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07073 3月16日 晴 良 （25阪神1）第7日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時00分 （ダート・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

55 クリノチョモラーリ 牝3栗 54 三浦 皇成栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 若林 武雄 474± 01：55．0 13．8�
67 アムールポエジー 牝3栗 54 岩田 康誠吉田 照哉氏 野中 賢二 千歳 社台ファーム 488＋ 21：55．53 3．6�
66 ナオミノエガオ 牝3栗 54 浜中 俊塩澤 正樹氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 472－ 61：55．92� 2．1�
11 クロカミノオトメ 牝3青 54 酒井 学 �サンデーレーシング 羽月 友彦 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452＋ 21：56．11� 30．8�
44 ヴァレンティーア 牝3栗 54 小牧 太佐々木主浩氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 448－ 21：56．42 10．1�
22 ティボリハーモニー 牝3栗 54

51 ▲岩崎 翼松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 496－ 41：56．5クビ 6．7	

811 パープルヘイロー 牝3鹿 54 国分 恭介中野 銀十氏 境 直行 日高 道見牧場 436± 01：56．71� 90．9

79 ヘブンズボイス 牝3鹿 54 岡田 祥嗣小林 久義氏 平田 修 新ひだか 神垣 道弘 478－ 61：56．91� 68．2�
810 ヤマニンサッチェル 牝3栗 54 熊沢 重文土井 肇氏 飯田 雄三 浦河 廣田 伉助 412－ 61：58．07 11．1�
78 ラストキャスケード 牝3鹿 54 川島 信二加藤 信之氏 谷 潔 浦河 冨岡 博一 442＋ 41：58．42� 31．1
33 シゲルハクチョウザ 牝3栗 54 幸 英明森中 蕃氏 服部 利之 浦河 中村 雅明 440－ 21：58．82� 258．5�
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売 得 金
単勝： 14，201，700円 複勝： 30，856，100円 枠連： 8，366，600円
馬連： 28，267，600円 馬単： 22，542，300円 ワイド： 15，793，900円
3連複： 45，664，800円 3連単： 85，798，000円 計： 251，491，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，380円 複 勝 � 360円 � 140円 � 110円 枠 連（5－6） 1，350円

馬 連 �� 2，770円 馬 単 �� 7，170円

ワ イ ド �� 920円 �� 660円 �� 180円

3 連 複 ��� 1，580円 3 連 単 ��� 17，990円

票 数

単勝票数 計 142017 的中 � 8131（6番人気）
複勝票数 計 308561 的中 � 12324（6番人気）� 61080（2番人気）� 115336（1番人気）
枠連票数 計 83666 的中 （5－6） 4584（5番人気）
馬連票数 計 282676 的中 �� 7533（11番人気）
馬単票数 計 225423 的中 �� 2321（24番人気）
ワイド票数 計 157939 的中 �� 3499（11番人気）�� 5056（9番人気）�� 30068（1番人気）
3連複票数 計 456648 的中 ��� 21358（5番人気）
3連単票数 計 857980 的中 ��� 3520（61番人気）

ハロンタイム 13．0―11．4―13．7―13．0―12．3―12．7―12．3―12．8―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．4―38．1―51．1―1：03．4―1：16．1―1：28．4―1：41．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．6―3F38．9
1
3
5，7（8，10）2，6－1，11（3，4）－9
5，6，7，10，2（11，4）（1，8）（3，9）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

クリノチョモラーリ �
�
父 スパイキュール �

�
母父 Lord At War デビュー 2012．9．30 中山11着

2010．4．30生 牝3栗 母 マンダリンママ 母母 Stani River 7戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。

07074 3月16日 晴 良 （25阪神1）第7日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時30分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．7
1：08．7

重
重

58 トウケイムーン 牡3栗 56 川島 信二木村 信彦氏 飯田 明弘 日高 下河辺牧場 478± 01：12．9 2．7�
34 キョウワアーサー 牡3栗 56 福永 祐一�協和牧場 五十嵐忠男 新冠 協和牧場 452＋ 21：13．53� 4．6�
23 メイショウラムダ 牡3黒鹿56 小牧 太松本 好�氏 高橋 義忠 浦河 赤田牧場 452＋ 21：13．81� 5．4�
47 ブ ッ ト バ セ 牡3栗 56 浜中 俊一村 哲也氏 白井 寿昭 浦河 カナイシスタッド 492＋181：14．22� 27．3�
814 メイショウゲンキ 牡3鹿 56 藤田 伸二松本 和子氏 佐山 優 浦河 三嶋牧場 456－ 41：14．62� 55．8	
35 サンライズマーチ 牡3鹿 56 三浦 皇成松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 476－ 21：14．81� 10．2

713 エリモタフネス 牡3青鹿56 川田 将雅山本 慎一氏 坂口 正則 えりも エクセルマネジメント 486± 01：14．9クビ 6．7�
22 シゲルヘビザ 牡3黒鹿56 太宰 啓介森中 蕃氏 鈴木 孝志 新ひだか 沖田 忠幸 488＋ 61：15．0� 47．8�
712 ローレルシャイニー 牡3黒鹿56 国分 恭介 ローレルレーシング 庄野 靖志 日高 豊郷牧場 476－ 41：15．31� 9．3�
611 トップメダリスト 牡3鹿 56 熊沢 重文�宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 458＋ 4 〃 アタマ 100．2�
610 カシノオーブ 牡3鹿 56 酒井 学柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 446± 01：15．61� 399．4�
11 カイトケイラー 牡3芦 56 小林 徹弥鈴木 康弘氏 武 宏平 新冠 田鎖牧場 480± 01：16．34 233．6�
59 エンプレスリリー 牝3栗 54 岡田 祥嗣�本桐牧場 的場 均 新ひだか 本桐牧場 424－ 21：16．93� 572．8�
815 パスクアルアバフ 牡3芦 56

53 ▲岩崎 翼 �社台レースホース宮本 博 千歳 社台ファーム B452 ― 〃 クビ 136．0�
46 ターンザタイド 牡3栗 56 四位 洋文松田 整二氏 田島 良保 新ひだか 土田 扶美子 488± 01：17．11 40．3�
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売 得 金
単勝： 16，064，500円 複勝： 32，546，900円 枠連： 9，386，700円
馬連： 31，971，000円 馬単： 22，222，100円 ワイド： 16，591，300円
3連複： 46，870，800円 3連単： 72，747，700円 計： 248，401，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 120円 � 140円 � 150円 枠 連（3－5） 460円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 1，080円

