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０９０１３ ３月２５日 晴 重 （２４阪神２）第２日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走９時５０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

４６ クルクルリンクル 牝３黒鹿５４ 岩田 康誠小田切 光氏 須貝 尚介 新ひだか タイヘイ牧場 ４７２± ０１：１３．１ １．７�

４７ フェイストウショウ 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎トウショウ産業� 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± ０ 〃 ハナ ７．０�
３５ 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 ４７８＋ ２ 〃 ハナ ２．９�
５９ クイーンズライフ 牝３栗 ５４ 長谷川浩大 H.R.H．プリンセス・ハヤ 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４３２＋ ４１：１３．６３ ２２４．４�
６１０ パレスフクヒメ 牝３黒鹿５４ 小坂 忠士坂本 肇氏 佐山 優 新冠 安達 洋生 ４３０＋ ４１：１３．９１� ２０７．２�
７１２ シャトーエルシド 牝３鹿 ５４

５１ ▲中井 裕二円城 幸男氏 境 直行 新ひだか マツケン農場 ４１８－１６１：１４．３２� ３３．９�
３４ マイアイステラ 牝３青鹿 ５４

５１ ▲森 一馬MYI馬主組合 鈴木 孝志 浦河 バンブー牧場 ４０２－ ６１：１４．５１ ４４．６	
８１５ 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 ４０４－ ２１：１４．６� ４９．９

２３ ドリームスター 牝３栗 ５４

５１ ▲菱田 裕二田島 政光氏 今野 貞一 浦河 ガーベラパー
クスタツド ４１６－ ６１：１４．９２ １０７．１�

５８ 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 ４８４＋ ８１：１５．１１� ５２．７�
２２ エーシンクラリオン 牝３鹿 ５４ 上村 洋行�栄進堂 北出 成人 浦河 栄進牧場 ４１６＋ ２１：１５．３１� １１５．７
１１ テイエムブルーミン 牝３黒鹿５４ 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 日高 滝本 健二 ４３８－ ８１：１５．５１� １１７．３�
８１４ ランブロティタ 牝３鹿 ５４ 国分 恭介藤田 孟司氏 大根田裕之 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６０－ ３１：１５．６クビ ２４３．６�
６１１ コールミーシュガー 牝３鹿 ５４ 尾島 徹 �三石川上牧場 野村 彰彦 新ひだか 三石川上牧場 ４５４＋ ６１：１５．９２ ２７８．９�

（笠松）

７１３ サティスファイ 牝３黒鹿５４ 石橋 守山口 敦広氏 大根田裕之 日高 天羽 禮治 ４５８＋ ２１：１７．０７ ４４．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １３，６９４，７００円 複勝： ４０，３８０，７００円 枠連： １１，０６３，８００円

馬連： ３０，１６６，７００円 馬単： ２６，４００，３００円 ワイド： １６，４０６，５００円

３連複： ５３，０８３，１００円 ３連単： １０３，８８４，６００円 計： ２９５，０８０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １００円 � １６０円 � １００円 枠 連（４－４） ８７０円

馬 連 �� ８２０円 馬 単 �� １，１２０円

ワ イ ド �� ２１０円 �� １１０円 �� ２３０円

３ 連 複 ��� ３００円 ３ 連 単 ��� １，８５０円

票 数

単勝票数 計 １３６９４７ 的中 � ６７２４７（１番人気）
複勝票数 計 ４０３８０７ 的中 � ２１００１０（１番人気）� ２２７３０（３番人気）� １２７０８０（２番人気）
枠連票数 計 １１０６３８ 的中 （４－４） ９４２６（２番人気）
馬連票数 計 ３０１６６７ 的中 �� ２７３７２（２番人気）
馬単票数 計 ２６４００３ 的中 �� １７４５２（３番人気）
ワイド票数 計 １６４０６５ 的中 �� １３７９８（２番人気）�� ６３１４１（１番人気）�� １２１８５（３番人気）
３連複票数 計 ５３０８３１ 的中 ��� １３１２３６（１番人気）
３連単票数 計１０３８８４６ 的中 ��� ４１６０４（３番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１２．２―１２．５―１２．１―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．１―３５．３―４７．８―５９．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．０―３F３７．８
３ ・（６，７）（５，８）（１０，１２，１５）－１，２－４（３，１４）－９，１１＝１３ ４ ・（６，７）（５，８，１５）（１０，１２）－（１，２）４，１４（３，９）－１１－１３

勝馬の
紹 介

クルクルリンクル �
�
父 オレハマッテルゼ �

�
母父 ランズダーン デビュー ２０１１．１０．９ 京都７着

２００９．２．１７生 牝３黒鹿 母 フェイムオブラス 母母 マンジユデンスター ５戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※出走取消馬 クレールドリュヌ号（疾病〔右前肢フレグモーネ〕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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 イソノジャスト号・クイーンパワー号
※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。

０９０１４ ３月２５日 晴 重 （２４阪神２）第２日 第２競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時１５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

８１６ サントスシチー 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 新ひだか 幌村牧場 ４８０－ ２１：５４．６ ２．７�

６１２ トゥルーフレンド 牡３鹿 ５６ 尾島 徹武田 茂男氏 野村 彰彦 むかわ ヤマイチ牧場 ４７６＋ ８１：５５．０２� ２８０．２�
（笠松）

６１１ ダイコクイモン 牡３青鹿５６ 丸田 恭介井門 敏雄氏 小原伊佐美 日高 坂 牧場 ４６０－ ４１：５５．２１� ５８．０�
７１３ フォルトファーレン 牡３黒鹿５６ 吉田 稔 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４５０± ０１：５５．４１ ２３．２�

（愛知）

１１ 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 ４９６＋ ２ 〃 ハナ １．８�
３６ リーノレオン 牡３栗 ５６ 田中 健呂 朝子氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 ４８６＋ ４ 〃 クビ ７９．２	
１２ スリーロブロイ 牡３鹿 ５６ 幸 英明永井商事� 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 B４２８－ ２１：５６．１４ ９．２

５１０ ヤマカツティラノ 牡３鹿 ５６ 小坂 忠士山田 和夫氏 牧田 和弥 新ひだか 岡田牧場 ４７０＋ ２１：５６．３１� ２４３．８�
４８ マイネルボンド 牡３青鹿５６ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム B４８８＋ ２ 〃 ハナ １２．８�
４７ ユウキタカラオー 牡３栗 ５６ 川島 信二ちきり組合 梅田 康雄 日高 日西牧場 ５０８± ０１：５６．８３ １８８．４
２３ ロナルドバローズ 牡３黒鹿５６ 国分 恭介猪熊 広次氏 藤沢 則雄 新ひだか グランド牧場 B４３６± ０１：５６．９� １００．７�
３５ スターマックス 牡３黒鹿５６ 荻野 琢真池住 安信氏 牧浦 充徳 浦河 高野牧場 ４８０－ ４１：５８．１７ ４６５．８�
５９ スペクトルジーン 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲菱田 裕二�樽さゆり氏 福島 信晴 浦河 高岸 順一 ４９２＋１０１：５８．８４ ５４３．８�
２４ シゲルガマズミ 牡３栗 ５６ 小林 徹弥森中 蕃氏 目野 哲也 浦河 高岸 順一 ５３８＋ ４１：５９．３３ ４９８．７�
７１４ ロードヴェッケン 牡３黒鹿５６ 藤田 伸二 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム ４７８ ― 〃 クビ ４４．９�
８１５ エヴァンバローズ 牡３鹿 ５６ 鮫島 良太猪熊 広次氏 角田 晃一 新ひだか 水上 習孝 ４８２－ ６１：５９．４クビ ３２８．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，２４９，６００円 複勝： ５４，２５１，３００円 枠連： １１，００９，１００円

