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０６０８５ ３月１８日 小雨 重 （２４阪神１）第８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

８１６ ピサノベッテル 牝３黒鹿５４ 四位 洋文市川 義美氏 安達 昭夫 新ひだか フジワラフアーム ４３２± ０１：１３．１ ５．４�

８１５ エーシンルミナス 牝３鹿 ５４ 和田 竜二�栄進堂 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 ４４８－ ８１：１３．３１� ３．２�
４８ タガノプラージュ 牝３黒鹿５４ 秋山真一郎八木 良司氏 平田 修 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４７０－ ６１：１３．５１� ２．４�
６１２ エーシンルクシオン 牝３鹿 ５４ 池添 謙一�栄進堂 北出 成人 新ひだか 川端 英幸 ４２４－ ２１：１３．７１� １６．９�
３６ メイショウヒナゲシ 牝３栗 ５４ 木幡 初広松本 好雄氏 坂口 正則 浦河 赤田牧場 ４７６± ０１：１３．８� ２１８．１�
７１３ ツ バ キ 牝３鹿 ５４ 幸 英明白井 岳氏 小野 幸治 日高 白井牧場 ４４８－ ２ 〃 アタマ ７１．０�
６１１ トウケイマネキネコ 牝３栗 ５４

５１ ▲花田 大昂木村 信彦氏 鹿戸 明 安平 ノーザンファーム ５０８± ０１：１４．０１� ２７．８	
４７ シゲルライム 牝３栗 ５４ 川島 信二森中 蕃氏 小原伊佐美 浦河 中村 雅明 ４０６＋ ２１：１４．３１� ２８．４

２３ チ ェ リ ム 牝３鹿 ５４ 国分 恭介永田 和彦氏 牧田 和弥 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４４６＋ ８１：１４．５１� ２６０．２�
２４ カシノチャーム 牝３鹿 ５４ 小坂 忠士柏木 務氏 境 直行 青森 一山育成牧場 ４７８－１２１：１５．１３� ３２２．３�
１１ ルクドゥフードル 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介ターフ・スポート角田 晃一 浦河 大北牧場 ４５８－ ４１：１５．２クビ ３１．３�
１２ ギャラクティコ 牝３鹿 ５４ 小牧 太バンブー牧場 佐藤 正雄 浦河 バンブー牧場 ４４２－ ２１：１５．４１� １３３．１�
５１０ サダムアンビション 牝３黒鹿５４ 北村 友一大西 定氏 西園 正都 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３４－ ２１：１５．６１� ３０４．１�
７１４ ヤルーデンス 牝３黒鹿５４ 浜中 俊密山 根成氏 荒川 義之 新ひだか タツヤファーム ４３６＋１０１：１５．７クビ １５．４�
３５ メイショウザンベジ 牝３栗 ５４ 福永 祐一松本 好雄氏 笹田 和秀 様似 中脇 一幸 ４２８± ０１：１５．９１ １６．２�
５９ カシマフローラル 牝３黒鹿５４ 柴田 大知�カシマ 高市 圭二 むかわ 上水牧場 ４０６－１２１：１６．３２� ３９１．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，００５，２００円 複勝： ２５，３０４，３００円 枠連： １３，０５５，９００円

馬連： ３５，６８３，２００円 馬単： ２７，４９６，９００円 ワイド： １８，４０４，３００円

３連複： ５８，０９７，７００円 ３連単： ９４，０９２，６００円 計： ２８５，１４０，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � １５０円 � １１０円 � １１０円 枠 連（８－８） １，０２０円

馬 連 �� ９６０円 馬 単 �� ２，１８０円

ワ イ ド �� ３２０円 �� ２８０円 �� １６０円

３ 連 複 ��� ５５０円 ３ 連 単 ��� ５，５５０円

票 数

単勝票数 計 １３００５２ 的中 � １９１８９（３番人気）
複勝票数 計 ２５３０４３ 的中 � ３０３８２（３番人気）� ６２０７１（２番人気）� ８８２４６（１番人気）
枠連票数 計 １３０５５９ 的中 （８－８） ９５０３（４番人気）
馬連票数 計 ３５６８３２ 的中 �� ２７４９２（３番人気）
馬単票数 計 ２７４９６９ 的中 �� ９３２４（７番人気）
ワイド票数 計 １８４０４３ 的中 �� １２２９２（３番人気）�� １４７３７（２番人気）�� ３６３３８（１番人気）
３連複票数 計 ５８０９７７ 的中 ��� ７９３１７（１番人気）
３連単票数 計 ９４０９２６ 的中 ��� １２５１７（１０番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．２―１２．３―１２．５―１１．９―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．６―３５．９―４８．４―１：００．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ピサノベッテル �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．１１．５ 京都５着

２００９．１．２９生 牝３黒鹿 母 ダイヤモンドピサ 母母 ジ ョ ー ド ５戦１勝 賞金 ８，４５０，０００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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 ケイムアフターミー号・デルマアメノウズメ号・ミチシルベ号

０６０８６ ３月１８日 小雨 重 （２４阪神１）第８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

８１２ カ ナ ロ ア 牡３鹿 ５６ 福永 祐一金子真人ホール
ディングス� 藤原 英昭 日高 日高大洋牧場 ４４２－ ６１：５３．６ ３．７�

７１０ エーシングッデイ 牡３黒鹿５６ 池添 謙一�栄進堂 松永 昌博 新ひだか 川端 英幸 ４６８＋ ４１：５３．７� ２．２�
１１ ダノングーグー 牡３黒鹿５６ 北村 友一�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５００－ ６１：５４．１２� ５．５�
５６ ジェットブリット 牡３黒鹿５６ N．ピンナ �G１レーシング 中竹 和也 安平 ノーザンファーム ５４４± ０１：５４．３１ １１．６�

（伊）

４４ サンライズロイヤル 牡３鹿 ５６ 和田 竜二松岡 隆雄氏 石坂 正 千歳 社台ファーム ５３０± ０１：５４．７２� ７．６�
３３ アドマイヤクリス 牡３鹿 ５６ 小牧 太近藤 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 ―１：５５．２３ ２２．０�
７９ � スノーウエーブ 牡３芦 ５６ 川島 信二吉澤 克己氏 中竹 和也 米

Haras Santa Ma-
ria de Araras S. A.
& Adena Springs

５３２－ ４１：５６．４７ ７３．９	
８１１ キタサンカイザー 牡３鹿 ５６ 国分 恭介
大野商事 目野 哲也 新ひだか 木田牧場 ４７０＋ ２１：５６．６� ２０８．１�
５５ サクラブリリアント 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎�さくらコマース岡田 稲男 新冠 川上牧場 ４６８－１４１：５７．２３� ２９．０�
６８ プリンストロイア 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦 
フジワラ・ファーム 佐山 優 新ひだか フジワラフアーム ５２０－ ４１：５７．５１� ３８．２
２２ ナムラヒーロー 牡３鹿 ５６ 田中 健奈村 信重氏 福島 信晴 浦河 谷川牧場 ４９０－ ４１：５７．７１	 １９６．７�
６７ ナムラアーチ 牡３栗 ５６ 幸 英明奈村 信重氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 ４８０－ ８１：５８．７６ １５２．５�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １５，８６８，４００円 複勝： ２８，０８７，２００円 枠連： ８，２５４，４００円

馬連： ３３，４９７，２００円 馬単： ２７，０８６，５００円 ワイド： １６，２６７，９００円

３連複： ４５，８８６，５００円 ３連単： ８６，４１５，９００円 計： ２６１，３６４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １５０円 � １１０円 � １６０円 枠 連（７－８） ３６０円

