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10025 3月30日 晴 良 （25阪神2）第3日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走9時55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

11 セカイノカナ 牝3芦 54 C．デムーロ 泉 一郎氏 飯田 雄三 新ひだか 坂本牧場 438＋ 61：55．9 1．6�
（伊）

69 カ ノ ン 牝3鹿 54
51 ▲原田 敬伍 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 452＋ 61：56．0� 18．4�
34 スプリングデジレ 牝3鹿 54 国分 優作加藤 春夫氏 目野 哲也 様似 清水 誠一 454＋ 41：56．42� 8．4�
813 オクターブユニゾン 牝3鹿 54 松山 弘平 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 466＋ 41：56．71� 10．3�
33 ドリームクリスタル 牝3鹿 54 川田 将雅吉田 和美氏 吉田 直弘 洞爺湖 メジロ牧場 458 ―1：57．55 47．6	
22 メモリーロワジール 牝3栗 54 古川 吉洋�シンザンクラブ 武田 博 浦河 谷川牧場 484＋ 6 〃 アタマ 12．5

712 サマニトップレディ 牝3鹿 54 福永 祐一�渡辺牧場 加藤 敬二 様似 様似渡辺牧場 440＋ 4 〃 アタマ 9．1�
711 ターフジェニック 牝3鹿 54 D．バルジュー 釘田 秀一氏 藤沢 則雄 新冠 マリオステー

ブル 476＋ 61：57．81� 16．8�
（伊）

58 コリエドペルル 牝3黒鹿 54
51 ▲城戸 義政和田 容子氏 荒川 義之 日高 シンボリ牧場 450± 01：58．11� 84．4

45 ハッピーポケット 牝3黒鹿 54
52 △中井 裕二馬場 幸夫氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 454＋ 21：58．31� 54．8�

610 ダイヤモンドベリー 牝3鹿 54 和田 竜二青山 洋一氏 千田 輝彦 安平 追分ファーム 494± 0 〃 アタマ 86．0�
57 トーホウガーネット 牝3青鹿 54

52 △菱田 裕二東豊物産� 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 446－ 41：58．61� 207．5�
46 バーグペガサス 牝3栗 54 国分 恭介松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 下河辺牧場 466＋ 21：59．02� 55．5�
814 プリンセスナナミ 牝3栗 54

51 ▲長岡 禎仁吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 538－ 62：01．1大差 235．8�
（14頭）

売 得 金
単勝： 16，003，500円 複勝： 65，972，900円 枠連： 9，911，400円
馬連： 32，669，100円 馬単： 27，760，400円 ワイド： 20，258，500円
3連複： 55，232，100円 3連単： 99，156，000円 計： 326，963，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 250円 � 180円 枠 連（1－6） 1，170円

馬 連 �� 1，150円 馬 単 �� 1，580円

ワ イ ド �� 390円 �� 250円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 1，920円 3 連 単 ��� 7，390円

票 数

単勝票数 計 160035 的中 � 82816（1番人気）
複勝票数 計 659729 的中 � 463986（1番人気）� 24780（5番人気）� 42419（2番人気）
枠連票数 計 99114 的中 （1－6） 6289（5番人気）
馬連票数 計 326691 的中 �� 21124（5番人気）
馬単票数 計 277604 的中 �� 12998（5番人気）
ワイド票数 計 202585 的中 �� 12822（4番人気）�� 23491（1番人気）�� 4293（11番人気）
3連複票数 計 552321 的中 ��� 21249（7番人気）
3連単票数 計 991560 的中 ��� 9909（19番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―13．6―13．3―13．2―12．8―12．8―12．5―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―37．8―51．1―1：04．3―1：17．1―1：29．9―1：42．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．6―3F38．8
1
3
・（4，5）（1，12，14）（6，8）11（9，13）（3，10）7－2
4－（1，5，12）（6，8，14）11（9，13）10，7（3，2）

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

勝馬の
紹 介

セカイノカナ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2012．10．1 阪神5着

2010．3．13生 牝3芦 母 スナークサクセス 母母 ニジンスキーセンチメント 9戦1勝 賞金 11，000，000円
〔騎手変更〕 コリエドペルル号の騎手川島信二は，負傷のため城戸義政に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プリンセスナナミ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年4月30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。

10026 3月30日 晴 良 （25阪神2）第3日 第2競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走10時25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