馬連： ３２，２８０，８００円 馬単： ３１，３４５，１００円 ワイド： １５，８８３，０００円

３連複： ５１，６４０，８００円 ３連単： １０８，７１５，６００円 計： ３２０，３７５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � ２１０円 �１４，０８０円 � ２，２３０円 枠 連（６－８） ６，０６０円

馬 連 �� ４２，４００円 馬 単 �� ６５，３５０円

ワ イ ド �� ９，８４０円 �� １，７２０円 �� ３６，２８０円

３ 連 複 ��� ２３５，２６０円 ３ 連 単 ��� １，２１５，６４０円

票 数

単勝票数 計 １５２４９６ 的中 � ４５８３７（２番人気）
複勝票数 計 ５４２５１３ 的中 � ９０９９９（２番人気）� ８４７（１２番人気）� ５５０５（７番人気）
枠連票数 計 １１００９１ 的中 （６－８） １３４１（１０番人気）
馬連票数 計 ３２２８０８ 的中 �� ５６２（３７番人気）
馬単票数 計 ３１３４５１ 的中 �� ３５４（６０番人気）
ワイド票数 計 １５８８３０ 的中 �� ３９３（３７番人気）�� ２３４１（１３番人気）�� １０６（６９番人気）
３連複票数 計 ５１６４０８ 的中 ��� １６２（１３６番人気）
３連単票数 計１０８７１５６ 的中 ��� ６６（６８５番人気）

ハロンタイム １３．２―１１．６―１３．９―１３．６―１３．２―１２．７―１２．０―１１．８―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．２―２４．８―３８．７―５２．３―１：０５．５―１：１８．２―１：３０．２―１：４２．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サントスシチー �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 In The Wings デビュー ２０１１．１０．２２ 京都９着

２００９．２．２８生 牡３黒鹿 母 ア ー チ ス ト 母母 Grace Note ７戦１勝 賞金 １０，３００，０００円
〔発走状況〕 グレートチャールズ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

第２回 阪神競馬 第２日



０９０１５ ３月２５日 晴 重 （２４阪神２）第２日 第３競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１０時４０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：２１．８
１：２１．８

稍重

稍重

３５ サトノシーザー 牡３青 ５６ 岩田 康誠里見 治氏 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 ５１２± ０１：２５．６ ２．８�

８１５ キーブランド 牡３鹿 ５６
５３ ▲花田 大昂北前孔一郎氏 宮 徹 日高 田中 元寿 ４９２ ―１：２５．７� ２１８．３�

５１０ ブルーイングリーン 牡３栗 ５６ 丸田 恭介青芝商事� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４９０＋ ４１：２５．８� ８．７�
６１１ ジャスティシア 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎�ターフ・スポート平田 修 日高 ナカノファーム ４３４－１０１：２６．１１� ３．３�
３６ ドリームチャージ 牡３鹿 ５６ 鮫島 良太青山 洋一氏 村山 明 日高 野島牧場 ４３２＋ ２１：２６．５２� ４．７�
４８ ステップワイズ 牝３鹿 ５４ 藤岡 康太有限会社シルク千田 輝彦 新ひだか 千代田牧場 ４５４－１０１：２６．７１� ２０．３	
７１３ モズブラックアイ 牡３鹿 ５６

５３ ▲中井 裕二北側 雅司氏 森 秀行 日高 目黒牧場 ４９０＋ ２ 〃 クビ ２７４．３

４７ レジオンドヌール 牝３芦 ５４ 藤田 伸二 �ロードホースクラブ 牧浦 充徳 新ひだか 前川牧場 ４５６＋ ８１：２６．８� ３６．５�
８１６ アールユウボシ 牡３青鹿５６ 上村 洋行星野 良二氏 作田 誠二 むかわ 清水ファーム ４４２－１０ 〃 ハナ ２２５．８�
１１ サンレイホーム 牡３栗 ５６ 幸 英明永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 東振牧場 ４８４＋ ６１：２７．０１ ７０．５
７１４	 アスターコリント 牡３黒鹿５６ 安藤 勝己加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Mr. & Mrs. C.

W. McNeely III ５１８＋ ２ 〃 クビ ８．６�
５９ エリモマッローネ 牡３栗 ５６ 吉田 稔山本 敏晴氏 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント ４４２－ ６１：２７．１� １１７．７�

（愛知）

１２ パ シ ュ ー ト 牡３鹿 ５６ 荻野 琢真松本 俊廣氏 山内 研二 新冠 タニグチ牧場 ４９０－１２１：２７．３１� ３８．１�
２３ ナ ガ ア キ ラ 牡３鹿 ５６ 柴田 大知井上 一郎氏 武藤 善則 浦河 バンダム牧場 B４８４＋ ２ 〃 クビ １７３．０�
２４ エルマカロン 
３鹿 ５６ 尾島 徹三宅 勝俊氏 境 直行 新ひだか グランド牧場 ４４８ ―１：２７．７２� ２６９．０�

（笠松）

６１２ ミッキーオスカー 牡３鹿 ５６
５３ ▲菱田 裕二三木 久史氏 福島 信晴 宮崎 田上 勝雄 ４７０－ ６１：３０．７大差 ３５６．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，８６７，９００円 複勝： ２６，１３７，０００円 枠連： １１，４３８，２００円

馬連： ３６，３３２，４００円 馬単： ２５，１１４，６００円 ワイド： １７，６４７，５００円

３連複： ５１，５７２，７００円 ３連単： ８３，０７９，８００円 計： ２６７，１９０，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １５０円 � ２，５３０円 � ２５０円 枠 連（３－８） ４，９８０円

馬 連 �� ２１，６８０円 馬 単 �� ３４，０１０円

ワ イ ド �� ５，６００円 �� ４８０円 �� １２，２２０円

３ 連 複 ��� ４５，８１０円 ３ 連 単 ��� ２８６，５１０円

票 数

単勝票数 計 １５８６７９ 的中 � ４５７８４（１番人気）
複勝票数 計 ２６１３７０ 的中 � ６６１９３（１番人気）� １８４４（１２番人気）� ２７０２０（５番人気）
枠連票数 計 １１４３８２ 的中 （３－８） １６９７（１４番人気）
馬連票数 計 ３６３３２４ 的中 �� １２３７（３４番人気）
馬単票数 計 ２５１１４６ 的中 �� ５４５（６４番人気）
ワイド票数 計 １７６４７５ 的中 �� ７３７（３７番人気）�� １００７４（５番人気）�� ３３５（６１番人気）
３連複票数 計 ５１５７２７ 的中 ��� ８３１（８９番人気）
３連単票数 計 ８３０７９８ 的中 ��� ２１４（５０２番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．７―１１．５―１２．２―１２．６―１３．０―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．２―３４．７―４６．９―５９．５―１：１２．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サトノシーザー �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Storm Cat デビュー ２０１２．２．１８ 京都３着

２００９．４．２４生 牡３青 母 ウィルダネスストーム 母母 Wilderness Song ３戦１勝 賞金 ７，２５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミッキーオスカー号は，平成２４年５月２５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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ルメルシエ号
（非抽選馬） １頭 シゲルカリン号
※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。

０９０１６ ３月２５日 晴
（ 芝 ）稍重
（ダート）重 （２４阪神２）第２日 第４競走 ��２，９７０�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時１０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