馬 連 �� ４４０円 馬 単 �� ９００円

ワ イ ド �� １８０円 �� ４３０円 �� ２９０円

３ 連 複 ��� ８７０円 ３ 連 単 ��� ４，０４０円

票 数

単勝票数 計 １５８６８４ 的中 � ３４４５２（２番人気）
複勝票数 計 ２８０８７２ 的中 � ４２５１２（２番人気）� １０５５９４（１番人気）� ３５６６８（４番人気）
枠連票数 計 ８２５４４ 的中 （７－８） １７０５１（１番人気）
馬連票数 計 ３３４９７２ 的中 �� ５６８４６（１番人気）
馬単票数 計 ２７０８６５ 的中 �� ２２３６４（２番人気）
ワイド票数 計 １６２６７９ 的中 �� ２６８３９（１番人気）�� ８１０３（５番人気）�� １３４１８（３番人気）
３連複票数 計 ４５８８６５ 的中 ��� ３９１２１（２番人気）
３連単票数 計 ８６４１５９ 的中 ��� １５７８８（５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．１―３７．６―５０．７―１：０２．９―１：１５．７―１：２８．５―１：４０．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カ ナ ロ ア �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 King’s Best デビュー ２０１２．１．５ 京都２着

２００９．４．２生 牡３鹿 母 クイーンカアフマヌ 母母 アルアメント ３戦１勝 賞金 ７，４００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナムラアーチ号は，平成２４年４月１８日まで平地競走に出走できない。
※アドマイヤクリス号は，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８日



０６０８７ ３月１８日 小雨 重 （２４阪神１）第８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

２３ ジョウショーキング 牡３青鹿５６ 国分 恭介熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 田中 元寿 ４５６－ ４１：２６．１ ７．４�

４８ ハクサンアース 牡３鹿 ５６ N．ピンナ 河� 五市氏 西園 正都 様似 スイートフアーム ４６６－ ４１：２６．３１� ５．４�
（伊）

５９ ヒカルソラフネ 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二�橋 京子氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム ４８８－ ８ 〃 クビ ２．７�
３５ フミノメルキオール 牡３栗 ５６ 小林 徹弥谷 二氏 目野 哲也 日高 山際 辰夫 ４８０＋ ２１：２６．４クビ １２．０�
６１２ コスモレイラ 牝３青鹿５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム ４５８＋ ８１：２６．７１� １４．９�
６１１ オーブライツ 牡３芦 ５６ 川島 信二村上 稔氏 大橋 勇樹 浦河 金成吉田牧場 ４８２－ ４ 〃 クビ １５９．２�
７１３ ハードチョンホ �３鹿 ５６

５３ ▲花田 大昂津田 一男氏 西橋 豊治 新ひだか 前田牧場 ４２６－ ４１：２６．８� ９．８	
８１５ コウエイサツマ 牡３鹿 ５６ 木幡 初広伊東 政清氏 五十嵐忠男 鹿児島 伊東 政清 ４７４± ０１：２６．９クビ １８０．６

２４ ウィンドミルシチー 牡３栗 ５６ 北村 友一 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 三石ファーム ４３２－ ８１：２７．３２� １２７．３�
３６ ヤマカツティラノ 牡３鹿 ５６ 池添 謙一山田 和夫氏 牧田 和弥 新ひだか 岡田牧場 ４６８－ ６ 〃 クビ １０５．８
１１ ガ リ ュ ウ 牡３黒鹿５６ 幸 英明佐々木孝之氏 境 直行 様似 猿倉牧場 ４８０＋ ２１：２７．６１� １５９．８�
４７ スナークヒエン 牡３栗 ５６ 小牧 太杉本 豊氏 藤岡 範士 新冠 カミイスタット ４４４－１２ 〃 クビ ８．９�
５１０ クイーンダンス 牝３黒鹿５４ 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４４６－ ８ 〃 ハナ ２９０．７�
１２ ユキノサムライ 牡３栗 ５６ 小坂 忠士村上 幸三氏 木原 一良 浦河 岡本 昌市 ４５６－ ４ 〃 ハナ ２３９．８�
７１４ チ ュ ウ キ チ 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介小田切有一氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 ４３２－ ６ 〃 同着 １７．０�
８１６ シゲルマンゴー 牡３栗 ５６ 浜中 俊森中 蕃氏 宮 徹 新冠 守矢牧場 ４６８＋１２１：２７．８１� ９．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，５２２，１００円 複勝： ２９，３９３，６００円 枠連： １２，７２３，７００円

馬連： ４０，５５４，５００円 馬単： ２６，８３４，３００円 ワイド： ２０，１３３，０００円

３連複： ５９，６７７，６００円 ３連単： ９２，５５３，４００円 計： ２９８，３９２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７４０円 複 勝 � ２３０円 � １８０円 � １３０円 枠 連（２－４） １，５４０円

馬 連 �� ２，１１０円 馬 単 �� ３，８５０円

ワ イ ド �� ６５０円 �� ４７０円 �� ３３０円

３ 連 複 ��� ２，１４０円 ３ 連 単 ��� １５，４４０円

票 数

単勝票数 計 １６５２２１ 的中 � １７６５２（３番人気）
複勝票数 計 ２９３９３６ 的中 � ２６１８８（５番人気）� ３９５０２（２番人気）� ８５２６９（１番人気）
枠連票数 計 １２７２３７ 的中 （２－４） ６１２５（７番人気）
馬連票数 計 ４０５５４５ 的中 �� １４２１３（８番人気）
馬単票数 計 ２６８３４３ 的中 �� ５１５１（１６番人気）
ワイド票数 計 ２０１３３０ 的中 �� ７２０３（８番人気）�� １０４２６（３番人気）�� １６２９９（１番人気）
３連複票数 計 ５９６７７６ 的中 ��� ２０６６１（２番人気）
３連単票数 計 ９２５５３４ 的中 ��� ４４２５（３３番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．１―１２．０―１２．９―１２．８―１２．３―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．７―３５．７―４８．６―１：０１．４―１：１３．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジョウショーキング �
�
父 リ ン カ ー ン �

�
母父 デ ィ ア ブ ロ デビュー ２０１１．８．１４ 小倉１３着

２００９．４．４生 牡３青鹿 母 ジョウショークイン 母母 ハイパーソニック １１戦１勝 賞金 ９，０００，０００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 テイエムタイホー号・バハドゥール号
※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。

０６０８８ ３月１８日 小雨
（ 芝 ）稍重
（ダート）重 （２４阪神１）第８日 第４競走 ��３，１１０�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時３０分 （芝・ダート）

４歳以上；負担重量は，４歳５９�５歳以上６０�，牝馬２�減，収得賞金７００万円毎１�増
本 賞 １２，０００，０００円 ４，８００，０００円 ３，０００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円� コースレコード３：２５．０良・良