ワ イ ド �� 250円 �� 260円 �� 300円

3 連 複 ��� 890円 3 連 単 ��� 3，900円

票 数

単勝票数 計 160645 的中 � 48158（1番人気）
複勝票数 計 325469 的中 � 89712（1番人気）� 60812（2番人気）� 48234（3番人気）
枠連票数 計 93867 的中 （3－5） 15322（1番人気）
馬連票数 計 319710 的中 �� 40216（1番人気）
馬単票数 計 222221 的中 �� 15205（1番人気）
ワイド票数 計 165913 的中 �� 17000（1番人気）�� 16024（2番人気）�� 13144（4番人気）
3連複票数 計 468708 的中 ��� 38998（1番人気）
3連単票数 計 727477 的中 ��� 13784（1番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．8―12．3―12．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．4―35．2―47．5―59．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トウケイムーン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Rahy デビュー 2012．10．14 京都7着

2010．4．26生 牡3栗 母 ゴーカロライナ 母母 Sulemeif 5戦1勝 賞金 8，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ターンザタイド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年4月16日まで平地競

走に出走できない。

第１回 阪神競馬 第７日



07075 3月16日 晴 良 （25阪神1）第7日 第3競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走11時00分 （ダート・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

57 レッドクラーケン 牡3鹿 56 酒井 学 �東京ホースレーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 488－ 41：55．1 12．8�
69 トランザムスター 牡3鹿 56 幸 英明 �キャロットファーム 武 宏平 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 562－ 21：55．31� 3．4�
711 ヴァルティカル 牡3鹿 56 岩田 康誠 �社台レースホース飯田 雄三 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452－ 41：55．72� 3．5�
813 スピーディシャープ 牡3鹿 56

53 ▲花田 大昂吉永 清美氏 目野 哲也 浦河 大西ファーム 406－ 21：55．91� 309．8�
710 メイキングドラマ 牡3栗 56 国分 恭介齊藤 直信氏 谷 潔 浦河 冨岡 博一 470－ 2 〃 クビ 361．0	
11 リ ジ カ ー レ 牡3栗 56 川田 将雅吉田 照哉氏 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 484－ 61：56．64 8．2

45 アリストクラット 牡3青鹿 56

53 ▲岩崎 翼 �グリーンファーム中竹 和也 安平 ノーザンファーム 474－ 8 〃 ハナ 120．5�
22 	 ヒシストーミイ 牝3栗 54 浜中 俊阿部 雅英氏 角田 晃一 米 Masa-

ichiro Abe 444－ 41：57．13 59．9�
44 ネオヴァンキッシュ 牡3鹿 56 A．シュタルケ 小林 仁幸氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 488－ 21：57．2
 8．7

（独）

812 スナークスクリプト 牡3鹿 56 太宰 啓介杉本 豊氏 藤岡 範士 新ひだか 嶋田牧場 B488－ 61：57．3クビ 27．3�
33 トーセンリュー 牡3黒鹿56 C．デムーロ 島川 �哉氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 508＋ 81：58．47 3．5�

（伊）

68 シゲルカラスザ �3鹿 56 三浦 皇成森中 蕃氏 加藤 敬二 新ひだか マークリ牧場 474－ 21：58．93 343．0�
56 サトノラーク 牡3栗 56 熊沢 重文里見 治氏 村山 明 千歳 社台ファーム 504± 02：01．5大差 312．6�
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売 得 金
単勝： 17，452，300円 複勝： 24，422，400円 枠連： 6，941，900円
馬連： 32，838，700円 馬単： 24，541，200円 ワイド： 15，694，700円
3連複： 45，276，300円 3連単： 76，968，100円 計： 244，135，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，280円 複 勝 � 260円 � 130円 � 140円 枠 連（5－6） 1，280円

馬 連 �� 1，400円 馬 単 �� 3，690円

ワ イ ド �� 440円 �� 580円 �� 240円

3 連 複 ��� 1，280円 3 連 単 ��� 11，140円

票 数

単勝票数 計 174523 的中 � 10826（6番人気）
複勝票数 計 244224 的中 � 17915（6番人気）� 59309（1番人気）� 52902（2番人気）
枠連票数 計 69419 的中 （5－6） 4019（6番人気）
馬連票数 計 328387 的中 �� 17371（7番人気）
馬単票数 計 245412 的中 �� 4918（21番人気）
ワイド票数 計 156947 的中 �� 8384（7番人気）�� 6012（11番人気）�� 19325（1番人気）
3連複票数 計 452763 的中 ��� 26207（3番人気）
3連単票数 計 769681 的中 ��� 5101（41番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―13．1―12．7―12．7―12．9―13．0―13．1―14．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．5―36．6―49．3―1：02．0―1：14．9―1：27．9―1：41．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．1―3F40．2
1
3
・（7，9）12－（1，2，6）－3（11，8）－（10，13）4－5・（7，9）12，11，3（1，6）（2，10，13）4＝8＝5

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

勝馬の
紹 介

レッドクラーケン �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．1．13 京都8着

2010．3．5生 牡3鹿 母 マルカフローリアン 母母 セトフローリアンⅡ 5戦1勝 賞金 6，300，000円
〔発走状況〕 ヴァルティカル号は，枠入り不良。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サトノラーク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年4月16日まで平地競走

に出走できない。
※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。

07076 3月16日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （25阪神1）第7日 第4競走 ��2，970�サラブレッド系障害4歳以上

発走11時30分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
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3：15．7良・良

69 センシズバイオ 牡4栗 59 白浜 雄造バイオ� 梅田 智之 平取 清水牧場 510－ 23：22．4 4．7�
46 サウンドアフリート 牡4栗 59 田村 太雅増田 雄一氏 佐藤 正雄 新ひだか 三石橋本牧場 452－ 43：22．82� 17．4�
34 テイエムドンマイ 牡5黒鹿60 北沢 伸也竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 高岸 順一 510－ 23：23．22� 3．6�
58 � エーシンテュポーン 牡6鹿 60