12 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 486－ 61：13．4 4．0�
815� ミリアグラシア 牝3栗 54 福永 祐一杉浦 正彦氏 千田 輝彦 米 Brereton

C. Jones 486－ 2 〃 ハナ 3．2�
713 カ ト ラ ス �3芦 56 熊沢 重文村上 稔氏 大橋 勇樹 小清水 千島北斗牧場 450－ 21：13．5	 4．6�
714 メイショウゴウワン 牡3鹿 56 武 幸四郎松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 近藤牧場 458± 01：13．71
 13．9�
47 ハナズインパルス 牝3黒鹿54 C．デムーロ M．タバート氏 牧浦 充徳 新冠 松浦牧場 456－101：13．9	 7．8�

（伊）

611 サカジロリュウオー 牡3栗 56 松山 弘平ロイヤルパーク 西橋 豊治 日高 庫宝牧場 470 ―1：14．0	 72．9�
612 ヤマノダイヤ 牝3青鹿54 高倉 稜澤村 敏雄氏 崎山 博樹 むかわ 上水牧場 456± 01：14．21� 70．2	
59 タンティヴィー 牡3栗 56 国分 恭介
髙昭牧場 野村 彰彦 浦河 野村 正 488 ―1：14．4	 57．4�
510� ゴールデンステッキ 牡3栗 56 藤岡 康太小川 勲氏 藤岡 健一 米 Liberation Farm &

Brandywine Farm B490－ 41：14．61� 10．0�
35 ヴェールフォンセ 牝3鹿 54 国分 優作吉田 修氏 梅内 忍 新冠 武田 修一 388± 01：14．81� 366．6
23 アイファーシャトー 牡3鹿 56 太宰 啓介中島 稔氏 坪 憲章 新ひだか 野表 篤夫 400＋ 81：15．11	 190．4�
816 ツ ヤ マ ル 牡3鹿 56 川須 栄彦一村 哲也氏 白井 寿昭 新冠 土井牧場 456± 01：15．31� 15．2�
36 アスカリンカーン 牝3鹿 54

51 ▲長岡 禎仁神田 紘爾氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 428＋ 41：15．61	 65．9�
24 � シゲルサジタリアス 牡3黒鹿56 D．バルジュー 森中 蕃氏 西園 正都 米

G. Watts Humphrey Jr. & Lou-
ise Ireland Humphrey Revoca-
ble Trust －2

490＋101：15．81
 31．6�
（伊）

11 キョウワマイスター �3鹿 56
54 △菱田 裕二
協和牧場 角田 晃一 新冠 協和牧場 458 ―1：16．01� 107．8�

48 カシノビッグベン 牡3栗 56 竹之下智昭柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 502± 01：16．32 436．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 16，327，000円 複勝： 28，703，000円 枠連： 11，370，800円
馬連： 35，901，700円 馬単： 25，376，500円 ワイド： 18，781，300円
3連複： 53，396，200円 3連単： 82，737，100円 計： 272，593，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 140円 � 130円 � 150円 枠 連（1－8） 520円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 1，390円

ワ イ ド �� 230円 �� 350円 �� 260円

3 連 複 ��� 870円 3 連 単 ��� 4，430円

票 数

単勝票数 計 163270 的中 � 32933（2番人気）
複勝票数 計 287030 的中 � 53264（2番人気）� 67996（1番人気）� 49542（3番人気）
枠連票数 計 113708 的中 （1－8） 16288（2番人気）
馬連票数 計 359017 的中 �� 42701（1番人気）
馬単票数 計 253765 的中 �� 13479（3番人気）
ワイド票数 計 187813 的中 �� 21520（1番人気）�� 12383（3番人気）�� 18601（2番人気）
3連複票数 計 533962 的中 ��� 45571（1番人気）
3連単票数 計 827371 的中 ��� 13812（4番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―12．3―12．2―11．9―12．7

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．1―3F36．8
3 ・（12，13）14（4，10，15）（7，9，16）2，5（1，11）－3，6，8 4 ・（12，13）14（4，10，15）（7，9）16，2，5（1，11）－3－6，8
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ブ ッ ト バ セ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2012．9．23 阪神11着

2010．4．4生 牡3栗 母 ミリオンベル 母母 ミナミノバレッツ 6戦1勝 賞金 5，750，000円
〔発走状況〕 シゲルサジタリアス号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔制裁〕 ブットバセ号の騎手浜中俊は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金100，000円。（被害馬：16番）
※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。