７１２ デンコウオクトパス 牡５鹿 ６０ 西谷 誠田中 康弘氏 坂口 正則 新ひだか 見上牧場 ４６２± ０３：２６．３ ５．５�

４６ マーベラスカイザー 牡４栗 ５９ 小坂 忠士笹原 貞生氏 柴田 政見 新ひだか 松田牧場 ４８４－ ６３：２７．６８ ３．７�
５７ シゲルジュウヤク 牡４栗 ５９ 中村 将之森中 蕃氏 西橋 豊治 新冠 大栄牧場 ４８０－ ６３：２９．２１０ １１．３�
２２ ルールプロスパー 牡７青鹿６１ 白浜 雄造儀賀 好子氏 北出 成人 浦河 岡崎牧場 ４８６± ０ 〃 クビ ２．２�
３４ ビヨンドマックス 牡６鹿 ６０ 横山 義行松岡 隆雄氏 増本 豊 門別 下河辺牧場 ５３６± ０３：２９．６２� ７４．４�
５８ タイカーリアン 牡８鹿 ６１ 北沢 伸也�名鯛興業 加藤 敬二 新冠 メイタイ牧場 ４６８－ ８３：２９．７クビ １７．９�
８１４ スズマーシャル 牡６栗 ６０ 鈴木 慶太成田 隆好氏 小西 一男 三石 小河 豊水 ４６８－１６３：３０．７６ １７６．７	
４５ � カワキタトップ 牡６芦 ６０ 林 満明川島 吉男氏 梅内 忍 三石 木田牧場 ４７６－ ２３：３０．８� ３６．４

６９ ウィルビーキング �８栗 ６０ 今村 康成前田 晋二氏 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント ５０６＋ ４３：３１．０１ ７８．７�
７１１ プライドイズハート 牡８鹿 ６２ 山本 康志三枝 栄二氏 伊藤 伸一 浦河 三嶋牧場 B５０４－１４３：３１．２１ １１４．４�
８１３ シゲルダイセン 牡６鹿 ６１ 植野 貴也森中 蕃氏 木原 一良 静内 岡田牧場 ４８８＋ ８３：３１．６２� ８３．４
６１０ サーストンムーン 牡５鹿 ６０ 穂苅 寿彦齊藤 宣勝氏 加藤 和宏 新冠 ラツキー牧場 ４７４－１０３：３２．０２� １７３．１�
１１ フサイチアソート �７栗 ６０ 五十嵐雄祐岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 早来 ノーザンファーム ４４８－１０３：３４．３大差 １７．２�
３３ サトノケンオー �５栗 ６０ 黒岩 悠里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４７４－ ８３：３４．７２� １６．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １５，３３２，４００円 複勝： ２０，６４０，４００円 枠連： １１，３６９，３００円

馬連： ３４，１５０，１００円 馬単： ２５，３３７，７００円 ワイド： １５，９７８，３００円

３連複： ５２，７８２，０００円 ３連単： ９０，００５，６００円 計： ２６５，５９５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５５０円 複 勝 � １８０円 � １７０円 � ２１０円 枠 連（４－７） １，１３０円

馬 連 �� １，１６０円 馬 単 �� ２，３７０円

ワ イ ド �� ４３０円 �� ８６０円 �� ７８０円

３ 連 複 ��� ３，９４０円 ３ 連 単 ��� ２０，１３０円

票 数

単勝票数 計 １５３３２４ 的中 � ２２１２６（３番人気）
複勝票数 計 ２０６４０４ 的中 � ３０６９３（３番人気）� ３５１９５（２番人気）� ２３７２３（４番人気）
枠連票数 計 １１３６９３ 的中 （４－７） ７４６９（４番人気）
馬連票数 計 ３４１５０１ 的中 �� ２１７９０（４番人気）
馬単票数 計 ２５３３７７ 的中 �� ７８９３（９番人気）
ワイド票数 計 １５９７８３ 的中 �� ９９８０（４番人気）�� ４４１８（９番人気）�� ４９０６（８番人気）
３連複票数 計 ５２７８２０ 的中 ��� ９９０５（１４番人気）
３連単票数 計 ９０００５６ 的中 ��� ３３０１（５５番人気）

上り １マイル １：４５．３ ４F ５１．０－３F ３８．１
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
１２－７，２，４，６－１４，５－１０（１１，９）（１３，８）－３＝１
１２－（７，６）－４－２，１４，５＝（８，１０）－（１１，９）１３－３＝１

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

勝馬の
紹 介

デンコウオクトパス �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 リ ズ ム デビュー ２００９．８．１ 小倉９着

２００７．４．１２生 牡５鹿 母 シルキーマニッシュ 母母 スポーデズブルー 障害：３戦２勝 賞金 １９，０００，０００円
〔発走状況〕 フサイチアソート号は，発走地点への集合に遅れたため発走時刻２分遅延。

プライドイズハート号は，枠入り不良。
〔その他〕 フサイチアソート号は，集合合図時に膠着したことについて平地調教注意。
※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） １頭 ナリタシャトル号
（非抽選馬） ４頭 エヒテンヴィーゼ号・スーパーマークン号・ファイトシーン号・マッキーケインズ号



０６０８９ ３月１８日 曇 稍重 （２４阪神１）第８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）

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

７１４ ブルーハーツクライ 牡３栗 ５６ 小牧 太 �ブルーマネジメント服部 利之 新ひだか 加野牧場 ４７４＋ ２１：３７．７ ６．３�

４７ タガノリバレンス 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二八木 良司氏 中尾 秀正 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ４６６－ ６１：３７．８� １８．３�

８１５ マイネルアルティマ 牡３芦 ５６ N．ピンナ �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 西園 正都 浦河 小島牧場 ４４８－１０１：３８．１１� ４５．７�

（伊）

７１３ スイートブライアー 牝３鹿 ５４ 北村 友一�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント ４１４－２４１：３８．２� ４８．１�
１２ � サウンドマンデュロ 牡３青鹿５６ 浜中 俊増田 雄一氏 佐藤 正雄 英 Denford

Stud Ltd ４６８± ０１：３８．３� １５．３�
６１１ アルティメイト 牝３青鹿５４ 小坂 忠士アルツト組合 境 直行 新ひだか 飛野牧場 ４２４＋ ４１：３８．４クビ １１３．４�
２４ マイネルコンキスタ 牡３鹿 ５６ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 日高 中川牧場 ４７６＋ ２１：３８．６１	 ２．３	
１１ タマモスキップ 牝３黒鹿５４ 木幡 初広タマモ� 水野 貴広 新ひだか 前田牧場 ４４８－ ４ 〃 クビ ２５５．６

３５ エーシンフルパワー 牡３栗 ５６ 幸 英明�栄進堂 川村 禎彦 新ひだか 木田牧場 ４７８＋１６１：３９．２３� ４９．３�
４８ 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 ４９６－ ４１：３９．５１� ３．６�
６１２ ハナズフルムーン 牡３鹿 ５６ 飯田 祐史M．タバート氏 牧浦 充徳 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４７０－ ６１：３９．９２� １２８．７
２３ エーシンスピカ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一�栄進堂 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 ４４８－ ２１：４０．２２ ７．０�
３６ キングモンブラン 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介沼川 一彦氏 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 ４３０＋ ２１：４０．６２� ７３．２�
５１０ ミルキーウェイ 牝３栗 ５４ 和田 竜二寺田千代乃氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント ４１２－ ６１：４０．８１ １８３．３�
５９ � ケイティーズミスト 牝３黒鹿５４ 川島 信二有限会社シルク加用 正 米 Masatake

Iida DVM ４５０－１２１：４１．０１� ８２．０�
８１６ ラブイズフジ 牝３黒鹿５４ 秋山真一郎江口雄一郎氏 梅内 忍 新ひだか 坂本 春信 ４７４－１４１：４２．２７ ２５９．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，３９４，４００円 複勝： ３２，６６３，７００円 枠連： １５，１３３，８００円

馬連： ４８，２７１，２００円 馬単： ３４，９０７，５００円 ワイド： ２１，５４６，９００円

３連複： ６３，６９４，１００円 ３連単： １１３，１３５，９００円 計： ３４８，７４７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６３０円 複 勝 � ２６０円 � ４２０円 � ９９０円 枠 連（４－７） １，０８０円