57 ▲森 一馬�栄進堂 松永 昌博 米 Winches-
ter Farm 484－ 6 〃 ハナ 43．6�

33 ジョープラチネラ 牝5鹿 58 平沢 健治上田けい子氏 岩戸 孝樹 新冠 川上 悦夫 452－ 23：23．3� 38．3�
22 アドマイヤサイモン 牡5栗 60 西谷 誠近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 470－ 43：24．15 23．8	
45 クレバーウエスタン 牡5芦 60 植野 貴也 �ウエスタンファーム 崎山 博樹 新ひだか 北西牧場 486－ 83：24．63 3．1

711 アミフジガガ 牝4黒鹿57 小野寺祐太内藤 好江氏 菅原 泰夫 茨城 内藤牧場 B444－ 63：24．81 262．1�
610 ホッコーキンツル 牡4鹿 59 熊沢 重文矢部 幸一氏 飯田 明弘 新ひだか 土田 扶美子 460＋ 43：25．65 31．0�
11 クレバーベスト �5鹿 60 黒岩 悠 �ウエスタンファーム 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 462－ 23：26．34 45．0
57 ディアデラバンデラ �4黒鹿59 高田 潤 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 462－ 43：29．0大差 19．8�
814 ハードダダンダン 牡6黒鹿60 中村 将之津田 一男氏 西橋 豊治 浦河 小池 博幸 472＋ 43：29．21	 8．6�
712 オンワードアマンド 牝4鹿 57 小坂 忠士樫山 章子氏 柴田 政見 浦河 オンワード牧場 462＋ 83：29．73 16．7�
813 アッパレオリュウ 牝4黒鹿57 林 満明華山 龍一氏 柴田 光陽 新ひだか 静内酒井牧場 504± 03：33．0大差 95．3�
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売 得 金
単勝： 13，466，800円 複勝： 17，710，000円 枠連： 8，929，300円
馬連： 27，400，500円 馬単： 19，180，200円 ワイド： 13，849，000円
3連複： 42，550，800円 3連単： 63，269，000円 計： 206，355，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 160円 � 280円 � 190円 枠 連（4－6） 490円

馬 連 �� 2，400円 馬 単 �� 3，900円

ワ イ ド �� 830円 �� 480円 �� 1，300円

3 連 複 ��� 3，780円 3 連 単 ��� 21，260円

票 数

単勝票数 計 134668 的中 � 22644（3番人気）
複勝票数 計 177100 的中 � 36001（2番人気）� 14043（4番人気）� 24570（3番人気）
枠連票数 計 89293 的中 （4－6） 13693（1番人気）
馬連票数 計 274005 的中 �� 8433（8番人気）
馬単票数 計 191802 的中 �� 3636（10番人気）
ワイド票数 計 138490 的中 �� 4048（9番人気）�� 7537（3番人気）�� 2514（15番人気）
3連複票数 計 425508 的中 ��� 8320（9番人気）
3連単票数 計 632690 的中 ��� 2197（55番人気）
上り 1マイル 1：47．8 4F 52．8－3F 40．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 
→�→�→�」
�
�
1，3＝9，6（5，10）4，14（12，2）8－11，7＝13・（1，3）＝（9，6）－5（4，2）－8，10－11＝（14，12）＝7＝13

�
�
1，3＝9，6，5（4，10）（14，2）12，8－11－7＝13
3－1（9，6）5，4－2（8，11）＝10＝12＝14，7＝13

勝馬の
紹 介

センシズバイオ �
�
父 キャプテンスティーヴ �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー 2012．3．4 阪神3着

2009．2．19生 牡4栗 母 ハイグレードバイオ 母母 ディシイペイティング 障害：3戦1勝 賞金 8，800，000円



07077 3月16日 晴 良 （25阪神1）第7日 第5競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走12時20分 （芝・右・外）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：32．0
1：30．7

良
良

47 グランプリナイト 牡3黒鹿56 川田 将雅�グランプリ 鮫島 一歩 新ひだか 川端 英幸 480± 01：36．0 2．8�
24 アドマイヤキンカク 牡3鹿 56 福永 祐一近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 442－ 2 〃 ハナ 2．2�
12 トーワフォーエバー 牝3芦 54 藤田 伸二齋藤 すゞ 氏 佐山 優 浦河 猿橋 義昭 450－ 41：36．21� 27．6�
815 リッシュレーヴ 牡3鹿 56 荻野 琢真山田 裕仁氏 矢作 芳人 新ひだか 畠山牧場 470－ 41：36．41 92．6�
816 レッドジェラルド 牡3鹿 56 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 橋田 満 千歳 社台ファーム 482－ 21：36．5� 6．6�
611 ニホンピロオーロラ 牝3黒鹿54 酒井 学小林百太郎氏 作田 誠二 新ひだか 友田牧場 450＋ 21：36．6クビ 30．1	
713 シュンケイリ 牡3鹿 56 国分 恭介石川 博氏 安達 昭夫 新ひだか 千代田牧場 444－ 41：36．81� 227．8

23 ダノングラッド 牡3鹿 56 四位 洋文�ダノックス 角居 勝彦 安平 追分ファーム 432－ 8 〃 ハナ 155．0�
510 サンライズシルバー 牡3芦 56 C．デムーロ 松岡 隆雄氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 464＋181：37．22� 7．6�

（伊）

714 シャルパンテ 牡3栗 56 太宰 啓介岡 浩二氏 大根田裕之 新ひだか タイヘイ牧場 494＋10 〃 ハナ 274．7
612 ウインローラン 牡3黒鹿56 三浦 皇成�ウイン 宮本 博 浦河 杵臼斉藤牧場 456－101：37．62� 100．9�
48 タガノグッピー 牝3栗 54 A．シュタルケ 八木 良司氏 村山 明 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 410－20 〃 ハナ 167．2�
（独）

35 ト リ ロ ジ ー 牝3青鹿54 浜中 俊 H.H．シェイク・ハムダン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 452－141：37．7クビ 143．6�

36 ゴールデンリーフ 牝3鹿 54 幸 英明冨沢 敦子氏 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 418＋ 4 〃 クビ 55．4�
11 テイエムイッキュウ 牡3栗 56

53 ▲岩崎 翼竹園 正繼氏 鹿戸 明 鹿児島 テイエム牧場 480－ 21：39．08 542．3�
59 ヴァイスドール 牝3芦 54 岡田 祥嗣村上 稔氏 小原伊佐美 新ひだか 藤巻 則弘 408－141：39．42� 410．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，221，400円 複勝： 37，489，900円 枠連： 10，730，000円
馬連： 43，359，400円 馬単： 33，270，300円 ワイド： 21，660，800円
3連複： 60，837，700円 3連単： 113，877，600円 計： 345，447，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 110円 � 250円 枠 連（2－4） 280円

