
０９０１７ ３月２７日 晴 良 （２３阪神２）第２日 第５競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１２時２５分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２１．８
１：２１．８

稍重

稍重

１１ � サウンドボルケーノ 牡３栗 ５６ 福永 祐一増田 雄一氏 安達 昭夫 米 Santa Rosa
Partners ５１４＋ ２１：２５．５ ３．１�

７１４ コスモケンジ 牡３栗 ５６ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 清水 英克 新冠 ハクツ牧場 ４７２－１２１：２６．２４ １０．８�
５１０� スマートオーシャン 牝３栗 ５４ 高田 潤大川 徹氏 小崎 憲 米 Summer

Wind Farm ４８４＋ ２１：２６．４１ ２４０．６�
７１３ ゴールデンアタック 牡３栗 ５６ 幸 英明�協栄 北出 成人 日高 タバタファーム ４７２＋ ２ 〃 クビ １３．０�
３６ � マリブスター 牡３栗 ５６ 内田 博幸吉田 和美氏 吉田 直弘 米 Woodford Thor-

oughbreds, LLC ５１２－ ２ 〃 ハナ ４．８�
１２ ハギノダルタニアン 牡３栗 ５６ 横山 典弘日隈 良江氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム ５１４－ ８１：２６．５� ９０．０	
５９ ギンザアキレス 牡３青鹿５６ 武 豊有馬 博文氏 小島 太 千歳 社台ファーム ５１８－ ４ 〃 ハナ ９．３

８１５ ダイワモービル 牡３黒鹿５６ 北村 宏司大城 敬三氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 ４８２－１０１：２６．６� ５３．９�
２４ オーバーヘッド 牡３栗 ５６ 浜中 俊水上 行雄氏 安達 昭夫 新ひだか 塚田 達明 ４８２－ ４１：２７．９８ ５５．１�
６１１ ビッグギャンブラー 牡３栗 ５６ 大庭 和弥坪野谷和平氏 柄崎 孝 新冠 川上牧場 ５００－１８１：２８．０� ７２．８
８１６� リアライズブレイク 牡３鹿 ５６ 川島 信二�リアライズ 森 秀行 愛

J. Hanley, Skymarc
Farm & Castle-
martin Stud

４７２＋１４ 〃 クビ １０９．６�
４７ タイキパーシヴァル 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介�大樹ファーム 藤岡 健一 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ ４９２＋ ４１：２８．４２� ７．４�
２３ メイショウナルト 牡３鹿 ５６ 古川 吉洋松本 好雄氏 武田 博 浦河 鎌田 正嗣 ４５６＋ ２ 〃 クビ ５．０�
３５ ルシャンベルタン 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義嶋田 賢氏 田中 清隆 日高 シンコーファーム B４７６＋１４１：２８．５クビ ４０．６�
４８ ティアップゼウス 牡３栗 ５６ 江田 照男田中 昇氏 高木 登 新ひだか 土居 忠吉 ４４６－ ４ 〃 アタマ １１９．９�
６１２� オンデマンド 牝３鹿 ５４ 柴田 大知岡田 繁幸氏 高橋 祥泰 新冠 須崎牧場 ４４４＋ ８１：２８．６クビ ２１０．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，７２８，７００円 複勝： ４１，５０６，３００円 枠連： １２，３４８，６００円

普通馬連： ５３，７５９，４００円 馬単： ３４，５４７，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，２５６，３００円

３連複： ７３，６２２，９００円 ３連単： １１７，２７８，８００円 計： ３７７，０４８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １６０円 � ２６０円 � ６，１２０円 枠 連（１－７） ７４０円

普通馬連 �� １，２３０円 馬 単 �� ２，０５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４４０円 �� １１，１８０円 �� ２０，０００円

