 山際 辰夫 ４５０ ―１：５２．６� ８２．８�
１２ ヒラボクジャパン 牡３鹿 ５６ 石橋 脩�平田牧場 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 ４９２ ―１：５３．４５ ６５．９�
３５ アイファーアミーガ 牝３黒鹿５４ 秋山真一郎中島 稔氏 鮫島 一歩 浦河 バンブー牧場 ４２０ ―１：５３．５クビ １７４．５�
８１６ バ コ パ 牡３栗 ５６ 池添 謙一畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４８２ ―１：５５．１１０ ５６．７�
２３ ル サ ビ 牝３栗 ５４ 国分 恭介水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 ４９２ ―１：５７．４大差 ４５．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，７４２，１００円 複勝： ３３，０３９，６００円 枠連： １３，９３８，５００円

馬連： ４４，２５３，６００円 馬単： ３２，６６８，６００円 ワイド： ２０，７２１，３００円

３連複： ５９，４１０，０００円 ３連単： １０３，４３３，１００円 計： ３２８，２０６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １６０円 � ４５０円 � ２９０円 枠 連（２－４） １，５５０円

馬 連 �� ２，２９０円 馬 単 �� ３，４３０円

ワ イ ド �� １，１００円 �� ６７０円 �� １，６２０円

３ 連 複 ��� ５，１４０円 ３ 連 単 ��� ２２，３９０円

票 数

単勝票数 計 ２０７４２１ 的中 � ５３０４０（２番人気）
複勝票数 計 ３３０３９６ 的中 � ７０４０２（２番人気）� １５８３１（７番人気）� ２８３４３（５番人気）
枠連票数 計 １３９３８５ 的中 （２－４） ６６５５（７番人気）
馬連票数 計 ４４２５３６ 的中 �� １４２８１（１１番人気）
馬単票数 計 ３２６６８６ 的中 �� ７０３１（１３番人気）
ワイド票数 計 ２０７２１３ 的中 �� ４６０５（１１番人気）�� ８０２３（７番人気）�� ３０６４（１７番人気）
３連複票数 計 ５９４１００ 的中 ��� ８５３４（１５番人気）
３連単票数 計１０３４３３１ 的中 ��� ３４１０（５３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．４―３６．３―４９．０―１：０１．８―１：１４．４―１：２６．２―１：３７．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドマーキュリー �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 リ ヴ リ ア 初出走

２００９．５．１８生 牝３鹿 母 ソロシンガー 母母 ミストモカゼ １戦１勝 賞金 ６，０００，０００円
〔その他〕 ルサビ号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 バコパ号は，平成２４年４月１１日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１１頭 イッセイダイヤ号・エールビスティー号・サクラメガチャンプ号・ジョウノトップギア号・スペルヴィア号・

タカラメジャー号・タニノアペトゥラ号・タニノバリモア号・プリュムローズ号・マンハッタンミート号・
ラスカルトップ号

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

０６０６６ ３月１１日 晴 稍重 （２４阪神１）第６日 第６競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１２時５０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

１２ モズベラベラ 牡３栗 ５６ 池添 謙一北側 雅司氏 中尾 秀正 日高 日高大洋牧場 ４５０－ ６１：２５．４ １０．４�

１１ � ローレンルーナ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠林 正道氏 田村 康仁 米 Yoichi
Aoyama ４７０＋ ４１：２５．６１� ７．５�

２３ ナガラオリオン 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己長良レーシングクラブ 大根田裕之 浦河 大島牧場 ４６０＋ ２１：２５．７� ３．０�
７１４ タマモオンゾウシ 牡３栗 ５６ 武 豊タマモ� 五十嵐忠男 新冠 新冠伊藤牧場 ４９２－ ６１：２５．９１ １６．９�
５９ シゲルアケビ 牝３鹿 ５４ 国分 恭介森中 蕃氏 谷 潔 新ひだか 広田牧場 ４４０－ ８１：２６．１１	 ６６．１�
４７ エーシンブランコス 牡３芦 ５６ 小牧 太�栄進堂 高野 友和 浦河 栄進牧場 ４００－ ８１：２６．２クビ １１９．４�
４８ フェアリーライン 牝３鹿 ５４ 幸 英明 	キャロットファーム 池上 昌弘 安平 追分ファーム ５３８± ０１：２６．３	 ６．６