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 670円

ワ イ ド �� 170円 �� 560円 �� 480円

3 連 複 ��� 1，400円 3 連 単 ��� 4，910円

票 数

単勝票数 計 242214 的中 � 70483（2番人気）
複勝票数 計 374899 的中 � 99136（2番人気）� 120820（1番人気）� 23185（5番人気）
枠連票数 計 107300 的中 （2－4） 28891（1番人気）
馬連票数 計 433594 的中 �� 102175（1番人気）
馬単票数 計 332703 的中 �� 36652（2番人気）
ワイド票数 計 216608 的中 �� 41593（1番人気）�� 8072（8番人気）�� 9670（6番人気）
3連複票数 計 608377 的中 ��� 32123（4番人気）
3連単票数 計1138776 的中 ��� 17138（13番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―12．3―12．3―12．2―11．7―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．1―36．4―48．7―1：00．9―1：12．6―1：24．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グランプリナイト �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2013．2．3 中京6着

2010．5．11生 牡3黒鹿 母 アイラインローザー 母母 エイシングレシャス 4戦1勝 賞金 8，300，000円
〔発走状況〕 ヴァイスドール号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 スリーキャリオカ号・ワイズマン号
（非抽選馬） 1頭 ナンヨーカノン号
※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。

07078 3月16日 晴 良 （25阪神1）第7日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時50分 （芝・右・外）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．7
1：44．1

良
良

815 ラストグルーヴ 牝3鹿 54 福永 祐一山本 英俊氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 456 ―1：49．9 2．2�
714 スリーベラミ 牝3鹿 54 岩田 康誠永井商事� 橋田 満 新ひだか グランド牧場 446 ―1：50．11� 2．5�
816 モモイロアゲハ 牝3青鹿54 蛯名 正義鈴木 邦英氏 清水 久詞 新冠 オリエント牧場 506 ―1：50．52� 11．2�
612 ビットビエント 牝3鹿 54 国分 恭介馬場 祥晃氏 今野 貞一 新冠 パカパカ

ファーム 444 ―1：50．6� 55．8�
59 ナイスキャッチ 牝3栗 54 C．デムーロ 吉田 千津氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 408 ―1：50．7� 37．7�

（伊）

36 キタノフェニックス 牡3鹿 56 岡田 祥嗣ジャパンフードビジネス� 清水 久詞 平取 稲原牧場 444 ―1：50．91� 90．1	
12 シェルブール 牝3栗 54 A．シュタルケ�ノースヒルズ 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 454 ―1：51．0	 11．9

（独）

48 グロリエッテ 牝3鹿 54 藤岡 佑介 �ローレルレーシング 松永 昌博 日高 森永牧場 462 ―1：51．21� 90．5�
35 ヴィトレスク 牝3芦 54 太宰 啓介八木 昌司氏 岡田 稲男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 396 ―1：51．3� 252．1�
23 トロンボーン 牝3栗 54 川島 信二髙昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 414 ―1：51．62 162．5�
47 ロマンデラローズ 牝3鹿 54 三浦 皇成西見 徹也氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 498 ―1：52．23� 28．0�
510
 ハクサンナチュラル 牝3栗 54 酒井 学河﨑 五市氏 西園 正都 米 Edward A.

Cox, Jr. 476 ― 〃 ハナ 36．8�
713 ゴッドスピードユー 牝3鹿 54 浜中 俊中西 憲治氏 角田 晃一 新冠 森永 聡 410 ―1：52．41� 53．7�
24 シアワセカナウ 牝3栗 54 小牧 太小田切有一氏 音無 秀孝 新ひだか 築紫 洋 450 ―1：53．35 19．6�
11 メイショウキズナ 牝3鹿 54 秋山真一郎松本 好雄氏 岡田 稲男 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442 ―1：54．68 93．5�
（15頭）

611
 カフェアンジェロ 牡3栗 56 藤田 伸二西川 光一氏 小崎 憲 米 Bluegrass
Hall, LLC ― ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 27，152，000円 複勝： 31，114，400円 枠連： 13，055，100円
馬連： 43，303，400円 馬単： 32，509，500円 ワイド： 20，271，700円
3連複： 54，022，400円 3連単： 98，537，600円 計： 319，966，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 110円 � 190円 枠 連（7－8） 200円

馬 連 �� 230円 馬 単 �� 510円

ワ イ ド �� 140円 �� 380円 �� 330円

3 連 複 ��� 600円 3 連 単 ��� 1，720円

票 数

単勝票数 差引計 271520（返還計 44） 的中 � 100820（1番人気）
複勝票数 差引計 311144（返還計 26） 的中 � 89321（2番人気）� 97940（1番人気）� 26836（3番人気）
枠連票数 差引計 130551（返還計 1 ） 的中 （7－8） 48237（1番人気）
馬連票数 差引計 433034（返還計 314） 的中 �� 143448（1番人気）
馬単票数 差引計 325095（返還計 225） 的中 �� 47608（1番人気）
ワイド票数 差引計 202717（返還計 83） 的中 �� 50118（1番人気）�� 10565（3番人気）�� 12521（2番人気）
3連複票数 差引計 540224（返還計 1058） 的中 ��� 66815（1番人気）
3連単票数 差引計 985376（返還計 1605） 的中 ��� 42353（1番人気）

ハロンタイム 12．8―11．7―12．4―13．0―12．7―12．4―11．6―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．5―36．9―49．9―1：02．6―1：15．0―1：26．6―1：38．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．3―3F34．9
3 ・（9，10）12（3，2）15，7（16，14）（4，13）（6，8）5＝1 4 ・（9，10）12（3，2，15）（7，16，14）（4，13，6）8，5＝1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ラストグルーヴ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ト ニ ー ビ ン 初出走

2010．1．23生 牝3鹿 母 エアグルーヴ 母母 ダイナカール 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔出走取消〕 カフェアンジェロ号は，疾病〔左肩跛行〕のため出走取消。
〔発走状況〕 メイショウキズナ号は，発進不良〔出遅れ〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 メイショウグレア号・ラガーニチリンオー号
※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。