第２回 阪神競馬 第３日



10027 3月30日 晴 良 （25阪神2）第3日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時55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

48 サダムダイジョウブ 牡3青 56 川田 将雅大西 定氏 松田 博資 池田（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 486＋ 41：55．2 3．5�

612 レッドサクセサー 牡3青鹿56 C．デムーロ �東京ホースレーシング 角居 勝彦 平取 坂東牧場 526＋ 81：55．52 4．2�
（伊）

59 サンライズワールド 牡3栗 56 和田 竜二松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 456－ 21：55．6クビ 6．2�
36 ゴールデンヒーロー 牡3鹿 56 国分 恭介有限会社シルク北出 成人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474－ 21：55．7� 33．2�
35 ウ ル フ 牡3黒鹿56 秋山真一郎�ターフ・スポート野村 彰彦 浦河 鵜木 唯義 460± 01：55．8� 95．9	
713 ナムラマンジロウ 牡3栗 56 福永 祐一奈村 信重氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 494＋ 81：55．9クビ 4．6

11 ハギノサキガチ 牡3鹿 56 池添 謙一日隈 良江氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ B448－ 21：56．0� 12．4�
714 トウケイポイント 牡3芦 56 松山 弘平木村 信彦氏 池添 兼雄 新ひだか 下屋敷牧場 506－ 61：56．1クビ 10．9�
611 コンゴウセイウン 牡3青鹿56 D．バルジュー 金岡 久夫氏 宮 徹 新ひだか 藤川フアーム 508－ 8 〃 ハナ 10．4

（伊）

815 マルシゲキング 牡3黒鹿 56
53 ▲長岡 禎仁坂東島繁藤氏 武田 博 鹿児島 坂東島 繁藤 444－ 21：56．31� 64．0�

47 カツトラマン 牡3鹿 56 国分 優作北側 雅勝氏 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 518－ 61：56．51� 106．8�
24 タニノマンボ 牡3鹿 56

54 △菱田 裕二谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか カントリー牧場 464－ 61：56．81� 194．0�
23 シゲルウミヘビザ 牡3鹿 56 太宰 啓介森中 蕃氏 加藤 敬二 新ひだか 出羽牧場 464＋ 21：57．43� 157．4�
12 メタリックゴールド 牡3栗 56 水口 優也 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小原伊佐美 新ひだか 井高牧場 474＋ 21：58．14 386．5�
510 スタンドオントップ 牡3鹿 56 酒井 学 �サンデーレーシング 清水 出美 安平 追分ファーム 472－ 41：58．63 238．4�
816 シゲルミズヘビザ 牡3黒鹿56 古川 吉洋森中 蕃氏 梅内 忍 新ひだか 岡田 猛 510＋ 81：59．77 443．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，991，400円 複勝： 46，069，000円 枠連： 13，858，800円
馬連： 44，958，200円 馬単： 31，845，900円 ワイド： 24，394，700円
3連複： 73，988，000円 3連単： 107，898，100円 計： 364，004，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 140円 � 160円 � 160円 枠 連（4－6） 520円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 1，270円

ワ イ ド �� 250円 �� 300円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，030円 3 連 単 ��� 5，420円

票 数

単勝票数 計 209914 的中 � 48086（1番人気）
複勝票数 計 460690 的中 � 100236（1番人気）� 71887（4番人気）� 75246（2番人気）
枠連票数 計 138588 的中 （4－6） 19900（1番人気）
馬連票数 計 449582 的中 �� 51325（1番人気）
馬単票数 計 318459 的中 �� 18609（2番人気）
ワイド票数 計 243947 的中 �� 26371（1番人気）�� 20333（2番人気）�� 12470（5番人気）
3連複票数 計 739880 的中 ��� 53169（2番人気）
3連単票数 計1078981 的中 ��� 14718（3番人気）

ハロンタイム 13．1―11．4―13．8―13．2―13．4―13．3―12．5―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．5―38．3―51．5―1：04．9―1：18．2―1：30．7―1：42．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．3―3F37．0
1
3
13（8，15）（9，12）5（6，16）（2，7，14）（3，11）1，10，4
13（8，15）（5，12）（9，16）（6，14）7（3，11）10，1（2，4）