１１ サンレイデューク 牡４鹿 ５９ 難波 剛健永井 啓弍氏 高橋 義忠 新ひだか 岡野牧場 ４６４＋ ８３：２２．２ １５．５�

４４ ビービースカット 牡５青鹿６０ 北沢 伸也�坂東牧場 領家 政蔵 日高 森本牧場 ５２２＋ ４ 〃 クビ ５．４�
８１２ オープンセサミ 牡９鹿 ６０ 今村 康成松岡 隆雄氏 崎山 博樹 早来 ノーザンファーム ４７８－ ６３：２２．５１� ７．７�
６９ ファートゥム �８栗 ６０ 小野寺祐太田上 雅春氏 矢野 照正 静内 岡田スタツド ４４８－２０３：２３．１３� ２６．７�
５６ シ ー ラ イ フ 牝４芦 ５７ 小坂 忠士佐々木完二氏 田島 良保 日高 小屋畑 和久 ５１８± ０３：２３．２� １７．８�
７１１� モエレジンダイコ 牡７栗 ６０ 蓑島 靖典坂本 肇氏 大江原 哲 三石 中村 和夫 ４７８－ ８３：２４．６９ １１．６�
７１０� タビニデヨウ 牡４芦 ５９ 植野 貴也小田切有一氏 田中 章博 日高 大江牧場 ４４８＋１０３：２４．８１	 ２９．４	
４５ � マーチインパクト 牡７鹿 ６０ 黒岩 悠名古屋友豊
 作田 誠二 門別 白井牧場 ５００＋１０３：２５．６５ ６８．７�
５７ トレジャーハント 牡６栗 ６０ 西谷 誠 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム ５１２－ ８３：２６．７７ ４．９�
８１３ ミッキーミステリー 牡５黒鹿６０ 高田 潤野田みづき氏 角居 勝彦 新ひだか フジワラフアーム ５００± ０３：２８．０８ ２．６
３３ プリティスカイ 牝４鹿 ５７ 田村 太雅長谷川光司氏 日吉 正和 新ひだか 見上牧場 ４６４－ ２３：２９．７大差 ６８．８�
２２ メイショウヘミング 牝５黒鹿５８ 林 満明松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか 岡田牧場 ４４６＋１０３：３１．５大差 ４４．２�
６８ フジマサエンパイア 牡４栗 ５９ 平沢 健治藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 藤原牧場 ４６４－２２ （競走中止） ６５．０�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １２，７６６，７００円 複勝： １７，３０５，２００円 枠連： １２，２４７，４００円

馬連： ２９，１０６，９００円 馬単： ２２，２７２，３００円 ワイド： １３，９２２，６００円

３連複： ４４，６６６，４００円 ３連単： ７１，５０３，２００円 計： ２２３，７９０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５５０円 複 勝 � ２２０円 � １８０円 � ２００円 枠 連（１－４） ３，５５０円

馬 連 �� ３，１００円 馬 単 �� ６，２１０円

ワ イ ド �� ８００円 �� ８６０円 �� ６４０円

３ 連 複 ��� ５，３１０円 ３ 連 単 ��� ４５，９７０円

票 数

単勝票数 計 １２７６６７ 的中 � ６４９３（６番人気）
複勝票数 計 １７３０５２ 的中 � １９２７４（４番人気）� ２７８９４（２番人気）� ２３６９８（３番人気）
枠連票数 計 １２２４７４ 的中 （１－４） ２５５３（１１番人気）
馬連票数 計 ２９１０６９ 的中 �� ６９４２（１３番人気）
馬単票数 計 ２２２７２３ 的中 �� ２６４７（２５番人気）
ワイド票数 計 １３９２２６ 的中 �� ４２８５（９番人気）�� ３９６６（１１番人気）�� ５４８６（５番人気）
３連複票数 計 ４４６６６４ 的中 ��� ６２１１（１８番人気）
３連単票数 計 ７１５０３２ 的中 ��� １１４８（１５６番人気）

上り １マイル １：４７．９ ４F ５３．４－３F ４０．７
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンレイデューク �
�
父 デュランダル �

�
母父 Cozzene デビュー ２０１０．１２．２５ 阪神１０着

２００８．３．２４生 牡４鹿 母 サンレイククイン 母母 レイクワース 障害：２戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔競走中止〕 フジマサエンパイア号は，１周目７号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔その他〕 プリティスカイ号は，競走中に疾病〔鼻出血（２回目）〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 プリティスカイ号は，平成２４年５月２５日まで出走できない。
※モエレジンダイコ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



０９０１７ ３月２５日 晴 稍重 （２４阪神２）第２日 第５競走 ��
��２，４００�サラブレッド系３歳

発走１２時００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

２：２４．２
２：２２．１

良

良

５１０ カレンレッドロック 牡３青鹿５６ 秋山真一郎鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４９８± ０２：３３．８ ３４．８�

７１４ ブランクヴァース 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム ５００＋ ２２：３３．９� ２．２�
８１６ テイエムオペラドン 牡３鹿 ５６ 尾島 徹竹園 正繼氏 新川 恵 浦河 川越ファーム ４５６± ０２：３４．０� ４．７�

（笠松）

３５ サンライズクラウド 牡３鹿 ５６ 吉田 稔松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 ５３０－ ６２：３４．１クビ ９．５�
（愛知）

１２ マイネルイグアス 牡３青鹿５６ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮本 博 日高 日高大洋牧場 ４５６－１０ 〃 クビ ７．０�

４７ ケントリューズ 牡３栗 ５６
５３ ▲菱田 裕二大迫 基弘氏 岡田 稲男 平取（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５２－ ４２：３４．７３� ２０１．１	
８１８ ヒデノビクトリア 牝３芦 ５４

５１ ▲中井 裕二大石 秀夫氏 福島 信晴 浦河 グラストレーニ
ングセンター ４１２± ０ 〃 クビ ４１．２


６１１ シゲルプラム 牡３栗 ５６ 国分 恭介森中 蕃氏 鈴木 孝志 新冠 渕瀬フアーム ４４２－ ４２：３５．１２� ３３８．０�
７１３ マイネルサムアップ 牡３鹿 ５６ 川島 信二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 中村農場 ４０４－ ２２：３５．２クビ ８４．６�
８１７ ダノンルーチェ 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二�ダノックス 角居 勝彦 浦河 大北牧場 ４３４＋ ２２：３５．３� ５．３
１１ � スノーウエーブ 牡３芦 ５６ 幸 英明吉澤 克己氏 中竹 和也 米

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

５３２± ０ 〃 ハナ ９０．９�
４８ ブラックレイン 牡３黒鹿５６ 丸田 恭介木浪 巖氏 鮫島 一歩 新ひだか 西川富岡牧場 ５０２ ―２：３５．５１	 ６９．８�
２３ クレバーペガサス 牡３鹿 ５６ 鮫島 良太田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム ４６８－ ４２：３５．７１ ３１７．７�
３６ メイショウアサアケ 牡３黒鹿５６ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 新ひだか 三石川上牧場 B４７６－ ６２：３５．９１	 １０６．５�
７１５� リアライズニトロ 牡３鹿 ５６ 藤岡 康太工藤 圭司氏 森 秀行 英 Mrs A. K.

