
０６０６６ ３月１４日 晴 良 （２２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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

７１３� ケイアイブリザード 牡３芦 ５６ 武 豊 �啓愛義肢材料販売所 白井 寿昭 米 Gainesway Thor-
oughbreds Ltd. ４８０＋１０１：２６．２ ２８．０�

５１０� バルデッツァ 牡３黒鹿５６ 小牧 太前田 幸治氏 中竹 和也 米 Bill
McDowell ４８８－ ４１：２６．６２� １８．４�

１２ ブラックイレブン 牡３黒鹿５６ 浜口 楠彦吉野加壽代氏 松元 茂樹 日高 豊郷牧場 ４３２± ０１：２６．８１� ２１．７�
（笠松）

３５ エターナルロブロイ 牡３鹿 ５６ 四位 洋文大迫 基弘氏 浅見 秀一 安平 追分ファーム ４９０－１０１：２７．０１� ３．７�
６１１ タガノディーバ 牝３栗 ５４ 川田 将雅八木 良司氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９２－ ４ 〃 クビ ５．５�
１１ � クレイジードライブ 牡３栗 ５６ 幸 英明吉田 哲哉氏 牧浦 充徳 米 John

McKibben ４９６－１０１：２７．１	 １８．７�
８１５ クリスマスキャロル 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介 	社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム ４２６－１４１：２７．２クビ ２３．４

４８ ル ロ ワ 牡３青鹿５６ 鮫島 良太栗山 良子氏 友道 康夫 安平 追分ファーム ４７２－ ４１：２７．３	 ２４．７�
３６ � ヒラボクソング 牡３芦 ５６ 池添 謙一�平田牧場 角居 勝彦 米 Dr. Masa-

take Iida ５１２－ ４ 〃 ハナ ３．９�
８１６ オメガブルーグラス 牡３栗 ５６ 浜中 俊原 
子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４５６－１０１：２７．４クビ ２４．１
７１４ ビートブラック 牡３青 ５６ 横山 典弘前田 幸治氏 中村 均 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９８－ ２１：２７．６１� ４．９�
２４ ダテノスイミー 牡３栗 ５６ 藤田 伸二関 駿也氏 白井 寿昭 宮城 関兵牧場 ４３６＋ ２１：２７．７� ７０．８�
４７ ピサロナイト 牡３黒鹿５６ 渡辺 薫彦市川 義美氏 安達 昭夫 えりも 能登 浩 ４５６－１０１：２７．８� ４７３．３�
５９ コスモディエス 牡３栗 ５６ 和田 竜二 	ビッグレッドファーム 飯田 雄三 豊浦 飯原牧場 ４６２－ ４１：２８．３３ １５５．８�
２３ � ブリリアンストーム 牡３鹿 ５６ 川原 正一前田 幸治氏 曽和 直栄 新冠 平山牧場 ４３４－ ７１：２８．７２� ２８３．１�

（兵庫） （兵庫）

６１２� マサノチキータ 牝３芦 ５４ 田中 学中村 正子氏 小牧 毅 新ひだか 中村 和夫 ４４６－ ６ 〃 クビ ６２７．８�
（兵庫） （兵庫）

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，０３９，９００円 複勝： ３１，９３１，５００円 枠連： １７，６６０，３００円

普通馬連： ５１，４５２，１００円 馬単： ３４，１４０，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，７０６，１００円

３連複： ７０，５６１，２００円 ３連単： ９８，２７５，５００円 計： ３４４，７６７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，８００円 複 勝 � ９３０円 � ５５０円 � ５３０円 枠 連（５－７） ３，６８０円

普通馬連 �� １３，９００円 馬 単 �� ３６，８４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，３２０円 �� ５，４３０円 �� ３，０９０円

３ 連 複 ��� ９４，６９０円 ３ 連 単 ��� ７５５，５００円

票 数

単勝票数 計 １９０３９９ 的中 � ５３７４（１１番人気）
複勝票数 計 ３１９３１５ 的中 � ８６４５（１１番人気）� １５６８５（６番人気）� １６２４８（５番人気）
枠連票数 計 １７６６０３ 的中 （５－７） ３５５１（１３番人気）
普通馬連票数 計 ５１４５２１ 的中 �� ２７３２（３９番人気）
馬単票数 計 ３４１４０６ 的中 �� ６８４（９０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１７０６１ 的中 �� １２３７（４５番人気）�� ９８０（５０番人気）�� １７３９（３７番人気）
３連複票数 計 ７０５６１２ 的中 ��� ５５０（１８９番人気）
３連単票数 計 ９８２７５５ 的中 ��� ９６（１２２１番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１１．９―１２．６―１２．８―１２．２―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．２―３５．１―４７．７―１：００．５―１：１２．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ケイアイブリザード �
�
父 Tapit �

�
母父 Salt Lake デビュー ２００９．９．１２ 阪神２着

２００７．２．２０生 牡３芦 母 Investagain 母母 Myun ６戦２勝 賞金 １６，８００，０００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。