馬 連 �� ５，１００円 馬 単 �� ８，１００円

ワ イ ド �� １，６３０円 �� ２，６００円 �� ５，５００円

３ 連 複 ��� ５０，５５０円 ３ 連 単 ��� １９２，３９０円

票 数

単勝票数 計 １９３９４４ 的中 � ２４４９０（３番人気）
複勝票数 計 ３２６６３７ 的中 � ３８５８９（４番人気）� ２０３４９（５番人気）� ７５８６（７番人気）
枠連票数 計 １５１３３８ 的中 （４－７） １０３９３（５番人気）
馬連票数 計 ４８２７１２ 的中 �� ６９８９（１６番人気）
馬単票数 計 ３４９０７５ 的中 �� ３１８２（２８番人気）
ワイド票数 計 ２１５４６９ 的中 �� ３３２３（１４番人気）�� ２０３９（２６番人気）�� ９４９（４２番人気）
３連複票数 計 ６３６９４１ 的中 ��� ９３０（１０２番人気）
３連単票数 計１１３１３５９ 的中 ��� ４３４（４１２番人気）

ハロンタイム １２．９―１０．９―１２．１―１２．３―１２．８―１２．４―１１．５―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．９―２３．８―３５．９―４８．２―１：０１．０―１：１３．４―１：２４．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブルーハーツクライ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２０１１．７．１６ 京都３着

２００９．３．１７生 牡３栗 母 ブルーベルベット 母母 ウメノアスコット ６戦１勝 賞金 ９，３５０，０００円
〔その他〕 ラブイズフジ号は，競走中に疾病〔鼻出血（２回目）〕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。
〔鼻出血による出走制限〕 ラブイズフジ号は，平成２４年５月１８日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 シーノヴァリス号・テストマッチ号
※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。

０６０９０ ３月１８日 曇 稍重 （２４阪神１）第８日 第６競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳
発走１２時５０分 （芝・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

１：５７．８
１：５６．１

良

良

８１６ ラスカルトップ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ４４２ ―２：０８．７ １９．５�

４７ マンハッタンミート 牝３黒鹿５４ 石橋 守��昭牧場 河内 洋 浦河 高昭牧場 ４９２ ―２：０８．９１� ６．３�
７１３ サンライズメジャー 牡３栗 ５６ 四位 洋文松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 下河辺牧場 ４９４ ― 〃 クビ ５．７�
２３ ウィザーズポケット 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二�ターフ・スポート昆 貢 新冠 村田牧場 ４６２ ― 〃 ハナ ４．７�
１２ ダイシンハンター 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介大八木信行氏 松田 博資 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７２ ―２：０９．３２� ９２．３�
５９ プリュムローズ 牝３鹿 ５４ 和田 竜二野島 春男氏 庄野 靖志 日高 野島牧場 ４４８ ―２：０９．４� ５０．７�
３６ イッセイダイヤ 牝３鹿 ５４ 池添 謙一池田 豊治氏 鮫島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 ４５８ ―２：１０．１４ ２７．６	
３５ エールビスティー 牡３青鹿５６ N．ピンナ 備前島敏子氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ５２８ ―２：１０．２� ４．５


（伊）

４８ ミッキーフラッシュ 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己野田みづき氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ５３０ ―２：１０．４１� ６．４�
６１１ タニノバリモア 牡３黒鹿５６ 木幡 初広谷水 雄三氏 長浜 博之 新ひだか カントリー牧場 ４２２ ―２：１０．５クビ ８９．１�
８１５ エイトバイテン 牡３鹿 ５６ 小林慎一郎�野 葉子氏 梅田 智之 新冠 中央牧場 ４６０ ― 〃 ハナ ８７．４
５１０ ピエナガイア 牝３鹿 ５４ 北村 友一本谷 兼三氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 ４３０ ―２：１０．８１� ６９．３�
１１ ネオシアリーズ 牝３栗 ５４ 秋山真一郎小林 仁幸氏 野中 賢二 千歳 社台ファーム ４４４ ―２：１１．７５ ５９．６�
２４ タニノアペトゥラ 牝３栗 ５４ 浜中 俊谷水 雄三氏 角居 勝彦 新ひだか カントリー牧場 ４５４ ―２：１１．８クビ ３２．４�
６１２ ジョウノトップギア 牡３黒鹿５６ 小牧 太小川 義勝氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４８８ ―２：１２．２２� ８．４�
７１４ タカラメジャー 牡３栗 ５６ 幸 英明村山 義男氏 西園 正都 新ひだか へいはた牧場 ４４０ ―２：１３．５８ ６９．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，５５２，５００円 複勝： ２７，６３１，２００円 枠連： １４，２６７，４００円

馬連： ４２，２１５，３００円 馬単： ２６，３５６，２００円 ワイド： １８，５５５，０００円

３連複： ５６，５１６，２００円 ３連単： ８３，９６２，３００円 計： ２８８，０５６，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，９５０円 複 勝 � ４９０円 � ２３０円 � ２３０円 枠 連（４－８） ２，０７０円

馬 連 �� ７，７２０円 馬 単 �� １７，８２０円

ワ イ ド �� ２，５２０円 �� １，５７０円 �� ８１０円

３ 連 複 ��� １４，１７０円 ３ 連 単 ��� １２０，０９０円

票 数

単勝票数 計 １８５５２５ 的中 � ７５０５（７番人気）
複勝票数 計 ２７６３１２ 的中 � １２７８６（７番人気）� ３５７８９（４番人気）� ３３５７１（５番人気）
枠連票数 計 １４２６７４ 的中 （４－８） ５１０５（１１番人気）
馬連票数 計 ４２２１５３ 的中 �� ４０３９（２４番人気）
馬単票数 計 ２６３５６２ 的中 �� １０９２（５３番人気）
ワイド票数 計 １８５５５０ 的中 �� １７６２（２６番人気）�� ２８８３（１７番人気）�� ５８８３（１１番人気）
３連複票数 計 ５６５１６２ 的中 ��� ２９４５（３８番人気）
３連単票数 計 ８３９６２３ 的中 ��� ５１６（３４０番人気）

ハロンタイム １３．３―１２．３―１４．７―１３．７―１３．３―１３．０―１２．１―１１．９―１１．６―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．３―２５．６―４０．３―５４．０―１：０７．３―１：２０．３―１：３２．４―１：４４．３―１：５５．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．４―３F３６．３
１
３

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

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

ラスカルトップ �
�
父 ラスカルスズカ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２００９．４．２７生 牡３鹿 母 スズカローラン 母母 ローマンスズカⅡ １戦１勝 賞金 ６，０００，０００円
※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 インステイト号・キャニオンキュート号・スナークデュラン号
※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。



０６０９１ ３月１８日 曇 重 （２４阪神１）第８日 第７競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１３時２０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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

３４ キングブレイク 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介金井 順一氏 羽月 友彦 浦河 バンブー牧場 ４９２－１２１：５２．１ ４．２�

６１０ ウイニングサルート 牡３栗 ５６ 安藤 勝己�ノースヒルズ 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ５０２＋ ６１：５２．６３ ２．５�
７１２� アメリカンダイナー 牡３鹿 ５６ 福永 祐一吉澤 克己氏 相沢 郁 米

Tony Holmes, Wal-
ter Zent & Win-
Star Farm LLC

４７０＋ ２１：５２．７クビ ５．５�
５８ サイモンガーランド 牝３鹿 ５４ 小牧 太澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 ４５８－ ６１：５３．１２� ７５．４�
２３ ミレニアムゴールド 牡３芦 ５６ N．ピンナ �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム ４６６＋ ４１：５３．３１� ２５．２�

（伊）

４６ コウエイチャンス 牡３鹿 ５６ 浜中 俊伊東 政清氏 山内 研二 浦河 市川牧場 ４６８＋ ４ 〃 ハナ １４．３	
７１３ ダイヴァーダウン 牡３栗 ５６ 幸 英明吉岡 泰治氏 松永 昌博 新ひだか 桑嶋 峰雄 ４５０＋ ２１：５３．４� ５．２

６１１ タガノナパヴァレー 	３黒鹿５６ 秋山真一郎八木 良司氏 岡田 稲男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４５２－ ８１：５３．５クビ １１６．６�
１１ スズカルパン 牡３鹿 ５６

５３ ▲花田 大昂永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 ４４８－ ２ 〃 クビ ５３．１�
４７ � サウンドビガレス 牡３栗 ５６ 渡辺 薫彦増田 雄一氏 安達 昭夫 米 Center

Hills Farm ４７４－ ２ 〃 ハナ １４．５
８１５ ゴーイングストーン 牡３栗 ５６ 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 ４６２－ ８１：５４．３５ １６１．０�
３５ ステラノヴァ 牝３栗 ５４ 木幡 初広矢野 秀春氏 加用 正 新ひだか 矢野牧場 ４８２＋ ６１：５５．４７ ３５６．１�
８１４ シゲルアーモンド 牡３青 ５６ 国分 恭介森中 蕃氏 目野 哲也 浦河 中村 雅明 ５３８＋ ４１：５５．５クビ ３０３．２�
５９ タガノジョイナー 牝３鹿 ５４ 四位 洋文八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４４２－１０１：５６．０３ １３６．１�
２２ ダークブレイズ 牡３黒鹿５６ 池添 謙一 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム ５３０＋ ２１：５６．２１
 １００．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２５，３５０，３００円 複勝： ３９，７５５，２００円 枠連： １７，２２５，５００円

馬連： ５８，５４３，８００円 馬単： ３７，３６８，３００円 ワイド： ２５，７３５，９００円

３連複： ７７，２１０，５００円 ３連単： １３１，９６７，４００円 計： ４１３，１５６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １７０円 � １３０円 � １８０円 枠 連（３－６） ７９０円

馬 連 �� ７５０円 馬 単 �� １，６４０円

ワ イ ド �� ３４０円 �� ５５０円 �� ３４０円

３ 連 複 ��� １，２７０円 ３ 連 単 ��� ７，７５０円

票 数

単勝票数 計 ２５３５０３ 的中 � ４７５９４（２番人気）
複勝票数 計 ３９７５５２ 的中 � ５６４７０（３番人気）� １０２７３５（１番人気）� ５３６８７（４番人気）
枠連票数 計 １７２２５５ 的中 （３－６） １６２５７（４番人気）
馬連票数 計 ５８５４３８ 的中 �� ５８２３６（３番人気）
馬単票数 計 ３７３６８３ 的中 �� １６９０２（６番人気）
ワイド票数 計 ２５７３５９ 的中 �� １９６６５（２番人気）�� １０７７９（７番人気）�� １９２５４（３番人気）
３連複票数 計 ７７２１０５ 的中 ��� ４５１６７（３番人気）
３連単票数 計１３１９６７４ 的中 ��� １２５６８（１５番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．８―１３．０―１２．８―１２．９―１２．６―１２．４―１２．０―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．５―３６．５―４９．３―１：０２．２―１：１４．８―１：２７．２―１：３９．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キングブレイク �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．１１．１３ 京都６着

２００９．２．１８生 牡３栗 母 トロピカルナイト 母母 ウインドフレスカ ４戦２勝 賞金 １２，０００，０００円
※出走取消馬 ダノンクリエーター号（疾病〔左飛節部フレグモーネ〕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 メイショウコンカー号
※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。

０６０９２ ３月１８日 曇 稍重 （２４阪神１）第８日 第８競走 ��
��１，８００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時５０分 （芝・右・外）

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

１：４４．７
１：４４．１

良

良

２２ ショウナンカミング 牡４栗 ５７ N．ピンナ 国本 哲秀氏 須貝 尚介 浦河 金石牧場 ４６８± ０１：５０．０ ８．０�
（伊）

４５ エバーグリーン 牡４青 ５７ 藤岡 佑介吉田 照哉氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム ４９２－ ２１：５０．２１� ３．７�
７１０ ニシノメルモ 牝５青鹿５５ 幸 英明西山 茂行氏 宮本 博 むかわ 西山牧場 ４７２＋ ２１：５０．６２� ３１．０�
６８ � エリモロワイヤル 牡４黒鹿５７ 北村 友一山本 慎一氏 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント ４８６± ０１：５０．９１	 ４２．１�
３３ スターコレクション 牝４青 ５５ 福永 祐一 �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 ４４８－ ２１：５１．０	 ３．７�
１１ オルレアンノオトメ 牝５鹿 ５５ 柴田 大知�ミルファーム 武市 康男 新冠 イワミ牧場 B４５２－ ８１：５１．２１
 ２０．５	
７１１ スイートテン 牝５栗 ５５ 池添 謙一青山 洋一氏 千田 輝彦 日高 下河辺牧場 ５１８－ ４ 〃 クビ ５．９

４４ キングウェールズ 牡６鹿 ５７ 和田 竜二杉山 美惠氏 浅見 秀一 新冠 パカパカ

ファーム ４５２± ０１：５１．３クビ １６．５�
８１３ サトノフォワード 牝４栗 ５５ 秋山真一郎里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４６２＋ ４１：５１．８３ １２．３�
５７ � ブ レ イ ク 牡５鹿 ５７ 国分 恭介河合實貴男氏 服部 利之 日高 シンボリ牧場 ４６０－ ２１：５１．９� １５１．１
６９ � オグリシュンコー 牡４芦 ５７ 芹沢 純一小栗 孝一氏 鹿戸 明 新冠 中村農場 ４７２－ ４１：５２．６４ １６１．０�
８１２ ヒカルマイデビュー 牡４黒鹿５７ 小牧 太�橋 京子氏 岡田 稲男 登別 登別上水牧場 ５０８＋ ４１：５２．８１� ４２．８�
５６ ブライトバニヤン 牡４青鹿５７ 浜中 俊津村 靖志氏 小崎 憲 新冠 松浦牧場 ４７６＋２０１：５５．７大差 ７．２�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２２，０７６，０００円 複勝： ３６，６９２，６００円 枠連： １６，１０９，７００円

馬連： ５８，８６０，８００円 馬単： ３７，３１３，６００円 ワイド： ２４，５９３，０００円

３連複： ７４，４６４，４００円 ３連単： １２４，５１６，９００円 計： ３９４，６２７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８００円 複 勝 � ２１０円 � １７０円 � ７３０円 枠 連（２－４） １，０００円

馬 連 �� １，１７０円 馬 単 �� ３，１５０円

ワ イ ド �� ４９０円 �� ２，３２０円 �� ２，０７０円

３ 連 複 ��� １１，４４０円 ３ 連 単 ��� ５４，７００円

票 数

単勝票数 計 ２２０７６０ 的中 � ２１８４６（５番人気）
複勝票数 計 ３６６９２６ 的中 � ４８４０２（４番人気）� ７４０６８（１番人気）� ９７７０（１１番人気）
枠連票数 計 １６１０９７ 的中 （２－４） １１９９５（３番人気）
馬連票数 計 ５８８６０８ 的中 �� ３７２３５（３番人気）
馬単票数 計 ３７３１３６ 的中 �� ８７６５（１１番人気）
ワイド票数 計 ２４５９３０ 的中 �� １３７０１（３番人気）�� ２４９６（２８番人気）�� ２８０３（２６番人気）
３連複票数 計 ７４４６４４ 的中 ��� ４８０７（４３番人気）
３連単票数 計１２４５１６９ 的中 ��� １６８０（１９９番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．１―１１．６―１２．４―１２．４―１２．３―１２．３―１１．９―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．８―３５．４―４７．８―１：００．２―１：１２．５―１：２４．８―１：３６．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショウナンカミング �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 サンダーガルチ デビュー ２０１０．７．１８ 新潟３着

