
０７０５５ ３月１４日 晴 不良 （２１阪神１）第５日 第７競走 ��
��１，２００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時２０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．７
１：０８．７

重

重

６１２� ホッコーワンマン 牡５栗 ５７ 熊沢 重文矢部 幸一氏 須貝 尚介 門別 浦新牧場 ４８０－ ４１：１１．６ ３３．１�

４７ シュウボンバー 牡４栗 ５７ 四位 洋文小田 吉男氏 坂口 正則 三石 折手牧場 B５０２＋ ２１：１１．９１� ７．５�
２４ テイエムクレナイ 牝４栗 ５５ 小牧 太竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 高岸 節雄 ４６８＋ ６１：１２．０	 ３．５�
７１４ マイネラロンハ 牝４栗 ５５ M．デムーロ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 野元 昭 新冠 ビッグレッドファーム ４６６－ ４ 〃 ハナ ７．０�

（伊）

２３ ヒカリマーガレット 牝５栗 ５５ 岩田 康誠當山 �則氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム B４８２＋ ８ 〃 アタマ ４．０�
３５ ハードリレー 牡５栗 ５７ 浜中 俊津田 一男氏 福永 甲 静内 漆原 武男 ４６０± ０ 〃 クビ １１．８	
７１３ サンタナイト 牡５鹿 ５７ 小坂 忠士佐々木孝之氏 境 直行 門別 ナカノファーム ４７６＋ ４１：１２．２１ １９．３

５１０
 ウインハンズダウン 牡５鹿 ５７ 福永 祐一前田 幸治氏 白井 寿昭 米 Golden Oak

Farm LLC ４４０－ ４１：１２．８３	 ６４．６�
８１５� セフティープラチナ �４黒鹿５７ 白坂 聡池田 實氏 須貝 彦三 静内 マルショウ牧場 ４５２－１９１：１３．５４ １２４．４�
４８ ヒシルーマー 牝５青鹿５５ 池添 謙一阿部雅一郎氏 佐山 優 浦河 中村 雅明 ５０４＋ ４１：１３．７１	 ３２．５
１１ オタカラボックス 牝４栗 ５５ 武 幸四郎小林 祥晃氏 須貝 尚介 浦河 成隆牧場 ４４６＋２４１：１３．８� ６２．４�
３６ カウンセラー 牡４芦 ５７ 小林 徹弥川上 哲司氏 目野 哲也 三石 久井牧場 ４４８＋ ８１：１３．９	 ８．５�
５９ アリューバニヤン 牡４栗 ５７ 川田 将雅津村 靖志氏 鮫島 一歩 新冠 風間 洋 ５１０－ ８ 〃 クビ １６．４�
６１１ ジョウショーアロー 牡４鹿 ５７ 岩崎 祐己熊田 義孝氏 西橋 豊治 静内 野坂牧場 ４９８＋ ６ 〃 ハナ ４５．０�
１２ マイネアクトナイン 牝４鹿 ５５ 船曳 文士 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 新冠 ビッグレッドファーム ４１８－１０１：１４．１１ ２０６．８�

（１５頭）
８１６ タマモアスリート 牡４栗 ５７

５４ ▲松山 弘平タマモ� 南井 克巳 静内 岡田牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １３，４３０，９００円 複勝： ２４，２２３，３００円 枠連： １７，３０９，３００円

普通馬連： ４９，１７８，４００円 馬単： ３１，１５４，２００円 ワイド【拡大馬連】： １７，８９８，７００円

３連複： ６３，２３５，６００円 ３連単： ９９，９６３，５００円 計： ３１６，３９３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，３１０円 複 勝 � ６２０円 � ２５０円 � １６０円 枠 連（４－６） ５，６５０円

普通馬連 �� １１，４３０円 馬 単 �� ２１，２９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，６００円 �� １，６７０円 �� ４９０円

３ 連 複 ��� １３，８３０円 ３ 連 単 ��� １５５，６４０円

票 数

単勝票数 計 １３４３０９ 的中 � ３２０５（１０番人気）
複勝票数 計 ２４２２３３ 的中 � ７９２８（９番人気）� ２５２５６（４番人気）� ５２６２３（１番人気）
枠連票数 計 １７３０９３ 的中 （４－６） ２２６１（１８番人気）
普通馬連票数 計 ４９１７８４ 的中 �� ３１７７（３４番人気）
馬単票数 計 ３１１５４２ 的中 �� １０８０（６８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７８９８７ 的中 �� １６１２（３１番人気）�� ２５５７（２１番人気）�� ９８６３（３番人気）
３連複票数 計 ６３２３５６ 的中 ��� ３３７５（４８番人気）
３連単票数 計 ９９９６３５ 的中 ��� ４７４（４５３番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．５―１１．２―１１．９―１２．４―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２２．９―３４．１―４６．０―５８．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ホッコーワンマン �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 ス キ ャ ン

２００４．５．１５生 牡５栗 母 ホッコーシャープ 母母 ネスカベローザ １７戦１勝 賞金 １６，０００，０００円
初出走 JRA ［他本会外：２戦０勝］

〔出走取消〕 タマモアスリート号は，疾病〔左肩跛行〕のため出走取消。
※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） ２頭 スズカデヒア号・ディアアゲイン号
（非抽選馬） １頭 ワンダーホーマ号
※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。


