
０６０９２ ３月２３日 曇 良 （２０阪神１）第８日 第８競走 ��１，４００�サラブレッド系４歳以上
発走１４時００分 （ダート・右）

１０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．９

重

重

８１５ ヘラクレスバイオ 牡５鹿 ５７
５４ ▲船曳 文士バイオ� 鶴留 明雄 早来 ノーザンファーム ５４０－ ２１：２４．４ ９．３�

８１６ ゼンノグッドウッド 牡５鹿 ５７ 武 幸四郎大迫久美子氏 武 邦彦 千歳 社台ファーム ５２８＋ ２１：２４．６１� ２２．３�
４８ プライベートプラン 牡５鹿 ５７ 川田 将雅 �ノースヒルズマネ

ジメント 小島 太 浦河 富田牧場 ５３２－１２１：２４．７� ５．５�
４７ リングジアラーム 牝４芦 ５５ 角田 晃一 �社台レースホース松山 康久 追分 追分ファーム ５２８－ ２１：２５．０１� ９．３�
３５ トウカイフラッグ 牡６青鹿５７ 四位 洋文内村 正則氏 野中 賢二 新冠 長浜牧場 ４７０＋ ４１：２５．２１� ２９．３�
５９ コパノカチドキ 牡５鹿 ５７ 武 豊小林 祥晃氏 小島 太 門別 ヤナガワ牧場 ４９０－１４ 〃 ハナ ８．０	
１１ ブ レ イ バ ー 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠古賀 和夫氏 和田 正道 様似 様似渡辺牧場 ４６４－ ６ 〃 アタマ ２．９

７１４ マイネルガリレイ 牡４栗 ５７ 佐藤 哲三 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐々木晶三 浦河 ガーベラパー
クスタツド ４５２－ ８１：２５．４１ ６０．３�

５１０ シルクパスワード 牡６栗 ５７ 小林 徹弥有限会社シルク目野 哲也 静内 カタオカフアーム ４７４＋１０ 〃 クビ ９３．４�
３６ ネバーエンディング 牝６鹿 ５５

５２ ▲田中 克典 �サンデーレーシング 野村 彰彦 白老 白老ファーム ４３０－ ８１：２５．７１� ４２．９
６１１ マンノレーシング 牡５鹿 ５７ 金折 知則萬野 順啓氏 松元 茂樹 新冠 若林牧場 ４６８＋ ８ 〃 ハナ ２９．６�
６１２ ツルマルフェロー 牡６鹿 ５７ 上村 洋行鶴田 任男氏 橋口弘次郎 門別 浜本牧場 ４３４＋ ２１：２５．８� ８．４�
２４ ランヘランバ 牡５黒鹿５７ 田島 裕和田中 充氏 藤沢 則雄 浦河 太陽牧場 ４５４＋ ８ 〃 アタマ １１．５�
７１３ ソブリンブライト 牡６鹿 ５７ 熊沢 重文�藤沢牧場 �田 研二 静内 藤沢牧場 ４８８＋ ４１：２６．０１� ２９５．７�
１２ マルブツランナー 牡５栗 ５７ 吉田 稔大澤 毅氏 加用 正 浦河 松田 憲一 ４８０＋１２１：２６．２１� １４１．７�

（愛知）

２３ グランプリペガサス 牡６鹿 ５７ 鮫島 克也�グランプリ 加藤 征弘 早来 ノーザンファーム B４７６－ ４１：２６．４１� ９９．９�
（佐賀）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，８７３，３００円 複勝： ３２，９７１，０００円 枠連： ２７，９８５，８００円

普通馬連： ９６，４１１，４００円 馬単： ８４，５６８，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，７０２，２００円

３連複： １４４，９９４，７００円 ３連単： 発売なし 計： ４３６，５０７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９３０円 複 勝 � ２７０円 � ５３０円 � ２００円 枠 連（８－８） ６，０５０円

普通馬連 �� ６，４５０円 馬 単 �� １０，６００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，９２０円 �� １，０６０円 �� ２，０５０円

３ 連 複 ��� １５，１４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１８７３３ 的中 � １８６９５（６番人気）
複勝票数 計 ３２９７１０ 的中 � ３３２１３（５番人気）� １３７０５（８番人気）� ５２３６３（２番人気）
枠連票数 計 ２７９８５８ 的中 （８－８） ３４１６（２３番人気）
普通馬連票数 計 ９６４１１４ 的中 �� １１０４６（２５番人気）
馬単票数 計 ８４５６８９ 的中 �� ５８９３（４５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７７０２２ 的中 �� ３５１８（２４番人気）�� ６６１３（１２番人気）�� ３２９１（２６番人気）
３連複票数 計１４４９９４７ 的中 ��� ７０７１（４７番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヘラクレスバイオ �
�
父 バ チ ア ー �

�
母父 Darshaan デビュー ２００６．５．１３ 京都１５着

２００３．２．３生 牡５鹿 母 ダルーゼット 母母 Hebba １８戦３勝 賞金 ３３，９７４，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１７頭 アグネスレプトン号・アレクシオス号・アースコマンダー号・エヴァシャイン号・カブキメーク号・

クリノゴールド号・サンエムウラノス号・シルクオルフェウス号・スズカオペラ号・セイウンマル号・
ナムラアトランテス号・ノーストピア号・ハードランナー号・ホワイトペッパー号・マイプリティワン号・
ラインストーム号・ワンダーポデリオ号

※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。