２００８．４．１１生 牡４栗 母 マルターズブリーズ 母母 ソ ヨ カ ゼ ２０戦２勝 賞金 ２４，８７０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブライトバニヤン号は，平成２４年４月１８日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０６０９３ ３月１８日 曇 重 （２４阪神１）第８日 第９競走 ��
��１，２００�

す も と

洲 本 特 別
発走１４時２５分 （ダート・右）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
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 ３５７，０００円 １０２，０００円 ５１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０９．７
１：０８．７

重

重

８１５� ズ ン ダ モ チ 牡６芦 ５７ 浜中 俊吉田 哲哉氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ５３２－ ２１：１１．２ ５．６�

１１ � モエレデフィニット 牡５青鹿５７ 柴田 大知山本 武司氏 高市 圭二 新ひだか 長手 猛 ４９２－ ６１：１１．６２� ２１．４�
４７ ダイヤモンドムーン 牝５黒鹿５５ 福永 祐一岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 B５１８－ ２１：１１．８１ ２．３�
３５ ディアアゲイン 牡７栗 ５７ 幸 英明村上 稔氏 佐藤 正雄 三石 米田 和子 ４７２± ０ 〃 クビ ２３７．５�
８１６ ミヤジエムジェイ 牡４鹿 ５７ 小牧 太曽我 司氏 岩元 市三 浦河 村中牧場 ４９６± ０１：１１．９クビ ４．５�
６１２� ネオファロス 牡７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－ ６ 〃 クビ ６１．１�
７１４ イ チ オ カ 牡７黒鹿５７ 四位 洋文三宅 勝俊氏 境 直行 様似 能登ファーム ５２８－ ２１：１２．０クビ ２５．３�
７１３� キモンレッド 牝４栗 ５５ 池添 謙一小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 西村 和夫 ４５２＋１０１：１２．２１� ３８．４	
３６ キンショーユウジャ 牡４栗 ５７ 木幡 初広礒野日出夫氏 田島 俊明 新ひだか 藤本牧場 ５１２－ ４１：１２．３クビ ３１．５

６１１	 セイウンリファイン 牡６鹿 ５７ 国分 恭介西山 茂行氏 萱野 浩二 米 Aaron U. Jones

& Marie D. Jones B４８０－１４ 〃 クビ １５８．０�
２４ ノルマンディー 牡５黒鹿５７ N．ピンナ 近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５１２＋ ８１：１２．４クビ ５．７�

（伊）

５１０ ル ナ ロ ッ ソ 牝６栗 ５５ 藤田 伸二木浪 巖氏 杉浦 宏昭 静内 西川富岡牧場 ５０６－１２１：１２．６１� ８８．０
５９ キ ュ ー ト 牝５栗 ５５ 渡辺 薫彦 �フジワラ・ファーム 佐山 優 新ひだか フジワラフアーム ４５２＋ ４１：１３．２３� ２３３．４�
１２ キンショーノボス 牡６栗 ５７ 和田 竜二礒野日出夫氏 中村 均 浦河 中村 雅明 ４８８－ ８１：１３．５１
 ３１．２�
４８ 	 セントエドワード 牡７栗 ５７ 高田 潤大川 徹氏 小崎 憲 加 R. M. C.

Stable ５０８－１２１：１３．６
 ５３８．６�
２３ スズカローゼ 牝５鹿 ５５ 藤岡 佑介永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ５１４－ ４１：１６．８大差 ３５．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３５，９４６，９００円 複勝： ５９，７７１，７００円 枠連： ２９，７４０，６００円

馬連： １１５，６１１，３００円 馬単： ７０，２２１，３００円 ワイド： ４１，０３２，１００円

３連複： １３９，３１４，３００円 ３連単： ２６５，９６８，２００円 計： ７５７，６０６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５６０円 複 勝 � １７０円 � ４１０円 � １２０円 枠 連（１－８） １，８８０円

馬 連 �� ６，５５０円 馬 単 �� ９，６２０円

ワ イ ド �� １，６９０円 �� ２８０円 �� ８９０円

３ 連 複 ��� ３，８５０円 ３ 連 単 ��� ３３，３２０円

票 数

単勝票数 計 ３５９４６９ 的中 � ５１２６２（３番人気）
複勝票数 計 ５９７７１７ 的中 � ９０９３９（２番人気）� ２４８２１（６番人気）� １８３６７３（１番人気）
枠連票数 計 ２９７４０６ 的中 （１－８） １１７２８（８番人気）
馬連票数 計１１５６１１３ 的中 �� １３０４６（１９番人気）
馬単票数 計 ７０２２１３ 的中 �� ５３８９（２６番人気）
ワイド票数 計 ４１０３２１ 的中 �� ５３７２（２０番人気）�� ４２７１５（１番人気）�� １０７２４（９番人気）
３連複票数 計１３９３１４３ 的中 ��� ２６７４７（９番人気）
３連単票数 計２６５９６８２ 的中 ��� ５８９２（８７番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１１．８―１１．７―１１．５―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．４―３５．２―４６．９―５８．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．８―３F３６．０
３ ・（２，６）１５（１，１６）（４，７）（５，１３）１２（８，９）１１，１４，１０＝３ ４ ・（２，６，１５）１６，１（４，７）（５，１３）－１２－（８，９，１１）（１０，１４）＝３

勝馬の
紹 介

�ズ ン ダ モ チ �
�
父 Smadoun �

�
母父 Machiavellian

２００６．４．２９生 牡６芦 母 ヘヴンリーソング 母母 Heavenly Music ８戦２勝 賞金 ２９，８４７，０００円
初出走 JRA

〔タイムオーバーによる出走制限〕 スズカローゼ号は，平成２４年４月１８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。
（非抽選馬） ５頭 エイシンフルハート号・クランチタイム号・ゼットサンサン号・トウカイセレブ号・ピュアマリーン号
※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。

０６０９４ ３月１８日 曇 稍重 （２４阪神１）第８日 第１０競走 ��
��２，０００�

た じ ま

但馬ステークス
発走１５時００分 （芝・右）
４歳以上，１，６００万円以下，２３．３．１９以降２４．３．１１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 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００円
付 加 賞 ２１０，０００円 ６０，０００円 ３０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．８
１：５６．１

良

良

２２ レジェンドブルー 牝６鹿 ５３ 藤岡 佑介平川 浩之氏 宮 徹 静内 小倉 光博 ４６８＋１２２：０５．１ １５．９�

３３ メイショウジンム 牡６鹿 ５４ 小牧 太松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 杵臼斉藤牧場 ４５２－ ６２：０５．５２� １６．４�
１１ ザサンデーフサイチ 牡８黒鹿５５ 幸 英明林 進氏 松田 国英 早来 ノーザンファーム ５１４－１０２：０６．２４ ２７．６�
５５ アグネスワルツ 牝５栗 ５６ N．ピンナ 渡辺 孝男氏 宮本 博 千歳 社台ファーム ５０２＋ ８ 〃 ハナ ３．６�

（伊）

８８ アヴェンティーノ 牡８鹿 ５２ 秋山真一郎吉田 和子氏 高野 友和 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５０８－１６２：０６．６２� ２３．０�

８９ メルヴェイユドール 牝５黒鹿５２ 池添 謙一 �サンデーレーシング 牧田 和弥 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４３２－１０２：０７．１３ ５．０�

７７ エスカナール 牝４黒鹿５３ 福永 祐一下河辺隆行氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 ４７０－ ６２：０７．２クビ ２．６	
６６ ブルースターキング 牡６黒鹿５２ 川島 信二 
ブルーマネジメント山内 研二 新ひだか ダイイチ牧場 ４７６＋ ４２：０７．３� ２４．３�
４４ ダ ノ ン ミ ル �４栗 ５７ 浜中 俊
ダノックス 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４５６－１０２：０８．５７ ６．９�

（９頭）

売 得 金

単勝： ３３，０３４，０００円 複勝： ４４，８８８，６００円 枠連： １８，１９４，２００円

馬連： １０４，８９３，８００円 馬単： ６８，０６３，１００円 ワイド： ３５，５５０，２００円

３連複： １１９，７６７，５００円 ３連単： ２８９，６７９，３００円 計： ７１４，０７０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５９０円 複 勝 � ４２０円 � ３６０円 � ５１０円 枠 連（２－３） ６，６７０円

馬 連 �� ６，５７０円 馬 単 �� １６，３１０円

ワ イ ド �� １，６２０円 �� １，９６０円 �� ２，０２０円

３ 連 複 ��� ２０，７３０円 ３ 連 単 ��� １６７，８１０円

票 数

単勝票数 計 ３３０３４０ 的中 � １６４３６（５番人気）
複勝票数 計 ４４８８８６ 的中 � ２８５８１（６番人気）� ３４７８１（５番人気）� ２２３９８（７番人気）
枠連票数 計 １８１９４２ 的中 （２－３） ２０１４（２４番人気）
馬連票数 計１０４８９３８ 的中 �� １１７８３（２５番人気）
馬単票数 計 ６８０６３１ 的中 �� ３０８０（５２番人気）
ワイド票数 計 ３５５５０２ 的中 �� ５４４４（２３番人気）�� ４４７１（２８番人気）�� ４３２０（３０番人気）
３連複票数 計１１９７６７５ 的中 ��� ４２６５（６８番人気）
３連単票数 計２８９６７９３ 的中 ��� １２７４（４０７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．１―２５．３―３８．７―５１．５―１：０４．４―１：１７．１―１：２９．６―１：４１．３―１：５２．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．０―３F３５．５
１
３
２－５（１，７）－（３，９）（４，６）８
２－（１，５）７（８，４）３（９，６）

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

勝馬の
紹 介

レジェンドブルー 
�
父 ステイゴールド 

�
母父 ミスターシービー デビュー ２００８．１２．１３ 中京５着

２００６．３．２生 牝６鹿 母 ターコイズブルー 母母 スカーレツトブルー ３６戦５勝 賞金 １１０，３６３，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

１レース目



０６０９５ ３月１８日 曇 稍重 （２４阪神１）第８日 第１１競走 ��
��３，０００�第６０回阪 神 大 賞 典（ＧⅡ）

発走１５時３５分 （芝・右）
４歳以上；負担重量は，４歳５５�５歳以上５６�，牝馬２�減，２３．３．１９以降GⅠ競走（牝
馬限定競走を除く）１着馬２�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除
く）１着馬１�増，２３．３．１８以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�増（ただし２歳
時の成績を除く）

兵庫県知事賞・京阪神ビルディング株式会社賞（１着）
賞 品

本 賞 ６０，０００，０００円 ２４，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，０００，０００円 ６，０００，０００円
付 加 賞 ９１０，０００円 ２６０，０００円 １３０，０００円 � コースレコード

中央レコード

３：０２．５
３：０２．５

良

良

１１ ギュスターヴクライ 牡４黒鹿５５ 福永 祐一 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム ４９８＋ ６３：１１．８ １３．４�

８１２ オルフェーヴル 牡４栗 ５７ 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 ４６２± ０３：１１．９� １．１�

５６ ナムラクレセント 牡７鹿 ５７ 和田 竜二奈村 信重氏 福島 信晴 静内 八田ファーム ５０２－１０３：１２．３２� ３４．１�
２２ ヒルノダムール 牡５鹿 ５８ 藤田 伸二蛭川 正文氏 昆 貢 新ひだか 橋本牧場 ４７８－ ４３：１２．５１� ９．５�
４４ ジャガーメイル 牡８鹿 ５７ 四位 洋文吉田 和美氏 堀 宣行 浦河 アイオイファーム B４８０－ ４３：１２．９２� ３１．６�
３３ トウカイトリック 牡１０鹿 ５６ 幸 英明内村 正則氏 野中 賢二 三石 土田 扶美子 ４５６± ０３：１３．１１� １３１．７�
６７ ピエナファンタスト 牡６鹿 ５６ 木幡 初広本谷 兼三氏 谷 潔 早来 ノーザンファーム ４７４± ０３：１４．０５ １７５．５	
８１１ オウケンブルースリ 牡７栗 ５７ 安藤 勝己福井 明氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４８４－ ６３：１４．４２� ７２．５

５５ コスモヘレノス 牡５鹿 ５６ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 日高 ナカノファーム ５２０－ ２３：１４．６１ １６４．６�
７１０ ビートブラック 牡５青 ５６ 浜中 俊前田 幸治氏 中村 均 新冠 ノースヒルズマネジメント ５１４－ ４３：１５．８７ ４４．４�
６８ コパノジングー 牡７黒鹿５６ 藤岡 佑介小林 祥晃氏 宮 徹 門別 ヤナガワ牧場 ５１０＋ ８３：１８．４大差 ２６５．２
７９ リッカロイヤル 牡７芦 ５６ 秋山真一郎立花 幸雄氏 須貝 尚介 浦河 中島 俊明 ５４８± ０ （競走中止） ２０３．３�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２３３，０８１，２００円 複勝： ４４４，１９８，３００円 枠連： ９５，０８３，１００円

馬連： ４０５，６１５，３００円 馬単： ４４２，１１３，６００円 ワイド： ２０２，１８１，７００円

３連複： ５４４，４８９，０００円 ３連単： ２，３０４，７０６，９００円 計： ４，６７１，４６９，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３４０円 複 勝 � １７０円 � １１０円 � ３３０円 枠 連（１－８） ４１０円

馬 連 �� ４００円 馬 単 �� ２，１６０円

ワ イ ド �� ２２０円 �� １，１３０円 �� ３９０円

３ 連 複 ��� １，８６０円 ３ 連 単 ��� １８，５９０円

票 数

単勝票数 計２３３０８１２ 的中 � １３７１５４（３番人気）
複勝票数 計４４４１９８３ 的中 � ２９８５９９（３番人気）� ３２４１７２５（１番人気）� １０９０３６（５番人気）
枠連票数 計 ９５０８３１ 的中 （１－８） １７３８８９（２番人気）
馬連票数 計４０５６１５３ 的中 �� ７５１８８８（２番人気）
馬単票数 計４４２１１３６ 的中 �� １５１３１８（７番人気）
ワイド票数 計２０２１８１７ 的中 �� ２７４７１４（２番人気）�� ３６９９５（１３番人気）�� １２３９１１（４番人気）
３連複票数 計５４４４８９０ 的中 ��� ２１６５６４（６番人気）
３連単票数 計２３０４７０６９ 的中 ��� ９１５３７（４２番人気）