07079 3月16日 晴 良 （25阪神1）第7日 第7競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走13時20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
1：48．5
1：47．8

重
重

710� エーシンゴールド 牡3鹿 56 川田 将雅�栄進堂 野中 賢二 米 RMF Thor-
oughbreds 520－ 41：52．5 2．0�

56 ブロードソード 牡3黒鹿56 A．シュタルケ �キャロットファーム 松田 国英 安平 ノーザンファーム 496－ 61：53．45 3．3�
（独）

11 アロウィーバイオ 牡3鹿 56 幸 英明バイオ� 西浦 勝一 平取 清水牧場 472－ 21：53．5� 39．8�
33 ミヤジマッキー 牡3鹿 56 浜中 俊曽我 司氏 牧田 和弥 浦河 村中牧場 484＋ 21：53．81	 5．9�
57 タガノギャラクシー 牡3鹿 56 小牧 太八木 良司氏 庄野 靖志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 530± 0 〃 クビ 16．8	
69 アドマイヤイバマ 牡3芦 56 岩田 康誠近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 476＋ 21：54．43� 23．7

68 キンショータイム 牡3栗 56 福永 祐一礒野日出夫氏 中村 均 厚真 阿部 栄乃進 480－ 21：54．61
 21．6�
44 シゲルラシンバンザ 牡3鹿 56 C．デムーロ 森中 蕃氏 福島 信晴 新ひだか 神垣 道弘 482＋ 4 〃 ハナ 35．4�

（伊）

813 バロンミノル 牡3黒鹿56 国分 恭介吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 488－ 41：54．7クビ 51．7
22 ノブオズボーン 牡3鹿 56 高田 潤前田 亘輝氏 昆 貢 新ひだか 飯岡牧場 544＋ 61：55．65 96．6�
812 サ チ ゴ ロ ウ 牡3栗 56 秋山真一郎小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか 伊藤 敏明 476－ 21：56．23� 107．0�
711 ミノディエール 牝3黒鹿54 蛯名 正義�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 446± 01：57．05 105．0�
45 スズカアドニス 牡3栗 56 酒井 学永井 啓弍氏 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 462－ 8 （競走中止） 80．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 26，381，500円 複勝： 66，943，900円 枠連： 14，966，000円
馬連： 50，678，500円 馬単： 36，972，600円 ワイド： 26，350，100円
3連複： 69，251，600円 3連単： 137，771，600円 計： 429，315，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 130円 � 500円 枠 連（5－7） 240円

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 470円

ワ イ ド �� 150円 �� 750円 �� 1，360円

3 連 複 ��� 2，630円 3 連 単 ��� 6，260円

票 数

単勝票数 計 263815 的中 � 108986（1番人気）
複勝票数 計 669439 的中 � 385574（1番人気）� 100320（2番人気）� 12766（8番人気）
枠連票数 計 149660 的中 （5－7） 47906（1番人気）
馬連票数 計 506785 的中 �� 137606（1番人気）
馬単票数 計 369726 的中 �� 58966（1番人気）
ワイド票数 計 263501 的中 �� 63087（1番人気）�� 6997（6番人気）�� 3655（17番人気）
3連複票数 計 692516 的中 ��� 19453（7番人気）
3連単票数 計1377716 的中 ��� 16258（13番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―13．2―12．8―12．9―12．7―12．4―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．5―36．7―49．5―1：02．4―1：15．1―1：27．5―1：39．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．1―3F37．4
1
3
7，10（1，12）6－4－11，3（9，8）13，2
7（10，11）（1，12）（6，4）－（3，8）（9，2）13

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

勝馬の
紹 介

�エーシンゴールド �
�
父 Medaglia d’Oro �

�
母父 Pulpit デビュー 2013．1．19 京都1着

2010．5．3生 牡3鹿 母 Home From Oz 母母 Tap Your Heels 3戦2勝 賞金 15，800，000円
〔競走中止〕 スズカアドニス号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※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。

07080 3月16日 晴 良 （25阪神1）第7日 第8競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走13時50分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

36 � サカジロスイセイ 牡4鹿 57 三浦 皇成ロイヤルパーク 崎山 博樹 日高 長谷部牧場 496± 01：25．6 19．2�
11 スターマイン 牡4青 57 蛯名 正義�ノースヒルズ 荒川 義之 新冠 ノースヒルズマネジメント 482＋ 41：25．81� 7．0�
510� エスジーアンクル 牝4鹿 55 国分 恭介窪田 滋氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 444＋ 81：25．9クビ 29．4�
713� シゲルハンベイ 牡6栗 57 小牧 太森中 蕃氏 梅内 忍 新ひだか 及川 ミツ子 488－ 6 〃 クビ 34．7�
35 シルクアポロン 牡4鹿 57 川田 将雅有限会社シルク池添 兼雄 新ひだか マークリ牧場 510－ 21：26．0クビ 3．2�
23 � タマモショパン 牡4鹿 57

54 ▲岩崎 翼タマモ� 南井 克巳 新ひだか 岡田牧場 488－ 61：26．21� 85．2	
48 � ツルオカハチマン 牡4鹿 57 荻野 琢真居城 要氏 大久保龍志 新冠 北勝ファーム 506－ 31：26．41� 3．9

24 ケリーダノビア 牝4鹿 55 藤岡 佑介吉田 照哉氏 田中 章博 千歳 社台ファーム 468＋ 41：26．5� 11．0�
815 レッドマーベル 牝5鹿 55 福永 祐一 �東京ホースレーシング 領家 政蔵 平取 坂東牧場 496± 01：26．6クビ 51．7�
12 � シャイニークラウン 牡4栗 57 幸 英明小林 昌志氏 福島 信晴 平取 コアレススタッド 456－ 2 〃 ハナ 186．3
714� ニホンピロルノン 牝4鹿 55 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 福岡 清 456＋ 4 〃 アタマ 102．0�
47 ピースフルアース 牡5鹿 57 太宰 啓介 �社台レースホース本田 優 千歳 社台ファーム 476＋121：26．7� 15．1�
59 アルティザン 	4鹿 57 岡田 祥嗣 �ユートピア牧場 田島 良保 登別 ユートピア牧場 474＋ 21：27．12� 25．0�
816� フェールボー 牡4鹿 57 熊沢 重文 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 日高 槇本牧場 470± 01：27．63 469．2�
611� ミーシャレヴュー 牝4鹿 55 岩田 康誠 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松田 国英 新ひだか 飛野牧場 456－23 〃 クビ 5．3�
（15頭）