８１６ マルカリョウマ 牡３芦 ５６ 川田 将雅河長産業� 増本 豊 新ひだか 坂本 春雄 ５１４± ０１：２６．４	 ４．１�
５１０ デアリングプライド 牝３鹿 ５４ 浜中 俊 	社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４５６－１２１：２６．５	 ９．３�
３６ サハラブレイヴ 牡３栗 ５６ 和田 竜二 �グリーンファーム 牧田 和弥 千歳 社台ファーム ４７８－ ４１：２６．７１	 ２８．６
８１５ シゲルドリアン 牡３鹿 ５６ 北村 友一森中 蕃氏 藤岡 範士 日高 中前牧場 ４５０＋１４１：２７．３３	 ２３４．２�
３５ カシノエルフ 牡３栗 ５６ 秋山真一郎柏木 務氏 日吉 正和 鹿児島 柏木 務 ４６４－１０１：２７．４クビ ３１７．５�
２４ サンマルリジイ 牝３黒鹿５４ 石橋 脩相馬 勇氏 山内 研二 浦河 アイオイファーム ４９０＋ ２１：２７．６１	 １８６．１�
７１３ ケージーハヤブサ 牡３鹿 ５６ 四位 洋文川井 五郎氏 飯田 雄三 新冠 岩見牧場 ４７６－ ６１：２７．８１ ２６．６�
６１１ ナリタフェニックス 牡３黒鹿５６ 渡辺 薫彦�オースミ 沖 芳夫 日高 広富牧場 ４７６－１１１：２８．４３	 ７２．７�
６１２ ベルストーリー 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎�樽さゆり氏 千田 輝彦 浦河 高岸 順一 ５０４＋１８１：２８．５クビ １３５．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，９４４，５００円 複勝： ４４，３７０，７００円 枠連： １５，９３０，０００円

馬連： ５６，５６０，１００円 馬単： ３９，６６９，３００円 ワイド： ２５，５８７，８００円

３連複： ７５，４２４，０００円 ３連単： １１８，２５５，６００円 計： ４０１，７４２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０４０円 複 勝 � ２００円 � ２３０円 � １４０円 枠 連（１－１） ２，７８０円

馬 連 �� ２，５３０円 馬 単 �� ６，６３０円

ワ イ ド �� ８２０円 �� ４６０円 �� ５５０円

３ 連 複 ��� ２，２５０円 ３ 連 単 ��� １５，５４０円

票 数

単勝票数 計 ２５９４４５ 的中 � １９７５２（６番人気）
複勝票数 計 ４４３７０７ 的中 � ５３８８１（３番人気）� ４４２９９（４番人気）� １０９８６３（１番人気）
枠連票数 計 １５９３００ 的中 （１－１） ４２３１（１３番人気）
馬連票数 計 ５６５６０１ 的中 �� １６５５２（１１番人気）
馬単票数 計 ３９６６９３ 的中 �� ４４２０（２３番人気）
ワイド票数 計 ２５５８７８ 的中 �� ７３５１（１１番人気）�� １４１９６（２番人気）�� １１６５１（５番人気）
３連複票数 計 ７５４２４０ 的中 ��� ２４８３２（４番人気）
３連単票数 計１１８２５５６ 的中 ��� ５６１７（２９番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．７―１２．４―１２．３―１２．５―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．１―３４．８―４７．２―５９．５―１：１２．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モズベラベラ �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 ウォーニング デビュー ２０１１．８．２０ 札幌２着

２００９．３．７生 牡３栗 母 ホッカイキャシー 母母 ホッカイセレス ５戦２勝 賞金 １６，６００，０００円
〔騎手変更〕 ローレンルーナ号の騎手蛯名正義は，第１競走での落馬負傷のため岩田康誠に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 サウンドガガ号



０６０６７ ３月１１日 晴 稍重 （２４阪神１）第６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

６６ ディアヴァンドーム 牡４栗 ５７ 藤田 伸二寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 藤原牧場 ４６４－ ８１：５５．０ １．４�

１１ ライブリシーラ 牡５栗 ５７ 小坂 忠士加藤 哲郎氏 佐山 優 厚真 大川牧場 ５１２－ ４１：５５．２１ １４．７�
８８ ナポレオンバローズ 牡４黒鹿５７ 岩田 康誠猪熊 広次氏 中竹 和也 日高 下河辺牧場 ４９０－ ２１：５５．５１� ４．３�
４４ � ベストフェット 牡７鹿 ５７ 四位 洋文松尾 正氏 嶋田 潤 三石 米田牧場 ５１６± ０１：５５．８２ １０．１�
２２ ボストンリョウマ 牡４青鹿５７ 和田 竜二ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４８０－ ２ 〃 クビ １５．２�
３３ シゲルセキニンシャ 牝４青鹿５５ 国分 恭介森中 蕃氏 目野 哲也 新冠 中央牧場 ４７０± ０１：５５．９� ８１．５�
７７ エヴァンブルー 牡４黒鹿５７ 幸 英明 �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 ４７０－ ２１：５７．１７ ４４．４	
５５ 	 アウグーリオ 牡４栗 ５７