ハロンタイム １３．３―１２．３―１３．３―１３．６―１２．４―１２．７―１２．３―１３．９―１３．２―１２．２―１３．２―１２．１―１２．０―１１．９―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００� ２，４００�
１３．３―２５．６―３８．９―５２．５―１：０４．９―１：１７．６―１：２９．９―１：４３．８―１：５７．０―２：０９．２―２：２２．４―２：３４．５

２，６００� ２，８００�
―２：４６．５―２：５８．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→�」 上り４F４９．４―３F３７．３
１
�

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

勝馬の
紹 介

ギュスターヴクライ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Fabulous Dancer デビュー ２０１０．１１．１４ 京都６着

２００８．３．２１生 牡４黒鹿 母 ファビラスラフイン 母母 Mercalle １６戦５勝 賞金 １４６，９２８，０００円
〔競走中止〕 リッカロイヤル号は，競走中に疾病〔左前浅屈腱不全断裂〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔制裁〕 オルフェーヴル号の騎手池添謙一は，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１００，０００円。（２番への進

路影響）
〔調教再審査〕 オルフェーヴル号は，２周目３コーナーで外側に逃避したことについて平地調教再審査。

０６０９６ ３月１８日 曇 重 （２４阪神１）第８日 第１２競走 ��
��１，８００�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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

６１２ ルグランヴォヤージ 牡５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 ５０８＋１４１：５２．５ ２．６�

３５ ステキナシャチョウ 牡５鹿 ５７ 大下 智池田 實氏 野中 賢二 浦河 辻 牧場 ４５６－ ８ 〃 アタマ １７．９�
５１０ キ ラ ウ エ ア 牡５黒鹿５７ 小牧 太金子真人ホール

ディングス� 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４７２＋ ４１：５２．８２ ５．３�
４８ � ボリュームゾーン 牡５鹿 ５７ 北村 友一加藤 春夫氏 村山 明 様似 堀 弘康 ４９０± ０１：５３．０� １０．４�
６１１� イーサンジャンパー 牡６栗 ５７ N．ピンナ 国本 勇氏 境 直行 鵡川 上水牧場 ４９８－ ８ 〃 クビ ３４．９�

（伊）

５９ アドマイヤツバサ 牡５青鹿５７ 藤岡 佑介近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４５２－１２ 〃 ハナ ５２．６	
２４ � イノセントリーサム 牡５栗 ５７ 浜中 俊平田 修氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム ５３６± ０１：５３．１クビ ４３．０

３６ タマモブラウン 牡４鹿 ５７ 渡辺 薫彦タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 ５０２－ ２ 〃 アタマ １７３．５�
１２ � タイガースラム 	６栗 ５７ 福永 祐一吉田 和美氏 高野 友和 新冠 柏木 一則 ５６６－１２１：５３．３１
 ４．３�
８１６ カリズマクレスト 牡６栗 ５７ 秋山真一郎加藤 守氏 湯窪 幸雄 新ひだか 村上牧場 ５０６± ０１：５３．４クビ １４．８
７１４ ゴールデンアタック 牡４栗 ５７ 幸 英明�協栄 北出 成人 日高 タバタファーム ４７２－１２１：５３．６１
 １７．８�
４７ � マヤノゴクウ 牡９鹿 ５７ 池添 謙一田所 英子氏 庄野 靖志 静内 石川牧場 B５４０＋ ２１：５４．３４ ９０．９�
８１５ ディープルマン 牡４鹿 ５７ 和田 竜二深見 敏男氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム ５０６－ ６１：５４．４クビ １７．４�
２３ ベストオブケン 牡４黒鹿５７ 国分 恭介中西 宏彰氏 鈴木 孝志 新冠 川上牧場 B４５２＋ ２ 〃 アタマ ２３７．８�
７１３ チャーミーハヅキ 牝５芦 ５５ 小坂 忠士今 朝光氏 境 直行 新ひだか マツケン農場 ４７８＋ ６１：５４．６１� ３５９．３�
１１ キーネプチューン 牡６鹿 ５７ 川島 信二北前孔一郎氏 田所 秀孝 様似 小田 誠一 ４８４＋ ２１：５４．９２ ６３．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５４，５２３，８００円 複勝： ７９，１８６，２００円 枠連： ４３，０８６，２００円

馬連： １６２，９８４，９００円 馬単： ９１，９７９，３００円 ワイド： ６０，１４８，４００円

３連複： ２１６，９５８，６００円 ３連単： ４０６，５８７，４００円 計： １，１１５，４５４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １５０円 � ４００円 � ２００円 枠 連（３－６） ２，２６０円

馬 連 �� ２，６７０円 馬 単 �� ３，８６０円

ワ イ ド �� １，０２０円 �� ３２０円 �� １，１９０円

３ 連 複 ��� ４，６６０円 ３ 連 単 ��� ２３，９８０円

票 数

単勝票数 計 ５４５２３８ 的中 � １７１４１５（１番人気）
複勝票数 計 ７９１８６２ 的中 � １８０２９６（１番人気）� ３９１５９（８番人気）� １０７６１８（３番人気）
枠連票数 計 ４３０８６２ 的中 （３－６） １４０９８（１２番人気）
馬連票数 計１６２９８４９ 的中 �� ４５１３３（１０番人気）
馬単票数 計 ９１９７９３ 的中 �� １７６０６（１３番人気）
ワイド票数 計 ６０１４８４ 的中 �� １３６１５（１３番人気）�� ５３７７０（１番人気）�� １１５４１（１５番人気）
３連複票数 計２１６９５８６ 的中 ��� ３４３８８（９番人気）
３連単票数 計４０６５８７４ 的中 ��� １２５１７（５２番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．３―１３．７―１２．８―１２．２―１２．３―１２．５―１２．１―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．３―３８．０―５０．８―１：０３．０―１：１５．３―１：２７．８―１：３９．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．５―３F３７．２
１
３

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

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５芦 母 ポ ッ プ ス 母母 ポツプシンガー ６戦４勝 賞金 ３４，５００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時１５分に変更。
※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８日 ３月１８日（日曜日） 雨後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
重

競走回数 １２回 出走頭数 １７１頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２９０，９９０，０００円
２，０８０，０００円
７，１９０，０００円
２，１１０，０００円
２６，７４０，０００円
５９，３１３，５００円
５，３２４，８００円
１，６４１，６００円

勝馬投票券売得金
５０２，６８７，２００円
８６８，２１３，０００円
２９４，２４３，８００円
１，１４０，８８１，４００円
９１５，０７８，３００円
５００，１２６，７００円
１，５０８，８５８，４００円
４，０８３，５９１，８００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 ９，８１３，６８０，６００円

総入場人員 ２２，２８３名 （有料入場人員 ２１，２２８名）



平成２４年度 第１回阪神競馬 総計

競走回数 ９６回 出走延頭数 １，３３７頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

１，９６８，０００，０００円
８，３２０，０００円
５４，９５０，０００円
１４，４８０，０００円
１７６，１９０，０００円
４６６，９３３，０００円
４０，０４６，２００円
１２，８３５，２００円

勝馬投票券売得金
３，１７２，８５３，０００円
５，７２６，２０６，１００円
２，１４８，２４３，０００円
８，７２８，４１７，３００円
５，８３０，７６４，７００円
３，５１５，１８９，９００円
１１，６０８，２４３，５００円
２４，２９５，９０７，３００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 ６５，０２５，８２４，８００円

総入場延人員 １２５，１４６名 （有料入場延人員 １１７，９１６名）


