
０９００５ ３月２９日 晴 良 （２０阪神２）第１日 第５競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１２時３０分 （芝・右・外）

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

１：４５．３
１：４４．１

良

良

６１１ コーニングストーン 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三後藤 繁樹氏 崎山 博樹 静内 有限会社 レキ
シントンファーム ４６６＋ ４１：４８．７ ３．０�

８１８ フロイラインローゼ 牝３鹿 ５４ 小牧 太 �サンデーレーシング 宮本 博 早来 ノーザンファーム ４３０＋ ６１：４８．９１� ７．７�
１２ ニシノレイチェル 牝３栗 ５４ 幸 英明西山 茂行氏 北出 成人 鵡川 西山牧場 ４７６ ―１：４９．１１� ４３．５�
２３ タガノアンクルベル 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎八木 良司氏 岡田 稲男 浦河 谷川牧場 ４２０ ― 〃 アタマ ９９．８�
４７ サムワントゥラブ 牝３鹿 ５４ 内田 博幸金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 門別 シンコーファーム ４３８－１０ 〃 ハナ ４．１�
３６ ナッシュビル 牝３黒鹿５４ 川島 信二吉橋 計氏 戸田 博文 門別 白瀬 明 ４７６－ ８１：４９．２クビ ６３．８	
１１ ホッコーティアラ 牝３青 ５４ 渡辺 薫彦矢部 幸一氏 浜田 光正 門別 浦新牧場 ４４２－ ４ 〃 ハナ ９．１

４８ ヴ ェ ン テ ィ 牝３栗 ５４ 角田 晃一 �ノースヒルズマネ

ジメント 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント B４８８＋ ８ 〃 クビ ６６．６�
３５ ディアプリマ 牝３鹿 ５４ 川田 将雅寺田千代乃氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント ４８４ ―１：４９．５２ ８６．０�
５９ メイショウデイジー 牝３鹿 ５４ 高橋 亮松本 好雄氏 高橋 隆 門別 日西牧場 ４２０＋ ２１：４９．６クビ １３４．４
２４ ガイラルディア 牝３鹿 ５４ 池添 謙一�谷川牧場 鶴留 明雄 浦河 谷川牧場 ４９６－ ８１：４９．９１� ３７．０�
７１５ ゴールデンプライズ 牝３黒鹿５４ 岩田 康誠 �社台レースホース中村 均 千歳 社台ファーム ４６６＋１２１：５０．０� ６．３�
７１３ クロスピレッテ 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎佐々木 徹氏 増本 豊 新冠 シンユウフアーム ４６２－ ６１：５０．１クビ １２．４�
５１０ フレッシュホーラー 牝３黒鹿５４ 飯田 祐史松坂 記吉氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４２４－１０１：５０．２� ４３５．５�
８１７ スマートドレス 牝３芦 ５４ 四位 洋文大川 徹氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４４４－ ２１：５０．９４ １６．９�
８１６ エイシンチーター 牝３黒鹿５４ 柴山 雄一平井 豊光氏 坂口 正則 様似 富田 恭司 ４０２－ ２１：５１．１１� １２０．６�
７１４ マルサンヒロイン 牝３鹿 ５４ 小原 義之松井三千年氏 小原伊佐美 様似 様似堀牧場 ４６６ ―１：５１．７３� ４２２．０�
６１２ クルトゥーア 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介�アカデミー 吉田 直弘 新冠 清水 克則 ４５０ ―１：５２．１２� ４８．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １５，５８３，５００円 複勝： ２４，２５９，４００円 枠連： １７，７１９，３００円

普通馬連： ５２，５６３，６００円 馬単： ４９，３８９，１００円 ワイド【拡大馬連】： １６，４７１，３００円

３連複： ７６，７８９，５００円 ３連単： 発売なし 計： ２５２，７７５，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １５０円 � ２９０円 � ７４０円 枠 連（６－８） ７７０円

普通馬連 �� １，４５０円 馬 単 �� ２，３００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６００円 �� １，７００円 �� ３，２３０円

３ 連 複 ��� １２，６６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １５５８３５ 的中 � ４１６２２（１番人気）
複勝票数 計 ２４２５９４ 的中 � ６１６４０（１番人気）� １９９４７（５番人気）� ６３５２（８番人気）
枠連票数 計 １７７１９３ 的中 （６－８） １７２０１（３番人気）
普通馬連票数 計 ５２５６３６ 的中 �� ２６９１３（３番人気）
馬単票数 計 ４９３８９１ 的中 �� １５８５９（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６４７１３ 的中 �� ７３１９（６番人気）�� ２３４０（１９番人気）�� １２０１（３４番人気）
３連複票数 計 ７６７８９５ 的中 ��� ４４７９（３８番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．９―１１．６―１２．６―１３．０―１２．４―１２．０―１１．３―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．５―３５．１―４７．７―１：００．７―１：１３．１―１：２５．１―１：３６．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．０―３F３５．６
３ ６，８－１３（４，１１，１５，１６）１（１０，２）（７，５，１７）－（３，１８）－（９，１２）１４ ４ ・（６，８）（１３，１５）（４，１１，１６）２（１，１０）（７，１７）５（３，１８）（９，１２，１４）

勝馬の
紹 介

コーニングストーン �
�
父 アグネスゴールド �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２００７．１１．１８ 京都７着

２００５．３．２４生 牝３鹿 母 リキパラダイス 母母 ヒ コ ８戦１勝 賞金 １０，０５０，０００円
※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） ３頭 テイエムマイサクラ号・ブレイジングスター号・ワイルドエキサイト号
（非抽選馬） ２頭 カネトシフローラル号・ラガーサージュ号