５４ ▲中井 裕二前田 幸治氏 中村 均 米 Joseph A.
Duffel ４５０－ １１：５７．２� ４８．８


（８頭）

売 得 金

単勝： ２１，８６８，０００円 複勝： ５７，０２６，７００円 枠連： 発売なし

馬連： ４１，２１５，４００円 馬単： ３６，８１２，６００円 ワイド： １７，６３０，８００円

３連複： ４８，２４９，７００円 ３連単： １６８，３９７，０００円 計： ３９１，２００，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � ２３０円 � １３０円 枠 連 発売なし

馬 連 �� ８２０円 馬 単 �� １，０２０円

ワ イ ド �� ２８０円 �� １３０円 �� ４５０円

３ 連 複 ��� ５１０円 ３ 連 単 ��� ２，５３０円

票 数

単勝票数 計 ２１８６８０ 的中 � １２８１１７（１番人気）
複勝票数 計 ５７０２６７ 的中 � ３８５４７５（１番人気）� ２１７６４（５番人気）� ６９４８５（２番人気）
馬連票数 計 ４１２１５４ 的中 �� ３７１０９（４番人気）
馬単票数 計 ３６８１２６ 的中 �� ２６７１７（４番人気）
ワイド票数 計 １７６３０８ 的中 �� １２８８０（４番人気）�� ４８４３７（１番人気）�� ７１２０（７番人気）
３連複票数 計 ４８２４９７ 的中 ��� ７００５６（２番人気）
３連単票数 計１６８３９７０ 的中 ��� ４９１８８（７番人気）

ハロンタイム １３．２―１１．７―１３．９―１２．９―１２．９―１２．８―１２．７―１１．９―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．２―２４．９―３８．８―５１．７―１：０４．６―１：１７．４―１：３０．１―１：４２．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．４―３F３７．６
１
３

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

２
４

・（１，３）２－８，６－（４，５）－７・（１，３）（２，６）８（４，５）－７
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ディアヴァンドーム �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Kingmambo デビュー ２０１１．１．２２ 京都９着

２００８．３．７生 牡４栗 母 グロリアスバラッド 母母 マプティットジョリィ １０戦２勝 賞金 １９，５４０，０００円

０６０６８ ３月１１日 曇 良 （２４阪神１）第６日 第８競走 ��
��２，４００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時５０分 （芝・右・外）

５００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上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

２：２４．２
２：２２．１

良

良

４４ エアポートメサ 牡４栗 ５６ 川島 信二新木 鈴子氏 小原伊佐美 日高 ナカノファーム ４５４＋ ４２：２９．９ １２．９�

７７ ローレルジャブラニ 牡４鹿 ５６
５３ ▲森 一馬 �ローレルレーシング 松永 昌博 日高 森永牧場 ５１２± ０２：３０．６４ ４．６�

２２ メイショウスピード 牡４黒鹿５６ 浜中 俊松本 好�氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４４８－ ２２：３０．８１� ９．６�
７８ ベストアンサー 牡５鹿 ５７ 川田 将雅青山 洋一氏 戸田 博文 安平 追分ファーム B４６０－ ８２：３０．９� １０．５�
３３ オールターゲット 牡６栗 ５７ 武 豊 �サンデーレーシング 松元 茂樹 平取 追分ファーム ４７０± ０２：３１．２２ １５．３	
８９ コウエイキング 	４鹿 ５６

５３ ▲中井 裕二西岡 静男氏 川村 禎彦 新ひだか 岡田スタツド ４４０－ ４２：３１．５１
 １５８．８

１１ エルヴィスバローズ 牡４鹿 ５６ 岩田 康誠猪熊 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 ４８８＋ ８ 〃 アタマ ２．６�
５５ ウインシュールマン 牡６青 ５７ 小牧 太�ウイン 森 秀行 新冠 村上 欽哉 ４３８－ ２２：３２．５６ ６．８�
６６ ゼ ロ ー ソ 牡５黒鹿５７ 和田 竜二前田 葉子氏 尾関 知人 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９２－ ６２：３２．９２� ９．６
８１０ モ ー レ ツ 牡５栗 ５７ 国分 恭介小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 B５２４＋ ８２：３３．１１� １９．５�

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２４，５５５，３００円 複勝： ３８，１７０，６００円 枠連： １２，９４２，０００円

馬連： ５７，９８０，１００円 馬単： ３８，２３１，０００円 ワイド： ２３，９３１，５００円

３連複： ７１，６５９，７００円 ３連単： １４５，６１２，１００円 計： ４１３，０８２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２９０円 複 勝 � ２８０円 � １９０円 � ２５０円 枠 連（４－７） ２，２００円