３ 連 複 ��� ８６，３９０円 ３ 連 単 ��� ２６０，７００円

票 数

単勝票数 計 ２０７２８７ 的中 � ５３８７６（１番人気）
複勝票数 計 ４１５０６３ 的中 � ９３２４９（１番人気）� ４０７３３（５番人気）� １２５５（１６番人気）
枠連票数 計 １２３４８６ 的中 （１－７） １２４３８（２番人気）
普通馬連票数 計 ５３７５９４ 的中 �� ３２４９２（４番人気）
馬単票数 計 ３４５４７９ 的中 �� １２４９２（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３２５６３ 的中 �� １４７５２（３番人気）�� ４８１（６１番人気）�� ２６８（８４番人気）
３連複票数 計 ７３６２２９ 的中 ��� ６２９（１５８番人気）
３連単票数 計１１７２７８８ 的中 ��� ３３２（５７７番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．９―１２．０―１２．４―１２．５―１２．６―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２３．０―３５．０―４７．４―５９．９―１：１２．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．５―３F３８．１
３ １０，１，８（２，１１）（１３，１２，１６）（３，７）（４，６）１４，９，１５，５ ４ １０，１（２，８）（１１，１６，７）（３，１３，１２，１４）６，９，４，１５，５

勝馬の
紹 介

�サウンドボルケーノ �
�
父 Henny Hughes �

�
母父 Halo デビュー ２０１０．１０．２３ 京都４着

２００８．３．１生 牡３栗 母 Cosmic Wing 母母 Ziggy’s Act ７戦２勝 賞金 １８，２５０，０００円
〔制裁〕 ティアップゼウス号の騎手江田照男は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。（５番・４番・３番への

進路影響）
ビッグギャンブラー号の騎手大庭和弥は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（３番への進
路影響）

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）３４頭 アスパイヤリング号・ウアジェト号・ヴァルディヴィア号・ヴイブラッド号・エーシンバサラ号・オズフェスト号・

キッズニゴウハン号・ゲンパチマイラヴ号・コウエイキング号・コーンドリー号・サダムグランジュテ号・
サトノティアラ号・サミットストーン号・サンバホイッスル号・シゲルシュサ号・シゲルセキニンシャ号・
セイカプリコーン号・センノデバギヤ号・トキノエクセレント号・ナガラダンディ号・ブラウブリッツ号・
ベストリガーズ号・ベルモントキーラ号・マイネマオ号・マルブツサバンナ号・ムジョウ号・ムスカテール号・
メイショウサリマン号・モズハリケーン号・ヤマノサファイア号・ユキノマークン号・ラブミーニキータ号・
リーサムダイチ号・ワイズアンドクール号

０９０１８ ３月２７日 晴 良 （２３阪神２）第２日 第６競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１２時５５分 （芝・右・外）

牝，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

１２ エリンコート 牝３黒鹿５４ U．リスポリ吉田 照哉氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム ４６２± ０１：４７．３ １７．７�
（伊）

４８ ピュアブリーゼ 牝３栗 ５４ 岩田 康誠 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム ４３４－ ６１：４７．４クビ ３．１�
３６ マイネイディール 牝３青鹿５４ 吉田 隼人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 日高 白井牧場 ４８６± ０１：４７．６１� ８．４�
５１０ マ マ キ ジ ャ 牝３芦 ５４ 武 豊北所 直人氏 清水 久詞 新冠 隆栄牧場 ４２２＋ ６１：４８．０２� ９．０�
１１ オースミマイカ 牝３鹿 ５４ 四位 洋文�オースミ 昆 貢 新冠 若林牧場 ４３８＋１２１：４８．１� ６３．３�
５９ サイレントソニック 牝３黒鹿５４ 北村 宏司細谷 典幸氏 国枝 栄 新ひだか 桜井牧場 ４４４－ ２ 〃 ハナ ９．７	
２３ テキサスルビー 牝３青 ５４ 内田 博幸 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４２６＋ ２ 〃 ハナ ２２．５