612 フランベルジェ 牡4黒鹿57 秋山真一郎 �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 20，420，500円 複勝： 31，149，800円 枠連： 11，425，900円
馬連： 46，538，500円 馬単： 29，085，000円 ワイド： 21，775，800円
3連複： 61，685，600円 3連単： 96，631，000円 計： 318，712，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，920円 複 勝 � 470円 � 260円 � 670円 枠 連（1－3） 880円

馬 連 �� 6，810円 馬 単 �� 10，520円

ワ イ ド �� 1，940円 �� 5，400円 �� 3，590円

3 連 複 ��� 70，150円 3 連 単 ��� 502，210円

票 数

単勝票数 差引計 204205（返還計 167） 的中 � 8403（7番人気）
複勝票数 差引計 311498（返還計 299） 的中 � 16772（7番人気）� 37306（4番人気）� 11113（9番人気）
枠連票数 差引計 114259（返還計 1 ） 的中 （1－3） 9675（3番人気）
馬連票数 差引計 465385（返還計 226） 的中 �� 5049（22番人気）
馬単票数 差引計 290850（返還計 25） 的中 �� 2041（38番人気）
ワイド票数 差引計 217758（返還計 45） 的中 �� 2802（21番人気）�� 983（52番人気）�� 1487（41番人気）
3連複票数 差引計 616856（返還計 442） 的中 ��� 649（148番人気）
3連単票数 差引計 966310（返還計 761） 的中 ��� 142（904番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．9―12．5―12．5―12．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．3―35．2―47．7―1：00．2―1：12．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．4―3F37．9
3 ・（5，6）（1，7）（4，10）3（2，8，11）15（9，16）（14，13） 4 ・（5，6）（1，7，10）（4，11）（2，3，16）8，15（9，13）14
市場取引馬

勝馬の
紹 介

�サカジロスイセイ �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 ヘクタープロテクター

2009．3．29生 牡4鹿 母 タガノビーム 母母 ダイナビーム 15戦1勝 賞金 15，450，000円
初出走 JRA ［他本会外：1戦0勝］

〔出走取消〕 フランベルジェ号は，疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔制裁〕 サカジロスイセイ号の騎手三浦皇成は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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。
（非抽選馬） 4頭 カネトシファイター号・クナンガン号・シゲルアボカド号・シンボリスウィフト号



07081 3月16日 晴 良 （25阪神1）第7日 第9競走 ��
��2，200�

あ わ じ

淡 路 特 別
発走14時25分 （芝・右）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：10．0

良
良

22 シゲルササグリ 牡4黒鹿56 福永 祐一森中 蕃氏 中村 均 新冠 平山牧場 502＋ 22：14．0 7．3�
89 タガノレイヨネ 牡4栗 56 太宰 啓介八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 504－ 42：14．1� 6．8�
78 コアレスドラード 牡5栗 57 岩田 康誠小林 昌志氏 五十嵐忠男 日高 原田牧場 450－ 22：14．2� 1．7�
11 グランプリブラッド 牡4鹿 56 岡田 祥嗣北側 雅司氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 444± 0 〃 クビ 29．5�
33 タマモグランプリ 	6鹿 57 国分 恭介タマモ� 川村 禎彦 新冠 村田牧場 426－ 42：14．3クビ 35．5�
55 シャドウバンガード 牡4黒鹿56 C．デムーロ 飯塚 知一氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 436－ 22：14．61
 3．8	

（伊）

66 � ケージーカチボシ 牡7鹿 57 川島 信二栗本 博晴氏 高市 圭二 新冠 岩見牧場 B540－ 82：14．81� 279．5

44 パープルタイヨー 牡7鹿 57 幸 英明中野 銀十氏 境 直行 日高 宝寄山 忠則 454－ 2 〃 ハナ 46．2�
77 マームードイモン 牡8鹿 57 酒井 学井門 昭二氏 小原伊佐美 新冠 岡 裕 440－ 82：15．97 60．8�
810 リバーキャッスル 牝8栗 55 藤岡 佑介河越 武治氏 作田 誠二 三石 飯岡牧場 448＋ 62：16．85 311．6

（10頭）

売 得 金
単勝： 30，603，000円 複勝： 91，141，900円 枠連： 11，126，800円
馬連： 68，295，300円 馬単： 56，998，300円 ワイド： 29，765，400円
3連複： 87，843，500円 3連単： 247，953，500円 計： 623，727，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 170円 � 190円 � 110円 枠 連（2－8） 1，580円

馬 連 �� 1，810円 馬 単 �� 4，010円

ワ イ ド �� 480円 �� 180円 �� 270円

3 連 複 ��� 1，100円 3 連 単 ��� 11，320円

票 数

単勝票数 計 306030 的中 � 33039（4番人気）
複勝票数 計 911419 的中 � 68167（3番人気）� 54504（4番人気）� 595104（1番人気）
枠連票数 計 111268 的中 （2－8） 5227（6番人気）
馬連票数 計 682953 的中 �� 27998（6番人気）
馬単票数 計 569983 的中 �� 10495（14番人気）
ワイド票数 計 297654 的中 �� 12491（6番人気）�� 52448（2番人気）�� 26907（3番人気）
3連複票数 計 878435 的中 ��� 58988（3番人気）
3連単票数 計2479535 的中 ��� 16176（34番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―11．7―12．6―12．5―13．0―12．7―12．0―11．6―11．6―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．4―23．7―35．4―48．0―1：00．5―1：13．5―1：26．2―1：38．2―1：49．8―2：01．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．8―3F35．8
1
3
1－9＝（3，2）（4，6，7）－8－5，10
1，9（3，2）7（4，6）（10，8）5

2
4
1－9＝（3，2）7（4，6）－8（10，5）・（1，9）（3，2）－（4，7）（6，8）10，5

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シゲルササグリ �
�
父 ブラックタキシード �

�
母父 デ イ ン ヒ ル デビュー 2011．10．8 京都6着

2009．3．29生 牡4黒鹿 母 レ デ ィ ネ ス 母母 シュミーダー 24戦3勝 賞金 45，319，000円
※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。