H. Ooi ４４８－ ２２：３６．０� １１１．２�
２４ フェールボー 牡３鹿 ５６ 野元 昭嘉 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 日高 槇本牧場 ４５４－１４２：３６．１� １００．６�
５９ ヒデノリード 牡３鹿 ５６ 高田 潤大石 秀夫氏 昆 貢 日高 合資会社カ

ネツ牧場 B５５６＋ ２２：３６．３１� １３６．７�
６１２ ワンダーブロタール 牝３栗 ５４ 荻野 琢真山本 信行氏 牧田 和弥 浦河 永田 克之 ４４２± ０２：３６．８３ ４４．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２０，１５４，１００円 複勝： ３０，５６６，３００円 枠連： １６，６３１，８００円

馬連： ４３，０４１，７００円 馬単： ３３，７０８，１００円 ワイド： ２１，７７７，４００円

３連複： ６１，９２３，９００円 ３連単： １０９，６１７，５００円 計： ３３７，４２０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，４８０円 複 勝 � ４７０円 � １２０円 � １５０円 枠 連（５－７） ２，４００円

馬 連 �� ３，４６０円 馬 単 �� ９，３４０円

ワ イ ド �� １，０８０円 �� １，７８０円 �� ３２０円

３ 連 複 ��� ４，５２０円 ３ 連 単 ��� ６１，２００円

票 数

単勝票数 計 ２０１５４１ 的中 � ４５７４（６番人気）
複勝票数 計 ３０５６６３ 的中 � １０３１７（６番人気）� ９５９６２（１番人気）� ５４００４（２番人気）
枠連票数 計 １６６３１８ 的中 （５－７） ５１２０（８番人気）
馬連票数 計 ４３０４１７ 的中 �� ９２００（１１番人気）
馬単票数 計 ３３７０８１ 的中 �� ２６６６（２５番人気）
ワイド票数 計 ２１７７７４ 的中 �� ４６７７（１１番人気）�� ２７６４（１４番人気）�� １９４３６（１番人気）
３連複票数 計 ６１９２３９ 的中 ��� １０１１４（１０番人気）
３連単票数 計１０９６１７５ 的中 ��� １３２２（１４０番人気）

ハロンタイム １３．５―１２．１―１３．９―１３．４―１２．８―１２．４―１２．９―１２．５―１２．３―１２．１―１２．１―１３．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１３．５―２５．６―３９．５―５２．９―１：０５．７―１：１８．１―１：３１．０―１：４３．５―１：５５．８―２：０７．９―２：２０．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．３―３F３８．０
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

カレンレッドロック �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 トウカイテイオー デビュー ２０１２．２．１２ 京都１１着

２００９．３．１０生 牡３青鹿 母 デライトポイント 母母 マッチポイント ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １２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。

０９０１８ ３月２５日 晴 稍重 （２４阪神２）第２日 第６競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１２時３０分 （芝・右）

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

中央レコード

１：０７．１
１：０６．５

良

良

５９ マコトナワラタナ 牝３鹿 ５４ 藤岡 康太尾田左知子氏 鮫島 一歩 安平 ノーザンファーム ４３６＋ ２１：１１．１ ８．０�

２３ ゴールデンムーン 牝３栗 ５４ 岩田 康誠�G１レーシング 須貝 尚介 厚真 大川牧場 ４５０－ ４１：１１．６３ ２．４�
３５ ボストンサクラ 牝３黒鹿５４ 幸 英明ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４４６＋ ４ 〃 クビ ４．８�
６１２ ビップヴィットリオ 牡３黒鹿５６ 川島 信二鈴木 邦英氏 清水 久詞 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４５６± ０１：１１．７クビ ４３．３�
４７ ツヨシノブルーム 牡３芦 ５６ 上村 洋行横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム ４６８＋ ２１：１１．８� ６．７�
２４ ドナメデューサ 牝３黒鹿５４ 鮫島 良太山田 貢一氏 崎山 博樹 日高 日西牧場 ４７０± ０ 〃 ハナ ５０．９�
１１ ナオミノユメ 牝３鹿 ５４ 荻野 琢真塩澤 正樹氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４１６－ ６１：１２．２２� １５．９	
４８ メイショウジビュス 牝３鹿 ５４

５１ ▲中井 裕二松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 ４４４－ ４ 〃 クビ ２４０．９

７１３ シンワクイーン 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二若尾 昭一氏 田村 康仁 新ひだか 本桐牧場 ４４８－ ６１：１２．３� ２２．９�
６１１� カ ツ ゲ キ 牡３芦 ５６ 尾島 徹野々垣正義氏 柴田 高志 新冠 浜口牧場 ４４８± ０１：１２．７２� ２６０．３�

（笠松） （笠松）

８１５ カルナヴァレ 牝３鹿 ５４ 長谷川浩大安原 浩司氏 本田 優 新ひだか 前田牧場 ４４４± ０１：１３．０１� ９．５
５１０ ニ ケ 牝３黒鹿５４ 柴田 大知畑佐 博氏 水野 貴広 浦河 富田牧場 ４６０－１０１：１３．１� ５７．３�
７１４ カシノラピス 牝３栗 ５４ 野元 昭嘉柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 ４２０－ ４１：１３．２� １１７．６�
１２ トミーバローズ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲菱田 裕二猪熊 広次氏 武田 博 新ひだか タイヘイ牧場 ４８２＋１０１：１３．３クビ ４８．２�
３６ � ドラゴングランド 牡３鹿 ５６ 吉田 稔大西 和子氏 今津 博之 新ひだか グランド牧場 B４８２＋ ４ 〃 アタマ ３０７．８�

（愛知） （愛知）

８１６ エクスクライム 牡３栗 ５６
５３ ▲森 一馬前原 敏行氏 牧 光二 日高 長谷川牧場 ４３６－１０１：１３．４� ２７．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，６８４，４００円 複勝： ３２，１４２，１００円 枠連： １３，６８９，８００円

馬連： ４８，１１７，２００円 馬単： ３１，２３１，９００円 ワイド： ２２，１１９，４００円

３連複： ６１，９６５，２００円 ３連単： １０３，８４２，１００円 計： ３３２，７９２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８００円 複 勝 � ２１０円 � １２０円 � １５０円 枠 連（２－５） ８８０円

馬 連 �� ８７０円 馬 単 �� ２，３８０円

ワ イ ド �� ３９０円 �� ５５０円 �� ２７０円

３ 連 複 ��� １，５３０円 ３ 連 単 ��� １０，７１０円

票 数

単勝票数 計 １９６８４４ 的中 � １９５００（４番人気）
複勝票数 計 ３２１４２１ 的中 � ３１６３２（５番人気）� ８９８０５（１番人気）� ５５８８１（２番人気）
枠連票数 計 １３６８９８ 的中 （２－５） １１５６０（３番人気）
馬連票数 計 ４８１１７２ 的中 �� ４０８４２（３番人気）
馬単票数 計 ３１２３１９ 的中 �� ９７０３（６番人気）
ワイド票数 計 ２２１１９４ 的中 �� １３９５０（３番人気）�� ９０７５（６番人気）�� ２３０３４（１番人気）
３連複票数 計 ６１９６５２ 的中 ��� ２９９１２（２番人気）
３連単票数 計１０３８４２１ 的中 ��� ７１５９（２２番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．７―１１．５―１１．８―１２．２―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．８―３４．３―４６．１―５８．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マコトナワラタナ �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１２．１．１５ 小倉４着

２００９．１．２７生 牝３鹿 母 マコトキンラン 母母 ブゼンキャンドル ４戦２勝 賞金 １２，９００，０００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 トーホウアマポーラ号・メイショウゲンブ号・ラブミークリーム号・ルリシュブール号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０９０１９ ３月２５日 晴 重 （２４阪神２）第２日 第７競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時００分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，２００，０００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

２３ トイボックス 牡５黒鹿５７ 国分 恭介名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 久井牧場 ４７２± ０１：１１．６ ２．８�

３５ スイートエスケープ 牝５栗 ５５ 岩田 康誠金子真人ホール
ディングス� 安田 隆行 安平 ノーザンファーム ４５２－ ８１：１２．０２� ４．４�

１１ ジャマイカジョー 牡４黒鹿５７ 幸 英明薪浦 英稔氏 梅田 康雄 新ひだか 秋田育成牧場 ４５８＋ ２１：１２．２１� ４．６�
８１５ キクノフレヴァン 牡６鹿 ５７ 秋山真一郎菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム ４７８± ０ 〃 ハナ １５．７�
４６ ガールズストーリー 牝４黒鹿５５ 藤岡 康太吉永 清美氏 藤岡 範士 新冠 中村農場 ４２４－ ２ 〃 クビ １１．９�
７１２ フェブムービング 牡５鹿 ５７ 小林 徹弥釘田 義広氏 川村 禎彦 新ひだか 森 政巳 B４８４± ０１：１２．３クビ ３１．１�
６１１� キングリホリホ 牡４栗 ５７ 上村 洋行平井 裕氏 田所 秀孝 新ひだか 上村 清志 ４６４－ ２１：１２．６２ １１７．５	
２２ プリサイストップ 牡５鹿 ５７ 丸田 恭介冨沢 敦子氏 崎山 博樹 浦河 鮫川フアーム ４９６＋１４１：１２．７� １０．６

３４ � ゴールドサムソン 牡５青鹿 ５７

５４ ▲菱田 裕二金井 順一氏 鈴木 孝志 浦河 バンブー牧場 ５０４－ ２１：１３．３３� １５９．３�
５８ シゲルカンリカン 牝４芦 ５５

５２ ▲森 一馬森中 蕃氏 小野 幸治 新ひだか 岡田牧場 ４６８－ ２ 〃 ハナ ３２３．７�
４７ トーブプリンス 牡５栗 ５７ 野元 昭嘉武井 久夫氏 武田 博 青森 石田 英機 ４８０－ ８１：１３．４クビ １４．０
８１４ リュウシンヒーロー 牡４鹿 ５７ 吉田 稔桑畑 �信氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ４５８＋ ４１：１３．６１� ２２．３�

（愛知）

７１３ アスターウィング 牡４鹿 ５７ 尾島 徹加藤 久枝氏 加藤 敬二 むかわ 新井牧場 ４５０＋ ４１：１４．１３ １３０．２�
（笠松）

５９ カシノピストン 牡５芦 ５７
５４ ▲花田 大昂柏木 務氏 鈴木 孝志 熊本 竹原 孝昭 ４７６＋ ４ 〃 クビ ２３９．３�

６１０ フミノアカデミー 牡５栗 ５７ 長谷川浩大谷 二氏 西浦 勝一 浦河 谷口牧場 ４７８＋ ６１：１４．２� ２８．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １９，０９５，９００円 複勝： ３２，０９９，２００円 枠連： １４，７６６，６００円

馬連： ５１，９４１，３００円 馬単： ３３，００１，９００円 ワイド： ２３，３７６，４００円

３連複： ７１，６０４，７００円 ３連単： １２１，９２０，３００円 計： ３６７，８０６，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １３０円 � １６０円 � １４０円 枠 連（２－３） ５９０円

馬 連 �� ７４０円 馬 単 �� １，３１０円

ワ イ ド �� ３００円 �� ２７０円 �� ４１０円

３ 連 複 ��� ９２０円 ３ 連 単 ��� ４，１２０円

票 数

単勝票数 計 １９０９５９ 的中 � ５４１３８（１番人気）
複勝票数 計 ３２０９９２ 的中 � ７３９８５（１番人気）� ４７８２４（３番人気）� ６１９０７（２番人気）
枠連票数 計 １４７６６６ 的中 （２－３） １８４９０（２番人気）
馬連票数 計 ５１９４１３ 的中 �� ５１８７１（２番人気）
馬単票数 計 ３３００１９ 的中 �� １８６１２（２番人気）
ワイド票数 計 ２３３７６４ 的中 �� ２００７１（２番人気）�� ２３２４６（１番人気）�� １３１４７（３番人気）
３連複票数 計 ７１６０４７ 的中 ��� ５７５３９（１番人気）
３連単票数 計１２１９２０３ 的中 ��� ２１８５０（２番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１１．７―１２．０―１２．０―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．２―３４．９―４６．９―５８．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トイボックス �
�
父 ストラヴィンスキー �

�
母父 Caerleon デビュー ２００９．１０．１０ 京都１着

２００７．２．１７生 牡５黒鹿 母 エクスペダイト 母母 Expediency １９戦２勝 賞金 ３５，０００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １３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。

０９０２０ ３月２５日 晴 重 （２４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３０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 キクノキセキ 牡５栗 ５７ 幸 英明菊池 五郎氏 吉田 直弘 日高 高橋牧場 ５０２＋ ６１：５３．６ ２．３�

７１０ トランソニック 牡６栗 ５７ 岩田 康誠太田 美實氏 庄野 靖志 門別 天羽牧場 ４７２± ０ 〃 アタマ １２．０�
６７ � テーオーダンシング �５鹿 ５７ 小林慎一郎小笹 公也氏 梅田 智之 平取 清水牧場 ５２４± ０１：５４．２３	 ６．１�
１１ 
 エーシンテュポーン 牡５鹿 ５７ 尾島 徹�栄進堂 松永 昌博 米 Winches-

ter Farm ４８０＋ ２１：５４．５２ １４．８�
（笠松）

６８ � サンライズアポロン 牡４栗 ５７ 吉田 稔松岡 隆雄氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ４８６－ ２１：５４．６クビ ２８．０�
（愛知）

５６ 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 ５１４＋ ２ 〃 クビ ９．７�
３３ チャームドライフ 牡５黒鹿５７ 野元 昭嘉 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 日高 槇本牧場 ４８０＋ ４ 〃 ハナ ９４．２	
４４ サダムトウコン 牡５黒鹿５７ 田中 健大西 定氏 川村 禎彦 浦河 桑田フアーム ４６６－ ４１：５４．９１� ４４．０

２２ ゼ ロ セ ン �４鹿 ５７ 秋山真一郎長谷川光司氏 日吉 正和 浦河 ヒダカフアーム ４６８＋２２１：５５．０クビ ７１．６�
８１１� サンマルヴィエント 牡４栗 ５７ 藤田 伸二相馬 勇氏 佐藤 吉勝 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４７６－ ４１：５５．１	 ３．４�
７９ ナンヨースラッガー 牡５芦 ５７

５４ ▲菱田 裕二中村 �也氏 山内 研二 浦河 宮内牧場 ５１２＋ ４１：５５．２� ７４．７
８１２� メイショウテッサイ 牡４鹿 ５７ 藤岡 康太松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 富田牧場 ４６８± ０１：５５．９４ ６３．０�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２１，７４６，１００円 複勝： ３０，６５１，７００円 枠連： １３，７０５，６００円

馬連： ５０，０５６，８００円 馬単： ３４，７９５，１００円 ワイド： ２２，９６０，０００円

３連複： ６３，７４５，３００円 ３連単： １３１，２７１，７００円 計： ３６８，９３２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １３０円 � ２３０円 � １８０円 枠 連（５－７） ８３０円