馬 連 �� ２，６９０円 馬 単 �� ６，１１０円

ワ イ ド �� ７５０円 �� １，７９０円 �� １，３１０円

３ 連 複 ��� ９，６１０円 ３ 連 単 ��� ６２，７００円

票 数

単勝票数 計 ２４５５５３ 的中 � １５０２１（７番人気）
複勝票数 計 ３８１７０６ 的中 � ３３２８１（６番人気）� ６２３１７（２番人気）� ３８７４８（４番人気）
枠連票数 計 １２９４２０ 的中 （４－７） ４３５８（９番人気）
馬連票数 計 ５７９８０１ 的中 �� １５９３５（１０番人気）
馬単票数 計 ３８２３１０ 的中 �� ４６２１（２６番人気）
ワイド票数 計 ２３９３１５ 的中 �� ８２２０（１０番人気）�� ３２０４（２８番人気）�� ４４４９（２１番人気）
３連複票数 計 ７１６５９７ 的中 ��� ５５０５（４０番人気）
３連単票数 計１４５６１２１ 的中 ��� １７１４（２４２番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．７―１３．４―１２．８―１２．２―１２．０―１２．５―１２．８―１２．９―１２．１―１１．８―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．８―２４．５―３７．９―５０．７―１：０２．９―１：１４．９―１：２７．４―１：４０．２―１：５３．１―２：０５．２―２：１７．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エアポートメサ �
�
父 タイムパラドックス �

�
母父 Woodman デビュー ２０１０．１１．２０ 京都６着

２００８．５．１６生 牡４栗 母 リ ミ ウ ッ ド 母母 Dictina １４戦２勝 賞金 １９，８８０，０００円
〔騎手変更〕 メイショウスピード号の騎手蛯名正義は，第１競走での落馬負傷のため浜中俊に変更。



０６０６９ ３月１１日 曇 良 （２４阪神１）第６日 第９競走 ��
��１，８００�

す ま

須 磨 特 別
発走１４時２５分 （芝・右・外）
４歳以上，１，０００万円以下，２３．３．１２以降２４．３．４まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ２９４，０００円 ８４，０００円 ４２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

３３ アドマイヤタイシ 牡５黒鹿５５ 岩田 康誠近藤 利一氏 橋田 満 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４７６＋ ４１：４９．４ ２．２�

７１１ カネトシパサージュ 牡５黒鹿５７ 浜中 俊兼松 利男氏 荒川 義之 浦河 鎌田 正嗣 ４７８＋２０１：４９．６１� ４３．８�
１１ ベストクルーズ 牝５芦 ５５．５ 川田 将雅飯田 正剛氏 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 ４４０－ ６ 〃 クビ ８．８�
４４ テ キ ー ラ 牡７鹿 ５５ 国分 恭介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 西橋 豊治 静内 岡野牧場 ４７６－ ２１：４９．７クビ １７．０�
６８ コアレスドラード 牡４栗 ５７ 武 豊小林 昌志氏 五十嵐忠男 日高 原田牧場 ４４６＋ ２ 〃 クビ ４．０�
４５ ヤマニンガーゴイル 牡５鹿 ５５ 四位 洋文土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 ４９２＋ ２１：４９．９１� ９．１�
７１０ ナムラボルテージ 牝５鹿 ５２ 池添 謙一奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム ４６４－ ６１：５０．１１� ４６．２	
８１３ ルナフライト 牝６黒鹿５２ 和田 竜二小林 一成氏 南井 克巳 浦河 昭和牧場 ４８０－ ２ 〃 クビ ８１．１

８１２ アグネスサクラ 牝６鹿 ５３ 秋山真一郎渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４４０－ ６１：５０．４１� ２８．７�
２２ スズカスパーク 牡７芦 ５３ 渡辺 薫彦永井 啓弍氏 坪 憲章 平取 スガタ牧場 ４８６＋１２ 〃 クビ ７９．８�
５７ マ イ ウ エ イ 牡６鹿 ５５ 小牧 太近藤 英子氏 中尾 秀正 早来 ノーザンファーム B４５６－ ２１：５０．６１� ６．８
６９ ナンヨークイーン 牝６鹿 ５１ 柴田 大知中村 �也氏 池上 昌弘 早来 ノーザンファーム B４３８－１０１：５１．４５ ３９．６�

（１２頭）
５６ 	 シルヴァーノ 
５鹿 ５５ 北村 友一 �サンデーレーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ３１，９２２，５００円 複勝： ５１，９２４，１００円 枠連： ２０，９９７，９００円

馬連： ９２，７５３，０００円 馬単： ６０，１８６，６００円 ワイド： ３５，４９２，５００円

３連複： １１６，５０９，１００円 ３連単： ２３２，３６６，３００円 計： ６４２，１５２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １４０円 � ８００円 � ２４０円 枠 連（３－７） １，８３０円