07082 3月16日 晴 良 （25阪神1）第7日 第10競走 ��
��1，200�なにわステークス

発走15時00分 （ダート・右）
4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000円
付 加 賞 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．7
1：08．7

重
重

814 ダッシャーワン 牡5栗 57 浜中 俊芦田 信氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 496－ 41：11．6 2．3�
23 ケイアイダイオウ 牡7鹿 57 藤岡 佑介亀田 和弘氏 尾形 充弘 新ひだか グランド牧場 544－ 41：11．7� 68．3�
610	 サウンドガガ 牝4黒鹿55 太宰 啓介増田 雄一氏 佐藤 正雄 米

Peggy S. Dellheim, Nor-
man Dellheim & The Ro-
man Ruler Syndicate

476＋ 6 〃 ハナ 39．5�
815 ケージーハヤブサ 牡4鹿 57 福永 祐一川井 五郎氏 飯田 雄三 新冠 岩見牧場 498－ 41：11．8
 4．7�
22 ネオヴァンクル 牡4栗 57 秋山真一郎小林 仁幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 510＋ 2 〃 クビ 103．6�
58 ノーザンリバー 牡5鹿 57 四位 洋文林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 486＋201：11．9クビ 44．3�
712 カシノインカローズ 牝4鹿 55 酒井 学柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 448－ 2 〃 クビ 50．5	
59 サマーソング 牝6鹿 55 国分 恭介セゾンレースホース
 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム 462＋ 21：12．0クビ 216．6�
34 	 シゲルソウサイ 牡5鹿 57 小牧 太森中 蕃氏 湯窪 幸雄 米 F & F In-

vestments 512＋12 〃 クビ 23．4�
35 ワンダースピンドル 牡5黒鹿57 C．デムーロ 山本 信行氏 小崎 憲 新ひだか 米田牧場 482－ 41：12．21 9．3

（伊）

47 カフェシュプリーム 牡4鹿 57 岩田 康誠西川 光一氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 500－141：12．41� 4．2�
46 コウエイフラッシュ �7鹿 57 三浦 皇成西岡 静男氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 486＋ 2 〃 クビ 31．1�
713 ズ ン ダ モ チ 牡7芦 57 藤田 伸二吉田 哲哉氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 546－ 21：12．5クビ 14．7�
11 オーラレガーレ 牝5青鹿55 幸 英明吉田 照哉氏 野中 賢二 千歳 社台ファーム 468＋ 81：12．92� 51．8�
611 チャンピオンラブ 牡7青鹿57 蛯名 正義坪野谷和平氏 柄崎 孝 新冠 川上 悦夫 490－101：13．21
 91．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 40，306，100円 複勝： 76，418，500円 枠連： 28，081，100円
馬連： 114，092，400円 馬単： 67，034，800円 ワイド： 46，726，800円
3連複： 153，585，300円 3連単： 283，183，600円 計： 809，428，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 1，280円 � 1，020円 枠 連（2－8） 3，450円

馬 連 �� 10，090円 馬 単 �� 14，120円

ワ イ ド �� 2，710円 �� 1，930円 �� 18，360円

3 連 複 ��� 91，270円 3 連 単 ��� 371，210円

票 数

単勝票数 計 403061 的中 � 138236（1番人気）
複勝票数 計 764185 的中 � 267894（1番人気）� 10750（12番人気）� 13721（10番人気）
枠連票数 計 280811 的中 （2－8） 6016（10番人気）
馬連票数 計1140924 的中 �� 8352（27番人気）
馬単票数 計 670348 的中 �� 3506（36番人気）
ワイド票数 計 467268 的中 �� 4262（23番人気）�� 6077（16番人気）�� 614（82番人気）
3連複票数 計1535853 的中 ��� 1242（144番人気）
3連単票数 計2831836 的中 ��� 563（661番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．9―12．0―12．1―12．5

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダッシャーワン �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 Miswaki デビュー 2010．9．20 阪神3着

2008．5．5生 牡5栗 母 ネ ガ ノ 母母 Madame Treasurer 14戦4勝 賞金 58，313，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※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。



07083 3月16日 晴 良 （25阪神1）第7日 第11競走 ��
��2，000�

わ か ば

若葉ステークス
発走15時35分 （皐月賞トライアル） （芝・右）
3歳；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 19，000，000円 7，600，000円 4，800，000円 2，900，000円 1，900，000円
付 加 賞 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

66 レッドルーラー 牡3鹿 56 川田 将雅 �東京ホースレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 486＋ 22：00．7 15．2�
79 クラウンレガーロ 牡3栗 56 三浦 皇成矢野 悦三氏 日吉 正和 新冠 大栄牧場 452± 02：00．8� 27．1�
55 サトノノブレス 牡3黒鹿56 A．シュタルケ 里見 治氏 池江 泰寿 洞爺湖 メジロ牧場 490－ 42：01．11� 5．0�

（独）

11 インパラトール 牡3鹿 56 C．デムーロ 榊原源一郎氏 領家 政蔵 日高 前川ファーム 516＋16 〃 クビ 8．9�
（伊）

811 ナリタパイレーツ 牡3鹿 56 小牧 太�オースミ 宮本 博 新ひだか 岡田牧場 430± 0 〃 ハナ 13．6�
44 マズルファイヤー 牡3青鹿56 秋山真一郎 	キャロットファーム 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 542－ 42：01．2クビ 7．7

33 ダンツアトラス 牡3鹿 56 藤田 伸二山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか フジワラフアーム 476± 02：01．52 69．1�
810 メイケイペガスター 牡3青 56 藤岡 佑介名古屋競馬� 木原 一良 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488－ 22：01．81� 2．7�
78 レコンダイト 牡3黒鹿56 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 448－ 82：01．9� 68．9
67 アドマイヤドバイ 牡3鹿 56 福永 祐一近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 444＋ 22：02．11	 5．4�
22 アルヴェロン 牡3黒鹿56 蛯名 正義 	社台レースホース小島 茂之 千歳 社台ファーム 490－ 62：02．52� 17．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 79，103，500円 複勝： 128，462，300円 枠連： 42，831，900円
馬連： 259，950，300円 馬単： 138，008，700円 ワイド： 87，174，500円
3連複： 314，743，100円 3連単： 647，214，100円 計： 1，697，488，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，520円 複 勝 � 400円 � 650円 � 210円 枠 連（6－7） 2，720円