馬 連 �� １，１６０円 馬 単 �� １，９２０円

ワ イ ド �� ５００円 �� ３２０円 �� １，２６０円

３ 連 複 ��� ２，３５０円 ３ 連 単 ��� １１，２１０円

票 数

単勝票数 計 ２１７４６１ 的中 � ７５６６１（１番人気）
複勝票数 計 ３０６５１７ 的中 � ８７１１０（１番人気）� ２８０１６（５番人気）� ４１９１６（３番人気）
枠連票数 計 １３７０５６ 的中 （５－７） １２２４９（４番人気）
馬連票数 計 ５００５６８ 的中 �� ３１９８５（５番人気）
馬単票数 計 ３４７９５１ 的中 �� １３３８７（５番人気）
ワイド票数 計 ２２９６００ 的中 �� １１４５７（５番人気）�� １９８７５（２番人気）�� ４０４２（１３番人気）
３連複票数 計 ６３７４５３ 的中 ��� ２００８７（７番人気）
３連単票数 計１３１２７１７ 的中 ��� ８６４５（２９番人気）

ハロンタイム １３．２―１１．８―１４．４―１２．８―１２．０―１２．４―１２．５―１２．０―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．２―２５．０―３９．４―５２．２―１：０４．２―１：１６．６―１：２９．１―１：４１．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．４―３F３７．０
１
３
５－（４，６）（３，７）（２，１０）９（１，１２）８，１１
５（１０，１２）（６，７，１）９，４，３（２，１１）－８

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

勝馬の
紹 介

キクノキセキ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２０１０．１．１７ 京都１３着

２００７．５．７生 牡５栗 母 オラクルライト 母母 カミカゼリツク ９戦２勝 賞金 ２０，７００，０００円
〔制裁〕 テーオーダンシング号の騎手小林慎一郎は，最後の直線コースでの御法（鞭の不適切な使用）について戒告。
※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。
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０９０２１ ３月２５日 晴 稍重 （２４阪神２）第２日 第９競走 ��１，８００�四 国 新 聞 杯
発走１４時０５分 （芝・右・外）

牝，４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５５�
四国新聞社賞（１着）

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 ３８５，０００円 １１０，０００円 ５５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

６１１ コウエイオトメ 牝４鹿 ５５ 丸田 恭介西岡 静男氏 松元 茂樹 新冠 石郷岡 雅樹 ４８０＋ ８１：５０．４ ８．１�

８１５ アマファソン 牝５黒鹿５５ 岩田 康誠吉田 勝己氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４７８＋ ４１：５０．５� ３．５�
２３ マ イ ネ マ オ 牝４鹿 ５５ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 須崎牧場 ５００＋ ６ 〃 クビ １０．９�
３４ ルナフライト 牝６黒鹿５５ 小林 徹弥小林 一成氏 南井 克巳 浦河 昭和牧場 ４７４－ ６１：５０．６クビ ９３．１�
２２ クリスマスキャロル 牝５栗 ５５ 秋山真一郎 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム ４５２＋２６ 〃 アタマ ４９．８�
７１２ マコトサンパギータ 牝４栗 ５５ 安藤 勝己眞壁 宏寧氏 松田 国英 浦河 大成牧場 ４５８＋ ２１：５０．７クビ ８．２	
７１３ サンレガーロ 牝４鹿 ５５ 鮫島 良太青山 洋一氏 藤岡 健一 安平 追分ファーム ４１８－ ２１：５０．８� １３．３

４６ ラ ブ フ ー ル 牝５黒鹿５５ 藤岡 康太小林竜太郎氏 梅田 智之 池田 新田牧場 ４７８± ０１：５０．９� ４．５�
１１ ハッピーグラス 牝４鹿 ５５ 上村 洋行下河�行雄氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 ４５４＋ ４１：５１．１１� ２７．９
５９ プリティカポレイ 牝５鹿 ５５ 小坂 忠士横瀬 寛子氏 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 ４６４－ ２１：５１．２� ３１．０�
８１４ アドマイヤテンバ 牝５芦 ５５ 幸 英明近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ４６６－ ４１：５１．６２� ５．０�
４７ ウィズインライアン 牝６鹿 ５５ 尾島 徹内藤 耕造氏 福島 信晴 浦河 谷川牧場 B４４８± ０１：５１．７� １６５．８�

（笠松）

５８ ビューティバラード 牝４栗 ５５ 国分 恭介林 進氏 岩元 市三 新冠 協和牧場 ４１８－ ６１：５１．９１� ２２９．１�
６１０ セレブリティ 牝４鹿 ５５ 吉田 稔 H.H．シェイク・モハメド 角居 勝彦 新ひだか カントリー牧場 ４７８＋１０１：５２．１１� ３８．９�

（愛知）

３５ アイアムノココロ 牝５青鹿５５ 長谷川浩大堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４４０＋ ２１：５２．２� １７４．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２９，５９０，７００円 複勝： ５５，９８０，５００円 枠連： ２４，７６７，５００円

馬連： ９３，２０１，７００円 馬単： ５３，７４０，２００円 ワイド： ３５，５７３，１００円

３連複： １１３，７２３，５００円 ３連単： ２０２，２２４，１００円 計： ６０８，８０１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８１０円 複 勝 � ２２０円 � １６０円 � ２７０円 枠 連（６－８） ９００円

馬 連 �� １，８１０円 馬 単 �� ４，２３０円

ワ イ ド �� ６３０円 �� １，１００円 �� ７７０円

３ 連 複 ��� ６，３００円 ３ 連 単 ��� ３５，９５０円

票 数

単勝票数 計 ２９５９０７ 的中 � ２９０９３（４番人気）
複勝票数 計 ５５９８０５ 的中 � ６６１９１（５番人気）� １１５７８２（１番人気）� ４７０３１（６番人気）
枠連票数 計 ２４７６７５ 的中 （６－８） ２０４９８（３番人気）
馬連票数 計 ９３２０１７ 的中 �� ３８１９３（７番人気）
馬単票数 計 ５３７４０２ 的中 �� ９３７８（１８番人気）
ワイド票数 計 ３５５７３１ 的中 �� １４３３２（７番人気）�� ７７８７（１８番人気）�� １１４３５（９番人気）
３連複票数 計１１３７２３５ 的中 ��� １３３３９（２５番人気）
３連単票数 計２０２２２４１ 的中 ��� ４１５２（１４６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．６―３６．３―４８．８―１：０１．４―１：１４．４―１：２６．４―１：３７．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．０―３F３６．０
３ ７－１０，１４，４，５（２，１５）（３，８，１２）（９，１３）６（１１，１） ４ ７（１０，１４）（４，５，１５，１２）（２，６，１３）８（３，１）（９，１１）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

コウエイオトメ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Kingmambo デビュー ２０１０．１０．２３ 京都６着

２００８．２．２７生 牝４鹿 母 ホットマンボ 母母 A. O. L. Hayes １５戦３勝 賞金 ３７，２０９，０００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。

０９０２２ ３月２５日 晴 稍重 （２４阪神２）第２日 第１０競走 ��
��１，４００�

しんさいばし

心斎橋ステークス
発走１４時４０分 （芝・右）

４歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００円
付 加 賞 ３７１，０００円 １０６，０００円 ５３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．９
１：１９．０

良

良

３６ レオプライム 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠�レオ 友道 康夫 浦河 酒井牧場 ４７２＋ ２１：２３．１ ８．９�

４７ ティアップゴールド 牡６鹿 ５７ 幸 英明田中 昇氏 西浦 勝一 様似 富田 恭司 ４８４－ ４１：２３．２� ３．８�
１１ ブラーニーストーン 牡５芦 ５７ 藤岡 康太吉田 和子氏 宮 徹 新ひだか 片山牧場 ４７２－１０１：２３．４１� ２１．９�
５９ タイキパーシヴァル 牡４栗 ５７ 鮫島 良太�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 ５０６＋ ６１：２３．５� ３５．２�
８１５ トゥリオンファーレ 牡６黒鹿５７ 芹沢 純一 �キャロットファーム 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４９６－１２１：２３．６クビ ３４．０�
７１３ タガノラヴキセキ 牝４黒鹿５５ 藤田 伸二八木 良司氏 河内 洋 新冠 八木牧場 ４５６＋ ２１：２３．７� ９４．２	
１２ ワ イ ズ リ ー 	４栗 ５７ 小林 徹弥前田 幸治氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ４５４－ ２ 〃 クビ ２．５

７１４ マイネルカリバーン 牡５黒鹿５７ 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 新冠 平山牧場 ５３０＋ ８ 〃 ハナ ２２．９�
２４ バンガロール 牡６栗 ５７ 吉田 稔吉田 和美氏 佐々木晶三 日高 シンボリ牧場 ５１２＋１０ 〃 ハナ ２８．２�

（愛知）

６１２ サウンドバリアー 牝５芦 ５５ 丸田 恭介増田 雄一氏 安達 昭夫 浦河 笹地牧場 ４９０＋ ４１：２３．８クビ １０．９
３５ タツミリュウ 牡４栗 ５７ 秋山真一郎�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 ４８６＋ ４ 〃 アタマ １３．９�
６１１ ニジブルーム 牡４芦 ５７ 上村 洋行横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム ４８４－ ４１：２４．０１
 ８０．０�
４８ マイネルエデン 牡６鹿 ５７ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 阿部 新生 新冠 飛渡牧場 ５１４－ ８１：２４．２１ １４．５�
５１０ トーホウシンバル 牝５青鹿５５ 田中 健東豊物産� 川村 禎彦 日高 竹島 幸治 ４４４－ ２１：２４．３� ４０．７�
２３ ダブルウェッジ 牡６鹿 ５７ 川島 信二深見 富朗氏 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 ５３６＋ ８１：２４．４クビ １９７．２�
８１６ アグネスヨジゲン 牡９鹿 ５７ 尾島 徹渡辺 孝男氏 村山 明 浦河 高昭牧場 ５００－ ２１：２４．５� ７４．６�

（笠松）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４０，２０９，２００円 複勝： ６８，１８４，３００円 枠連： ３２，９４３，７００円

馬連： １２８，５１７，５００円 馬単： ７３，２７１，９００円 ワイド： ５１，３１３，６００円

３連複： １６８，３９５，６００円 ３連単： ３００，９８６，４００円 計： ８６３，８２２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８９０円 複 勝 � ２６０円 � １８０円 � ６６０円 枠 連（３－４） ８００円

馬 連 �� １，７３０円 馬 単 �� ３，９４０円

ワ イ ド �� ５８０円 �� ２，８２０円 �� １，６３０円

３ 連 複 ��� １０，０２０円 ３ 連 単 ��� ５０，２８０円

票 数

単勝票数 計 ４０２０９２ 的中 � ３５８３７（３番人気）
複勝票数 計 ６８１８４３ 的中 � ６８０９２（３番人気）� １２７０８６（２番人気）� ２１４６２（８番人気）
枠連票数 計 ３２９４３７ 的中 （３－４） ３０５５７（３番人気）
馬連票数 計１２８５１７５ 的中 �� ５４９６５（５番人気）
馬単票数 計 ７３２７１９ 的中 �� １３７４２（１２番人気）
ワイド票数 計 ５１３１３６ 的中 �� ２３５９８（４番人気）�� ４２９３（３１番人気）�� ７５６８（１７番人気）
３連複票数 計１６８３９５６ 的中 ��� １２４１２（３０番人気）
３連単票数 計３００９８６４ 的中 ��� ４４１８（１３５番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．９―１１．５―１１．６―１１．６―１２．４―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２３．０―３４．５―４６．１―５７．７―１：１０．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．６―３F３７．０
３ ９，１４－１０（３，１６）（５，７，１５）（１２，８）（６，１１）（１，１３）２－４ ４ ・（９，１４）（１０，１６，１５）（３，５，７）（１２，８）（６，１３，１１）（１，２）－４

勝馬の
紹 介

レオプライム �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．８．１ 札幌４着

２００７．３．２９生 牡５鹿 母 トゥハーモニー 母母 エアレジェーロ １９戦５勝 賞金 ６５，７４０，０００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。



０９０２３ ３月２５日 晴 稍重 （２４阪神２）第２日 第１１競走 ��
��１，６００�

ろっこう

六甲ステークス
発走１５時２０分 （芝・右・外）
４歳以上；負担重量は，５５�，牝馬２�減，収得賞金１，０００万円超過馬は超過額１，１００
万円毎１�増

賞 品
本 賞 ２１，０００，０００円 ８，４００，０００円 ５，３００，０００円 ３，２００，０００円 ２，１００，０００円
付 加 賞 ２７３，０００円 ７８，０００円 ３９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．４

良

良

７１０ マイネルクラリティ 牡６栗 ５６ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム ４９４－１０１：３６．２ １８．３�

６８ ゴールスキー 牡５黒鹿５６ 吉田 稔 �社台レースホース池江 泰寿 安平 追分ファーム ４８４± ０１：３６．３� ５．９�
（愛知）

１１ ガ ン ダ ー ラ 牡６栗 ５７ 幸 英明林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４６８－ ８ 〃 アタマ ２１．７�
５６ トウショウフリーク 牡５鹿 ５６ 岩田 康誠トウショウ産業� 今野 貞一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４６８－１０１：３６．５１ ２．２�
５５ � フライングアップル 	８鹿 ５６ 田面木博公山本 英俊氏 藤沢 和雄 米 McKee Sta-

bles, Inc. ５０４－ ８１：３６．８２ ３６．９�
２２ ヒットジャポット 牡５黒鹿５６ 藤岡 康太西森 鶴氏 領家 政蔵 浦河 カナイシスタッド ４９０－ ８１：３７．０１� ４．６	
４４ ダイシングロウ 牡８黒鹿５６ 鮫島 良太大八木信行氏 松田 博資 門別 滝本 健二 ５１０＋ ２１：３７．２１
 ８１．９

３３ キングストリート 牡６鹿 ５７ 川島 信二河� 五市氏 西園 正都 新ひだか タイヘイ牧場 ４８８＋ ２１：３７．３� ３０．２�
８１１� オ ー セ ロ ワ 	６栗 ５６ 藤田 伸二吉田 和美氏 安田 隆行 米 Mike G.