馬 連 �� ３，１７０円 馬 単 �� ４，０１０円

ワ イ ド �� １，４３０円 �� ３８０円 �� ２，５８０円

３ 連 複 ��� ６，９８０円 ３ 連 単 ��� ３０，９６０円

票 数

単勝票数 差引計 ３１９２２５（返還計 ４２８） 的中 � １１４８０４（１番人気）
複勝票数 差引計 ５１９２４１（返還計 ３９１） 的中 � １４７４０３（１番人気）� １１７８５（１０番人気）� ５１５１８（４番人気）
枠連票数 差引計 ２０９９７９（返還計 １１） 的中 （３－７） ８５１２（９番人気）
馬連票数 差引計 ９２７５３０（返還計 １８７１） 的中 �� ２１６３９（１２番人気）
馬単票数 差引計 ６０１８６６（返還計 ７８９） 的中 �� １１１０１（１５番人気）
ワイド票数 差引計 ３５４９２５（返還計 １２５２） 的中 �� ５８４９（１９番人気）�� ２５７２７（３番人気）�� ３１５２（３０番人気）
３連複票数 差引計１１６５０９１（返還計 ４２６６） 的中 ��� １２３３２（２５番人気）
３連単票数 差引計２３２３６６３（返還計 ７５８０） 的中 ��� ５５３９（１０２番人気）

ハロンタイム １２．８―１０．９―１１．８―１２．７―１２．７―１２．５―１２．２―１１．１―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２３．７―３５．５―４８．２―１：００．９―１：１３．４―１：２５．６―１：３６．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．５―３F３６．０
３ ９－１２，１３，１０（４，５）３，１（２，１１）－８－７ ４ ９，１２（１０，１３）（４，５）（３，１１）（１，８）（２，７）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アドマイヤタイシ �
�
父 Singspiel �

�
母父 Dubai Millennium デビュー ２００９．１２．２０ 阪神３着

２００７．３．５生 牡５黒鹿 母 ミ ズ ナ 母母 Tribulation １５戦３勝 賞金 ４９，１４６，０００円
〔出走取消〕 シルヴァーノ号は，疾病〔左前踏創〕のため出走取消。
〔騎手変更〕 カネトシパサージュ号の騎手蛯名正義は，第１競走での落馬負傷のため浜中俊に変更。

０６０７０ ３月１１日 曇 稍重 （２４阪神１）第６日 第１０競走 ��
��１，８００�

こうなん

甲南ステークス
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 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，１５０，０００
２，１５０，０００

円
円

付 加 賞 ３５０，０００円 １００，０００円 ５０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

７１４ オースミイレブン 牡５芦 ５７ 四位 洋文�オースミ 昆 貢 新冠 高瀬牧場 ５１０＋ ２１：５０．７ ３．７�

６１２ エーシンバリントン 牡４鹿 ５７ 川田 将雅�栄進堂 中尾 秀正 浦河 三嶋牧場 ４７０－ ６１：５２．０８ ４９．１�
１１ ミッキーバラード 牡５鹿 ５７ 北村 友一野田みづき氏 高野 友和 新ひだか 下屋敷牧場 ５３６－ ４１：５２．４２� ９．２�
２４ ジョーメテオ 牡６鹿 ５７ 和田 竜二上田けい子氏 柴田 光陽 静内 田中 裕之 ５１８＋ ６１：５２．６１� ４３．１�
３６ ラ タ ー シ ュ 牡６栗 ５７ 浜中 俊 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム ５２４＋ ２ 〃 同着 １９．１�
８１６ ラ ル ー チ ェ 牝６芦 ５５ 池添 謙一吉田 勝己氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４９２± ０１：５２．８１� ８３．４	
２３ アグネスミヌエット 牝７鹿 ５５ 国分 恭介渡辺 孝男氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 ４３０＋ ４１：５２．９クビ ２７．９

５９ トウショウクラウン 牡４栗 ５７ 柴田 大知トウショウ産業� 浅野洋一郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５１０－ ８１：５３．０� ５８．０�
５１０ エ ア ウ ル フ 牡５栗 ５７ 武 豊 �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム B４７０± ０ 〃 ハナ ２．９�
４７ バトードール 牡５栗 ５７ 岩田 康誠 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ５２８± ０１：５３．１	 ４．４
６１１ カネトシコウショウ 牡６青鹿５７ 幸 英明兼松 利男氏 村山 明 浦河 高昭牧場 ４８８－ ４１：５３．４１	 ２９．９�
４８ スズカホープ 
４鹿 ５７ 安藤 勝己永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 ４７４＋ ２１：５３．５� ３３．７�
７１３ ミダースタッチ 牡７栗 ５７ 小牧 太金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 静内 グランド牧場 ５５２－ ６ 〃 ハナ １８．３�
３５ � オーシャンカレント 牡６鹿 ５７ N．ピンナ 吉田 和美氏 須貝 尚介 早来 ノーザンファーム ５０６＋ ８１：５４．２４ ４９．０�

（伊）

８１５ ハードシーキング 牡８鹿 ５７ 小林 徹弥津田 一男氏 西橋 豊治 静内 前田牧場 B４９８＋ ２１：５４．４１� ５３６．５�
１２ アッシュール 牡５鹿 ５７ 渡辺 薫彦吉田 勝己氏 沖 芳夫 新冠 富本 茂喜 ４７４－ ４１：５４．５� １１７．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４１，１１９，２００円 複勝： ６９，４５２，８００円 枠連： ３１，７９７，１００円

馬連： １４２，３４１，４００円 馬単： ８３，８９７，６００円 ワイド： ５１，８２４，２００円

３連複： １７５，８１２，７００円 ３連単： ３１１，７９０，４００円 計： ９０８，０３５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １８０円 � １，０４０円 � ２７０円 枠 連（６－７） ２，０２０円

馬 連 �� ９，５６０円 馬 単 �� １３，０３０円

ワ イ ド �� ２，５７０円 �� ７１０円 �� ３，９８０円

３ 連 複 ��� ２３，７４０円 ３ 連 単 ��� １２７，９８０円

票 数

単勝票数 計 ４１１１９２ 的中 � ８８１１０（２番人気）
複勝票数 計 ６９４５２８ 的中 � １２７１７３（２番人気）� １３５９３（１１番人気）� ６７９７７（４番人気）
枠連票数 計 ３１７９７１ 的中 （６－７） １１６３６（９番人気）
馬連票数 計１４２３４１４ 的中 �� １０９９０（３０番人気）
馬単票数 計 ８３８９７６ 的中 �� ４７５４（３８番人気）
ワイド票数 計 ５１８２４２ 的中 �� ４８５５（２９番人気）�� １９０３７（６番人気）�� ３０９８（４３番人気）
３連複票数 計１７５８１２７ 的中 ��� ５４６７（６７番人気）
３連単票数 計３１１７９０４ 的中 ��� １７９８（３３３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２３．９―３７．０―４９．５―１：０２．１―１：１４．６―１：２６．９―１：３８．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オースミイレブン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ミルジヨージ デビュー ２０１０．１．１６ 京都１着

２００７．３．２３生 牡５芦 母 ロ ジ ー タ 母母 メロウマダング １４戦５勝 賞金 ６４，１４０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
〔騎手変更〕 エアウルフ号の騎手蛯名正義は，第１競走での落馬負傷のため武豊に変更。
※トウショウクラウン号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

１レース目



０６０７１ ３月１１日 曇 良 （２４阪神１）第６日 第１１競走 ��
��１，４００�第４６回報知杯フィリーズレビュー（ＧⅡ）

発走１５時３５分 （桜花賞トライアル） （芝・右）

牝，３歳；負担重量は，馬齢重量
報知新聞社賞（１着）

賞 品
本 賞 ５０，０００，０００円 ２０，０００，０００円 １３，０００，０００円 ７，５００，０００円 ５，０００，０００円
付 加 賞 １，３０２，０００円 ３７２，０００円 １８６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．９
１：１９．０

良

良

２４ アイムユアーズ 牝３栗 ５４ N．ピンナ ユアストーリー 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４５０－ ２１：２２．８ ３．５�
（伊）

３５ ビウイッチアス 牝３黒鹿５４ 武 豊井上 一郎氏 武藤 善則 日高 いとう牧場 ４３８－ ４１：２３．０１� １４．５�
５９ プレノタート 牝３鹿 ５４ 安藤 勝己有限会社シルク牧浦 充徳 新ひだか 松田牧場 ４５０＋ ６ 〃 クビ １２．８�
８１６ イチオクノホシ 牝３芦 ５４ 石橋 脩小林けい子氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム ４３２－ ６１：２３．１� ４．９�
１１ サトノジョリー 牝３青鹿５４ 岩田 康誠里見 治氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 ４１８－ ２１：２３．４１� ３１．５�
７１３ ラシンティランテ 牝３栗 ５４ 四位 洋文 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４３８－ ２１：２３．６１ ７．７�
１２ レッドクラウディア 牝３栗 ５４ 浜中 俊 	東京ホースレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４７４－ ４１：２３．７� １１．１

