
１０００７ ３月２８日 晴 良 （２１阪神２）第１日 第７競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時５０分 （ダート・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，５５�
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

１：４８．５
１：４８．４

重

重

１１ スズカルビー 牝４鹿 ５５ 熊沢 重文永井 啓弍氏 大橋 勇樹 新冠 村本牧場 ４４０－ ４１：５４．４ ３．０�

５７ ラフレッシュブルー 牝４栗 ５５ 浜中 俊 �ブルーマネジメント本田 優 新冠 有限会社
ケンブリッジ ４３０－ ２１：５４．６１� ５．６�

５６ クリノラプソディー 牝５鹿 ５５ 小牧 太栗本 博晴氏 須貝 尚介 門別 沖田牧場 ５１４＋１８１：５４．８１ ２７．８�
７１０ マイネソシオ 牝４青鹿５５ 木村 健 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 岡田 稲男 新冠 コスモヴューファーム ４２８± ０１：５４．９� ６．０�
（兵庫）

６８ ワキノキルシェ 牝４青鹿５５ 岩田 康誠脇山 良之氏 大根田裕之 浦河 岡本牧場 ３８２－ ２ 〃 ハナ １１．０�
８１２ ハッピードロップ 牝４栗 ５５ 内田 博幸�イクタ 谷 潔 池田 高橋 正三 B４４８＋ ６１：５５．３２� ４．９	
３３ プリティダンス 牝５栗 ５５ 福永 祐一横瀬 兼二氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４６６± ０１：５５．９３� １１．１

７１１ ヒシルーマー 牝５青鹿５５ 藤岡 佑介阿部雅一郎氏 佐山 優 浦河 中村 雅明 ５０８＋ ４１：５６．１１� ３１．８�
４５ ドリームドリーマー 牝４黒鹿５５ 吉田 隼人畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４６２± ０１：５６．２クビ ４９．９�
６９ � ピュアビアンコ 牝５黒鹿５５ 池添 謙一山本 慎一氏 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９８＋１２１：５６．７３ ７４．７
２２ ワキノドライバー 牝５芦 ５５ 川田 将雅脇山 良之氏 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ４７０－ ８１：５６．９１� ２６．１�
８１３� マッキーサマンサ 牝４鹿 ５５ 野元 昭嘉薪浦 亨氏 野元 昭 新冠 セントラルスタツド ４３８＋ ４１：５７．７５ １３８．１�
４４ マルノパイオニア 牝５芦 ５５ 幸 英明穐吉 正孝氏 吉岡 八郎 浦河 鮫川フアーム B４２８± ０１：５８．３３� ２２．２�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １５，５３８，８００円 複勝： ２１，７７６，４００円 枠連： １３，０４３，８００円

普通馬連： ５０，８９５，３００円 馬単： ３８，０７８，６００円 ワイド【拡大馬連】： １５，７３８，８００円

３連複： ６１，４５０，２００円 ３連単： １０３，６６６，４００円 計： ３２０，１８８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １６０円 � １７０円 � ６９０円 枠 連（１－５） ７３０円

普通馬連 �� ８３０円 馬 単 �� １，３１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３８０円 �� ２，１１０円 �� ２，４００円

３ 連 複 ��� ９，０２０円 ３ 連 単 ��� ２８，５６０円

票 数

単勝票数 計 １５５３８８ 的中 � ４１７９１（１番人気）
複勝票数 計 ２１７７６４ 的中 � ４３０６２（１番人気）� ３７６６１（２番人気）� ５８５１（９番人気）
枠連票数 計 １３０４３８ 的中 （１－５） １３２３８（１番人気）
普通馬連票数 計 ５０８９５３ 的中 �� ４５４５７（１番人気）
馬単票数 計 ３８０７８６ 的中 �� ２１５２８（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５７３８８ 的中 �� １１７１６（１番人気）�� １７２４（２７番人気）�� １５０９（３０番人気）
３連複票数 計 ６１４５０２ 的中 ��� ５０２８（２８番人気）
３連単票数 計１０３６６６４ 的中 ��� ２６７９（９３番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．６―１３．１―１２．９―１２．５―１２．６―１２．９―１２．６―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．３―３７．４―５０．３―１：０２．８―１：１５．４―１：２８．３―１：４０．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．６―３F３９．０
１
３
１－６－（２，１１）（３，１３）（４，１２）８，７，１０－９，５
１，６－２，１１，３，１３，４，１２（７，８）１０－９，５

２
４
１－６－（２，１１）（３，１３）（４，１２）－８，７，１０，９－５
１，６，１１（３，２）（７，８）１０，４（１３，１２）５，９

市場取引馬

勝馬の
紹 介

スズカルビー �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 サクラシンゲキ デビュー ２００７．７．１５ 小倉４着

２００５．４．１７生 牝４鹿 母 トーワルビー 母母 トーワヘレン １１戦２勝 賞金 １３，５００，０００円
［他本会外：３戦０勝］

〔制裁〕 ラフレッシュブルー号の騎手浜中俊は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。（６番への進路影響）
※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。


