
０６０６７ ３月１４日 晴 良 （２２阪神１）第６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

３５ チャームドリーム 牝４鹿 ５５ 池添 謙一タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 ４８０＋ ２１：１２．７ １４．２�

８１５ ダ ス タ ッ プ 牡４鹿 ５７ 浜口 楠彦小田切有一氏 田中 章博 日高 山本 通則 ４８４＋ ２１：１２．８� １１．２�
（笠松）

５１０ ファンドリカップ 牡４芦 ５７ 幸 英明水戸 富雄氏 高橋 成忠 浦河 有限会社
松田牧場 ４９８－ ２１：１３．０１� ２．４�

７１４ シルクドミニオン 牡４栗 ５７ 川原 正一有限会社シルク坂口 正大 新ひだか 千代田牧場 ４６８－ ４１：１３．１� ２３．８�
（兵庫）

７１３ エーティーショパン 牡４栗 ５７ 熊沢 重文荒木 徹氏 湯窪 幸雄 三石 嶋田牧場 ４９２－ ２１：１３．３１� ６８．８�
５９ ウ ラ ラ カ 牝４黒鹿５５ 浜中 俊 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム ４３２＋１０ 〃 クビ ３５．２	
１１ ライフストリーム 牡６栗 ５７ 武 豊�協和牧場 佐山 優 新冠 協和牧場 ５００－ ２１：１３．４� ５．４

３６ レジャイール 牡４鹿 ５７ 小牧 太前田 晋二氏 沖 芳夫 えりも エクセルマネジメント ５０６－ ８１：１３．７２ １１．１�
４８ キミニムチュウ 牝４黒鹿５５ 田中 学�グランド牧場 小林 常泰 新ひだか グランド牧場 ４４８－ ８１：１４．０１� ３２５．４�

（兵庫）

２４ ドリームクェーサー 牡４栗 ５７ 大野 拓弥セゾンレースホース� 西浦 勝一 新冠 ビッグレッドファーム ４８２－ ２１：１４．３２ １５０．７
６１１� オールブランニュー 牝４黒鹿５５ 藤岡 佑介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム ４４２－２１ 〃 ハナ ８５．１�
１２ アスタークリス 牡４芦 ５７ 小林 徹弥加藤 久枝氏 加藤 敬二 様似 林 時春 B４４０－ ６１：１４．４� ３６３．８�
４７ フェリスホイール 牝４鹿 ５５ 藤田 伸二 �キャロットファーム 加藤 敬二 千歳 社台ファーム B４７２－ ２１：１４．５� １５．４�
８１６ ウォーターサムデイ 牡４鹿 ５７ 横山 典弘山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 ４８０－ ４１：１４．８１� ５０．０�
２３ マイネラロンハ 牝５栗 ５５ 渡辺 薫彦 �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 ４８４＋ ２１：１５．０１ ４．８�
６１２ プリティブルーム 牝４黒鹿５５ 長谷川浩大横瀬 兼二氏 鶴留 明雄 千歳 社台ファーム ４２０－ ８１：１５．９５ ５７５．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，９４２，０００円 複勝： ２９，７３６，７００円 枠連： １５，８２７，９００円

普通馬連： ５８，１６２，６００円 馬単： ４１，４８０，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，２９３，３００円

３連複： ７８，８２５，８００円 ３連単： １２７，４０３，６００円 計： ３９３，６７２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４２０円 複 勝 � ２８０円 � ３２０円 � １２０円 枠 連（３－８） ３，１１０円

普通馬連 �� ７，２８０円 馬 単 �� １５，８４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，３１０円 �� ５００円 �� ５３０円

３ 連 複 ��� ４，４２０円 ３ 連 単 ��� ５０，３７０円

票 数

単勝票数 計 １９９４２０ 的中 � １１０９７（６番人気）
複勝票数 計 ２９７３６７ 的中 � ２１３３０（４番人気）� １８１３２（５番人気）� １０２１４０（１番人気）
枠連票数 計 １５８２７９ 的中 （３－８） ３７６１（１２番人気）
普通馬連票数 計 ５８１６２６ 的中 �� ５９０４（２４番人気）
馬単票数 計 ４１４８０３ 的中 �� １９３３（４７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２２９３３ 的中 �� ２１８６（２６番人気）�� １１５７０（３番人気）�� １０７５０（４番人気）
３連複票数 計 ７８８２５８ 的中 ��� １３１６７（１３番人気）
３連単票数 計１２７４０３６ 的中 ��� １８６７（１５１番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１１．７―１２．３―１２．４―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．３―３５．０―４７．３―５９．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

チャームドリーム �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 カコイーシーズ デビュー ２００９．１．１０ 京都１０着

２００６．２．９生 牝４鹿 母 ドリーミーアイ 母母 アイシャドー １２戦２勝 賞金 １７，４００，０００円
※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） １頭 ニチドウダイヤ号
（非抽選馬） ２頭 トーホウボガード号・マンテンテイオー号
※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。