Rutherford ５０２－ ６１：３７．８３ １５．１�
６７ ラインブラッド 牡６栗 ５６ 安藤 勝己大澤 繁昌氏 領家 政蔵 静内 シンボリ牧場 ５０２＋ ２１：３７．９� ８．７
７９ ファイアーフロート 牡６鹿 ５７ 国分 恭介臼田 浩義氏 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム ４８２＋１２１：３８．３２� １０１．６�
８１２ ス ピ リ タ ス 	７栗 ５６ 秋山真一郎 �キャロットファーム 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム ４４８－ ６１：４１．３大差 １９．０�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ４８，３０１，７００円 複勝： ６８，６０４，５００円 枠連： ４２，８９５，３００円

馬連： １８８，４４８，８００円 馬単： １１４，２７６，３００円 ワイド： ６０，６０３，３００円

３連複： ２２９，６０２，５００円 ３連単： ５０１，８４１，６００円 計： １，２５４，５７４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，８３０円 複 勝 � ４９０円 � ２４０円 � ５６０円 枠 連（６－７） ２，３３０円

馬 連 �� ４，６７０円 馬 単 �� １３，２００円

ワ イ ド �� １，４２０円 �� ２，８２０円 �� １，７６０円

３ 連 複 ��� ２６，１２０円 ３ 連 単 ��� １８８，１００円

票 数

単勝票数 計 ４８３０１７ 的中 � ２０８４９（６番人気）
複勝票数 計 ６８６０４５ 的中 � ３４９９４（５番人気）� ８８３０８（３番人気）� ２９３５３（８番人気）
枠連票数 計 ４２８９５３ 的中 （６－７） １３６１９（８番人気）
馬連票数 計１８８４４８８ 的中 �� ２９８３１（１７番人気）
馬単票数 計１１４２７６３ 的中 �� ６３９２（４３番人気）
ワイド票数 計 ６０６０３３ 的中 �� １０６５５（１６番人気）�� ５２２９（３１番人気）�� ８５１４（２４番人気）
３連複票数 計２２９６０２５ 的中 ��� ６４８９（７５番人気）
３連単票数 計５０１８４１６ 的中 ��� １９６９（４４７番人気）

ハロンタイム １２．８―１０．９―１２．１―１２．２―１２．２―１１．５―１１．３―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２３．７―３５．８―４８．０―１：００．２―１：１１．７―１：２３．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．２―３F３６．０
３ １１（６，１０）１２（１，９）（２，８）（３，７）（４，５） ４ ・（１１，１０）（９，８）（６，１２，２，３，７）（１，５）４

勝馬の
紹 介

マイネルクラリティ �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 タマモクロス デビュー ２００８．１１．８ 京都４着

２００６．５．５生 牡６栗 母 マイネアクティース 母母 ヒカルダンサー ２５戦６勝 賞金 １１４，３１８，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スピリタス号は，平成２４年４月２５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。

０９０２４ ３月２５日 晴 重 （２４阪神２）第２日 第１２競走 ��
��１，４００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時００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

１２ � モエレジュンキン 牡５鹿 ５７ 川島 信二鈴木 照雄氏 武市 康男 浦河 藤坂 秋雄 ４５８－ ６１：２３．８ ２．７�

２４ エーシンポルックス 牡５芦 ５７ 丸田 恭介�栄進堂 西園 正都 浦河 栄進牧場 B５０８－１０１：２３．９� ９．６�
２３ バンドゥロンシャン 牡６栗 ５７

５４ ▲菱田 裕二 �社台レースホース角田 晃一 千歳 社台ファーム ４６６－ ４１：２４．１１� ８８．２�
８１６ メイショウカルロ 牡４鹿 ５７

５４ ▲森 一馬松本 好�氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 ４５０± ０１：２４．６３ ２５．１�
７１４ タイキルネサンス 牡７鹿 ５７ 秋山真一郎�大樹ファーム 高木 登 早来 ノーザンファーム ５３０－ ８１：２４．７	 ４１．９	
４８ ツルマルスピリット 牡５青鹿５７ 藤田 伸二鶴田 鈴子氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４９４＋ ６ 〃 アタマ ３．８

６１２ ヘリオスシチー 牡６鹿 ５７ 岩田 康誠 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 三石 幌村牧場 ４５８－ ４１：２４．８クビ ６．３�
５１０ トウカイセレブ 牝６鹿 ５５ 尾島 徹内村 正則氏 松元 茂樹 新冠 長浜牧場 ４４２＋ ２１：２５．０１
 ４７．０�

（笠松）

３５ タガノエベンヌ 牝４黒鹿 ５５
５２ ▲中井 裕二八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４８２－ ８１：２５．１クビ ４３．３
３６ アルーリングムーン 牡６鹿 ５７ 幸 英明 �サンデーレーシング 野村 彰彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５２± ０１：２５．２	 ４３．４�
８１５ ブレイクチャンス 牡５鹿 ５７ 国分 恭介齊藤四方司氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム B４９６－ ６１：２５．３	 ２３．０�
７１３ アウゲンイカロス 牡４黒鹿５７ 鮫島 良太槙 清孝氏 大根田裕之 浦河 村下 清志 ４９０－ ４１：２５．５１� ２９４．７�
４７ ピュアマリーン 牝６栗 ５５ 芹沢 純一小島 將之氏 鹿戸 明 浦河 山本牧場 ４６０＋ ２１：２５．６クビ １０９．２�
５９ ナリタシルエット 牝５黒鹿５５ 上村 洋行�オースミ 沖 芳夫 日高 広富牧場 ４７２－１０ 〃 クビ １４．９�
６１１ ピルケンハンマー 牡４鹿 ５７ 藤岡 康太尾田左知子氏 梅田 智之 浦河 大成牧場 ５０８－ ８１：２５．７� １１．２�
１１ マーブルデイビー 牡６栗 ５７ 吉田 稔下村 直氏 清水 久詞 三石 三石川上牧場 ４９４＋ ４ 〃 ハナ １０４．９�

（愛知）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４３，９６９，９００円 複勝： ７２，０７４，１００円 枠連： ３５，９１８，９００円

馬連： １３７，９８９，７００円 馬単： ７９，８５０，５００円 ワイド： ５５，８６０，２００円

３連複： １８０，８３４，８００円 ３連単： ３５０，１６７，３００円 計： ９５６，６６５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １５０円 � ２８０円 � １，６３０円 枠 連（１－２） １，２４０円

馬 連 �� １，３６０円 馬 単 �� ２，２４０円

ワ イ ド �� ６２０円 �� ４，４２０円 �� ８，５３０円

３ 連 複 ��� ２８，６８０円 ３ 連 単 ��� １１７，７９０円

票 数

単勝票数 計 ４３９６９９ 的中 � １３０１９９（１番人気）
複勝票数 計 ７２０７４１ 的中 � １８０２６６（１番人気）� ６３５３３（４番人気）� ８２２８（１３番人気）
枠連票数 計 ３５９１８９ 的中 （１－２） ２１４４７（４番人気）
馬連票数 計１３７９８９７ 的中 �� ７５１４２（４番人気）
馬単票数 計 ７９８５０５ 的中 �� ２６４２０（４番人気）
ワイド票数 計 ５５８６０２ 的中 �� ２４０５７（４番人気）�� ３００６（４０番人気）�� １５４３（６５番人気）
３連複票数 計１８０８３４８ 的中 ��� ４６５４（８３番人気）
３連単票数 計３５０１６７３ 的中 ��� ２１９４（３２４番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．７―１１．４―１２．１―１２．４―１１．９―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．０―３４．４―４６．５―５８．９―１：１０．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�モエレジュンキン �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 ヒシアリダー

２００７．４．２５生 牡５鹿 母 シャンハイファスト 母母 アステリファスト ２７戦３勝 賞金 ６４，６５５，０００円
地方デビュー ２００９．５．２８ 門別

〔発走時刻の変更〕 １６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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ケンエンブレム号
※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。

３レース目



（２４阪神２）第２日 ３月２５日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
重

競走回数 １２回 出走頭数 １８０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

２０９，９１０，０００円
５，３６０，０００円
１，４７０，０００円
１９，０００，０００円
６２，０３５，０００円
５，３０６，６００円
１，７２８，０００円

勝馬投票券売得金
３００，３３０，９００円
５２８，３７６，９００円
２４１，０７７，７００円
８６９，２０１，５００円
５５９，００８，２００円
３５７，４４３，０００円
１，１５２，７５８，５００円
２，１８９，０５４，２００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 ６，１９７，２５０，９００円

総入場人員 １７，４２４名 （有料入場人員 １６，４９３名）