馬 連 �� 14，930円 馬 単 �� 29，490円

ワ イ ド �� 3，470円 �� 1，170円 �� 2，200円

3 連 複 ��� 24，670円 3 連 単 ��� 214，770円

票 数

単勝票数 計 791035 的中 � 41189（7番人気）
複勝票数 計1284623 的中 � 80101（6番人気）� 45564（9番人気）� 190630（3番人気）
枠連票数 計 428319 的中 （6－7） 11664（13番人気）
馬連票数 計2599503 的中 �� 12852（39番人気）
馬単票数 計1380087 的中 �� 3454（75番人気）
ワイド票数 計 871745 的中 �� 6071（36番人気）�� 18935（15番人気）�� 9692（28番人気）
3連複票数 計3147431 的中 ��� 9417（72番人気）
3連単票数 計6472141 的中 ��� 2224（509番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．7―12．6―11．5―12．2―12．0―11．8―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．0―36．7―49．3―1：00．8―1：13．0―1：25．0―1：36．8―1：48．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．7―3F35．7
1
3
4，9，11，5，3，7，6，1，8，10－2・（4，11）（9，5，10）（7，8）（3，1）6，2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

レッドルーラー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Garde Royale デビュー 2012．11．18 京都4着

2010．2．12生 牡3鹿 母 ガゼルロワイヤル 母母 Beautywal 5戦3勝 賞金 36，441，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりレッドルーラー号・クラウンレガーロ号は，皐月賞（GⅠ）競走に優先出走できる。
※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。

07084 3月16日 晴 良 （25阪神1）第7日 第12競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走16時10分 （ダート・右）

牝，1000万円以下；負担重量は，55�

本 賞 9，900，000円 4，000，000円 2，000，000
2，000，000

円
円 990，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

58 タイキソレイユ 牝4黒鹿55 藤岡 佑介�大樹ファーム 作田 誠二 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 442± 01：24．8 4．3�

610 トップオブザヘヴン 牝6黒鹿55 太宰 啓介�グランド牧場 本田 優 新ひだか グランド牧場 476＋12 〃 クビ 19．0�
47 デアリングプライド 牝4鹿 55 岩田 康誠 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 484＋ 81：24．9クビ 3．2�
712 ケ イ ト 牝5黒鹿55 秋山真一郎吉田 和子氏 岡田 稲男 新冠 ハシモトフアーム 460＋ 2 〃 同着 4．2�
35 ナムラアピア 牝4芦 55 幸 英明奈村 信重氏 福島 信晴 日高 ナカノファーム 476－141：25．11� 7．6�
46 � ラヴィーズバード 牝4鹿 55 蛯名 正義藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 B432－101：25．2クビ 19．9	
814 メイショウボヌス 牝6栗 55 四位 洋文松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 502± 01：25．73 53．3

34 メイショウスズラン 牝6栗 55 熊沢 重文松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 富田牧場 508＋ 21：25．8� 36．0�
815� アートオブビーン 牝6鹿 55 岡田 祥嗣岡田 隆寛氏 小原伊佐美 日高 日高大洋牧場 456－141：26．01	 83．6�
22 � ピンクピアリス 牝5鹿 55 小林 徹弥池田 實氏 目野 哲也 新ひだか フジワラフアーム 468＋ 31：26．1クビ 431．8
59 アルディートプリエ 牝4黒鹿55 三浦 皇成吉岡 泰治氏 松山 将樹 浦河 ヒダカフアーム 484－ 21：26．63 25．1�
611 テーオールネサンス 牝6鹿 55 小牧 太小笹 公也氏 笹田 和秀 日高 ヤナガワ牧場 474－161：26．7� 74．8�
23 キンショーオーロラ 牝5青 55 国分 恭介礒野日出夫氏 中村 均 新ひだか 本桐牧場 440－ 81：26．8� 212．4�
11 ボストンサクラ 牝4黒鹿55 福永 祐一ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 440－ 81：27．11� 10．9�
713 シニスタークイーン 牝4黒鹿 55

52 ▲岩崎 翼�宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 444＋ 21：27．73� 36．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 32，929，500円 複勝： 48，570，100円 枠連： 24，710，600円
馬連： 97，273，800円 馬単： 55，574，900円 ワイド： 38，371，500円
3連複： 127，036，100円 3連単： 235，213，000円 計： 659，679，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 120円 � 200円 �
�

110円
120円 枠 連（5－6） 2，160円

馬 連 �� 3，120円 馬 単 �� 4，590円

ワ イ ド �� 440円 ��
��

190円
280円

��
��

480円
690円

3 連 複 ���
���

1，360円
2，200円 3 連 単 ���

���
9，390円
13，890円

票 数

単勝票数 計 329295 的中 � 60811（3番人気）
複勝票数 計 485701 的中 �

�
85110
83846

（2番人気）
（3番人気）

� 30847（6番人気）� 110707（1番人気）

枠連票数 計 247106 的中 （5－6） 8456（10番人気）
馬連票数 計 972738 的中 �� 23063（11番人気）
馬単票数 計 555749 的中 �� 8937（16番人気）
ワイド票数 計 383715 的中 ��

��
11942
10678

（9番人気）
（10番人気）

��
��

38213
7144
（1番人気）
（15番人気）

�� 21895（3番人気）

3連複票数 計1270361 的中 ��� 34865（7番人気）��� 21160（11番人気）
3連単票数 計2352130 的中 ��� 9257（46番人気）��� 6242（76番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．5―11．9―12．2―12．5―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．6―35．1―47．0―59．2―1：11．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイキソレイユ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー 2012．1．22 京都6着

2009．4．1生 牝4黒鹿 母 タイキトゥインクル 母母 サブミッション 7戦3勝 賞金 24，600，000円
※出走取消馬 マイユクール号（疾病〔右前肢フレグモーネ〕のため）
※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。
（非抽選馬） 3頭 オメガセニョリーナ号・セイラ号・ラヴフェアリー号



（25阪神1）第7日 3月16日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 163頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

205，790，000円
2，080，000円
7，860，000円
1，200，000円
18，420，000円
60，989，000円
4，912，800円
1，564，800円

勝馬投票券売得金
342，302，800円
616，826，200円
190，551，900円
843，969，400円
537，939，900円
354，025，500円
1，109，368，000円
2，159，164，800円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 6，154，148，500円

総入場人員 13，309名 （有料入場人員 12，580名）
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