３５ アルマフローラ 牝３青 ５４ 後藤 浩輝 �社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム ４３６＋ ６１：４８．２� ２．８�
４７ マイネソルシエール 牝３栗 ５４ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム ４４６－ ２ 〃 ハナ ８２．７�
７１３� オフィシャルシティ 牝３鹿 ５４ 小林 淳一松平 恭司氏 佐藤 吉勝 日高 松平牧場 ４４０－ ４１：４８．９４ ６０６．７
８１６ ビービーバカラ 牝３鹿 ５４ 松岡 正海�坂東牧場 松山 康久 浦河 鎌田 正嗣 ４４０－ ８１：４９．１１� ３１．３�
２４ � トーセンインディ 牝３芦 ５４ 江田 照男島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム ４３４＋ ２ 〃 ハナ ６８．９�
６１１ ク エ ル ク ス 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲国分 優作 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４７０＋ ６１：４９．２� ４５．９�
７１４ ケイアイアルテミス 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義 �啓愛義肢材料販売所 石毛 善彦 新冠 隆栄牧場 ４３８－ ４１：４９．４１� １１６．０�
７１５ キクノレジーナ 牝３青 ５４ 池添 謙一菊池 五郎氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム ４２４－ ２１：４９．５� １３１．５�
８１８ コスモバタフライ 牝３黒鹿５４ 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新ひだか 小河 豊水 ４４０－１０１：４９．８１� ５２．８�
６１２ トーホウペッグ 牝３芦 ５４ 川島 信二東豊物産� 田島 良保 日高 竹島 幸治 ４６４＋ ２ 〃 ハナ ２１９．８�
８１７ フ ジ チ ャ ン 牝３鹿 ５４ 吉田 豊臼井義太郎氏 清水 英克 新ひだか 中田 英樹 ４５４－ ４ 〃 クビ ２３１．９�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２５，０９７，８００円 複勝： ３７，６６６，５００円 枠連： １７，３１７，０００円

普通馬連： ５６，４０４，１００円 馬単： ３６，７１８，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，９５１，３００円

３連複： ７５，５５９，５００円 ３連単： １２２，４４９，３００円 計： ３９５，１６４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７７０円 複 勝 � ３６０円 � １５０円 � ２７０円 枠 連（１－４） １，７３０円

普通馬連 �� ２，１１０円 馬 単 �� ５，２７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６６０円 �� １，２４０円 �� ４８０円

３ 連 複 ��� ４，１９０円 ３ 連 単 ��� ３０，４４０円

票 数

単勝票数 計 ２５０９７８ 的中 � １１１９７（６番人気）
複勝票数 計 ３７６６６５ 的中 � ２２７１０（６番人気）� ８６５１２（２番人気）� ３３７２４（４番人気）
枠連票数 計 １７３１７０ 的中 （１－４） ７３９１（７番人気）
普通馬連票数 計 ５６４０４１ 的中 �� １９７４６（９番人気）
馬単票数 計 ３６７１８６ 的中 �� ５１４９（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３９５１３ 的中 �� ９０３３（８番人気）�� ４５１８（１３番人気）�� １３０６３（２番人気）
３連複票数 計 ７５５５９５ 的中 ��� １３３１６（１３番人気）
３連単票数 計１２２４４９３ 的中 ��� ２９６９（８３番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１１．６―１２．０―１２．６―１２．５―１１．５―１１．５―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．３―３４．９―４６．９―５９．５―１：１２．０―１：２３．５―１：３５．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．８―３F３５．３
３ ３，６，２，１，５（８，１７）１０（７，１８）（９，１５）１２（１３，１４）１６－１１，４ ４ ３，６（１，２）５，８，１０，９（７，１７，１８）（１３，１５）１２（１６，１４）－（１１，４）

勝馬の
紹 介

エリンコート �
�
父 デュランダル �

�
母父 Bluebird デビュー ２０１０．７．２５ 函館３着

２００８．３．１０生 牝３黒鹿 母 エリンバード 母母 Maid of Erin ７戦２勝 賞金 １７，７００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 コウエイオトメ号・スパーブクィーン号・ドクターブリーズ号・ヒシカルメン号
※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。