７１４ マコトナワラタナ 牝３鹿 ５４ 北村 友一尾田左知子氏 鮫島 一歩 安平 ノーザンファーム ４３４－ ６ 〃 クビ １２０．５�
４８ アンチュラス 牝３鹿 ５４ 川田 将雅	G１レーシング 安田 隆行 安平 追分ファーム ４４４－ ２１：２３．８� ６．７�
２３ コスモルーシー 牝３黒鹿５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高野 友和 浦河 惣田 英幸 ４３２± ０１：２３．９� ６２．９
８１５ レディーメグネイト 牝３鹿 ５４ 飯田 祐史 �三石川上牧場 飯田 明弘 新ひだか 三石川上牧場 ４９８－ ４１：２４．０� ７６．９�
４７ ファインチョイス 牝３鹿 ５４ 池添 謙一宮川 純造氏 領家 政蔵 浦河 富田牧場 ４４６－ ２１：２４．３１� １１．３�
６１２ アイラブリリ 牝３黒鹿５４ 幸 英明杉元 四男氏 福島 信晴 新ひだか 飛野牧場 ４２０－１０ 〃 クビ ６５．３�
３６ エイシンキンチェム 牝３鹿 ５４ 和田 竜二平井 豊光氏 高野 友和 浦河 梅田牧場 ４６４－１０１：２４．９３� １９．３�
５１０ ダームドゥラック 牝３鹿 ５４ 小牧 太�原源一郎氏 領家 政蔵 新ひだか 下屋敷牧場 ４４６＋ ６１：２５．４３ ２５６．０�
６１１ サクセスセレーネ 牝３黒鹿５４ 藤田 伸二�嶋 哲氏 藤原 英昭 浦河 有限会社

吉田ファーム ４１８－ ６１：２６．６７ ５０．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１８，２５２，４００円 複勝： １８３，０９３，９００円 枠連： １２３，３８５，９００円

馬連： ５６６，５９６，７００円 馬単： ２８５，３８５，２００円 ワイド： １７０，８９４，４００円

３連複： ７７８，０４７，２００円 ３連単： １，４６８，６３４，５００円 計： ３，６９４，２９０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １６０円 � ４２０円 � ３５０円 枠 連（２－３） １，６４０円

馬 連 �� ２，７００円 馬 単 �� ４，４２０円

ワ イ ド �� ８７０円 �� ８７０円 �� ２，３３０円

３ 連 複 ��� １０，６１０円 ３ 連 単 ��� ５０，５５０円

票 数

単勝票数 計１１８２５２４ 的中 � ２７１１１６（１番人気）
複勝票数 計１８３０９３９ 的中 � ３８５８４３（１番人気）� ９６２５４（８番人気）� １２４１１９（６番人気）
枠連票数 計１２３３８５９ 的中 （２－３） ５５７１８（７番人気）
馬連票数 計５６６５９６７ 的中 �� １５５０８５（９番人気）
馬単票数 計２８５３８５２ 的中 �� ４７６８５（１４番人気）
ワイド票数 計１７０８９４４ 的中 �� ４９３７８（９番人気）�� ４９５０４（８番人気）�� １７４３１（３２番人気）
３連複票数 計７７８０４７２ 的中 ��� ５４１２８（３６番人気）
３連単票数 計１４６８６３４５ 的中 ��� ２１４４２（１５４番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．４―１１．８―１１．９―１１．９―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２２．９―３４．３―４６．１―５８．０―１：０９．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アイムユアーズ �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー ２０１１．６．２５ 函館３着

２００９．１．１５生 牝３栗 母 セシルブルース 母母 セシルカット ６戦３勝 賞金 １２８，２４７，０００円
〔騎手変更〕 イチオクノホシ号の騎手蛯名正義は，第１競走での落馬負傷のため石橋脩に変更。
※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） ３頭 アロマティコ号・タイキソレイユ号・タガノルミナーレ号
※一般事項Ⅴ－２の（４）によりアイムユアーズ号・ビウイッチアス号・プレノタート号は，桜花賞（GⅠ）競走に優先出走できる。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

０６０７２ ３月１１日 雨 稍重 （２４阪神１）第６日 第１２競走 ��
��１，４００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時１０分 （ダート・右）

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

１：２１．８
１：２１．８

稍重

稍重

５９ � エーシンウェズン 牡５鹿 ５７ 川田 将雅�栄進堂 野中 賢二 米 Helen Y.
Painter ５２６－ ４１：２４．０ ２．９�

６１２ ラガーリンリン 牝５芦 ５５ 池添 謙一奥村 啓二氏 池添 兼雄 新ひだか 前川 正美 ４８０－ ６１：２４．５３ ５．９�
８１５ ツルマルスピリット 牡５青鹿５７ 小牧 太鶴田 鈴子氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４８８－ ２１：２４．７１ ６．０�
３５ � アートオブビーン 牝５鹿 ５５ 国分 恭介小山 豊氏 小原伊佐美 日高 日高大洋牧場 ４５８－ ６１：２４．８	 ３７．１�
３６ マジックアロー 牡６鹿 ５７ 幸 英明�杵臼牧場 新川 恵 浦河 杵臼牧場 B４６２－ ６ 〃 クビ １６．８�
７１３ スガノメダリスト 牡６栗 ５７ 四位 洋文菅原 光博氏 粕谷 昌央 三石 田上 稔 ４８０－ ８ 〃 ハナ １１．２	
８１６ ジ ャ イ ア ン 牡４鹿 ５７ 石橋 脩�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 ４７６－ ８１：２５．１１	 ８．８

５１０ ステラリード 牝５栗 ５５ 武 豊広尾レース� 森 秀行 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム ４５０＋ ４１：２５．５２
 ３１．０�
４７ ボーカリスト 牡６鹿 ５７ 浜中 俊増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム ４６４－ ８１：２５．６	 １０１．１�
２３ ピサノプリヴェ 牝６栗 ５５ 川島 信二市川 義美氏 安達 昭夫 日高 下河辺牧場 ４８４－ ４１：２５．７クビ ３２７．３
６１１ ミッドタウンレディ 牝５黒鹿 ５５

５２ ▲中井 裕二吉田 和子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４９６－ ８１：２５．８
 ２７．０�
１１ � カネトシイナーシャ 牡４黒鹿５７ 岩田 康誠兼松 利男氏 白井 寿昭 米 JMJ Racing

Stables, LLC ４７２－ ４１：２５．９
 ６．０�
４８ ダブルイーグル 牡４鹿 ５７ 秋山真一郎田邉 康子氏 大橋 勇樹 むかわ フラット牧場 ４６４－ ８１：２６．０	 １６０．８�
７１４ セイプロスペリティ 牡４鹿 ５７ 渡辺 薫彦金田 成基氏 服部 利之 新ひだか マークリ牧場 ４６２－ ６１：２６．１	 １４７．２�
１２ バンドゥロンシャン 牡６栗 ５７ 北村 友一 �社台レースホース角田 晃一 千歳 社台ファーム ４７０± ０ 〃 クビ ８４．７�
２４ マウントフジ 牝４鹿 ５５ N．ピンナ �グリーンファーム 宮本 博 浦河 有限会社

吉田ファーム ４２０－ ６１：２６．９５ １０５．８�
（伊）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４８，０１４，１００円 複勝： ７８，０２０，０００円 枠連： ４１，７５３，０００円

馬連： １４６，４７０，５００円 馬単： ８０，７３８，５００円 ワイド： ５６，０３６，６００円

３連複： １８４，５９２，２００円 ３連単： ３５２，６７６，０００円 計： ９８８，３００，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １４０円 � １８０円 � １７０円 枠 連（５－６） ６９０円

馬 連 �� ９２０円 馬 単 �� １，５６０円

ワ イ ド �� ３８０円 �� ３７０円 �� ４８０円

３ 連 複 ��� １，６３０円 ３ 連 単 ��� ６，２４０円

票 数

単勝票数 計 ４８０１４１ 的中 � １３４６３３（１番人気）
複勝票数 計 ７８０２００ 的中 � １６６９０２（１番人気）� １１１３２２（３番人気）� １１４７５４（２番人気）
枠連票数 計 ４１７５３０ 的中 （５－６） ４５２８６（２番人気）
馬連票数 計１４６４７０５ 的中 �� １１７５９９（２番人気）
馬単票数 計 ８０７３８５ 的中 �� ３８４２１（２番人気）
ワイド票数 計 ５６０３６６ 的中 �� ３７４１４（２番人気）�� ３８９７０（１番人気）�� ２８０８０（４番人気）
３連複票数 計１８４５９２２ 的中 ��� ８３６１１（１番人気）
３連単票数 計３５２６７６０ 的中 ��� ４１７１５（２番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１２．１―１２．１―１２．３―１１．７―１２．５

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

コーナー
通過順位

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

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５鹿 母 Xtra Emblem 母母 Nasty Sabina ２０戦４勝 賞金 ７８，４８６，０００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。
（非抽選馬） ２頭 エーシンポルックス号・オースミレジスタ号
※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。

４レース目



（２４阪神１）第６日 ３月１１日（日曜日） 晴後曇後雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
重後稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １６５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

２６７，２６０，０００円
６，２３０，０００円
２，７８０，０００円
２４，３７０，０００円
５７，４５１，５００円
４，９４７，６００円
１，５８４，０００円

勝馬投票券売得金
３９９，１１８，２００円
６９４，０６７，８００円
２９８，０７５，０００円
１，２９５，０２６，３００円
７６９，１３３，７００円
４７２，８５５，５００円
１，７１７，９００，４００円
３，２８６，４９３，４００円

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 ８，９３２，６７０，３００円

総入場人員 １６，８９１名 （有料入場人員 １５，９６４名）