2
4
13（8，15）（5，9，12）（6，16）（2，7）（3，11，14）1，10－4・（13，8，15，12）（5，9）（6，14）（7，11，16）3（1，10）（2，4）

勝馬の
紹 介

サダムダイジョウブ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Alzao デビュー 2012．11．10 京都5着

2010．3．25生 牡3青 母 ブ リ ア ン ダ 母母 Gracious Line 6戦1勝 賞金 11，750，000円
〔発走状況〕 トウケイポイント号は，枠入り不良。

サダムダイジョウブ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
コンゴウセイウン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。発走地点で馬装整備。危険防止のため外枠から発走。
発走時刻7分遅延。

〔調教再審査〕 コンゴウセイウン号・トウケイポイント号は，発走調教再審査。
※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。

10028 3月30日 晴 良 （25阪神2）第3日 第4競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走11時25分 （芝・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
1：19．9
1：19．0

良
良

713 リスヴェリアート 牡3鹿 56 C．デムーロ �G1レーシング 松元 茂樹 安平 追分ファーム 434＋ 41：21．9 3．2�
（伊）

510 サダムコーテイ 牡3鹿 56 川田 将雅大西 定氏 西園 正都 浦河（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 486－ 2 〃 ハナ 3．3�

715 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 466－ 41：22．11� 11．4�
35 レッドムーヴ 牝3鹿 54 藤岡 康太 �東京ホースレーシング 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 438－ 61：22．2� 20．1�
818 ア メ リ 牝3栗 54 浜中 俊 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 420－ 61：22．41 4．4	
612 ウインドエーデル 牡3鹿 56 松山 弘平福原 正博氏 鈴木 孝志 新ひだか 岡田スタツド 466± 0 〃 クビ 28．0

23 	 リアルアーネスト 牝3栗 54 国分 恭介�グランド牧場 坪 憲章 米 Yoshiyuki Ito 420－101：22．5クビ 17．8�
12 ノ イ 牝3鹿 54 武 幸四郎平山 靖氏 千田 輝彦 安平 ノーザンファーム 436－121：22．6
 47．5�
36 キングアルフォンス 牡3鹿 56 北村 友一金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 日高 日高大洋牧場 438 ―1：22．7
 18．2
48 パープルルビー 牝3黒鹿54 小坂 忠士中野 銀十氏 境 直行 日高 藤本ファーム 448＋ 6 〃 クビ 65．7�
611 ケージーサクランボ 牝3黒鹿 54

51 ▲城戸 義政川井 五郎氏 飯田 雄三 新冠 岩見牧場 408－ 61：22．91� 468．6�
59 ステラインベレッタ 牝3栗 54

52 △中井 裕二加藤 信之氏 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 418 ―1：23．0クビ 432．6�
817 ド ヴ ェ ル グ 牡3鹿 56

53 ▲岩崎 翼岡 浩二氏 宮本 博 新冠 アラキフアーム 460－ 41：23．42� 45．1�
47 クリノサンタクルス 牡3鹿 56 中舘 英二栗本 博晴氏 高橋 義忠 日高 川島 良一 468 ―1：23．72 21．5�
24 スリーサンローズ 牝3栗 54 高倉 稜永井商事� 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 398－101：23．91� 272．7�
816 イスタンブール 牝3青鹿 54

52 △菱田 裕二近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 446 ―1：24．11� 67．6�
11 キリノトップジョー 牝3鹿 54

51 ▲長岡 禎仁�アサヒクラブ 中尾 秀正 浦河 本巣 敦 412－ 41：24．2
 305．4�
714 キュウジツジュリア �3鹿 56 鮫島 良太副島 義久氏 加用 正 日高 下河辺牧場 472－261：24．62� 316．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 20，036，700円 複勝： 38，485，000円 枠連： 13，114，200円
馬連： 45，411，500円 馬単： 31，116，000円 ワイド： 25，292，000円
3連複： 63，978，500円 3連単： 105，504，900円 計： 342，938，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 130円 � 140円 � 210円 枠 連（5－7） 440円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 1，050円

ワ イ ド �� 220円 �� 590円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，720円 3 連 単 ��� 6，760円

票 数

単勝票数 計 200367 的中 � 49601（1番人気）
複勝票数 計 384850 的中 � 96060（1番人気）� 78471（2番人気）� 38257（4番人気）
枠連票数 計 131142 的中 （5－7） 22274（1番人気）
馬連票数 計 454115 的中 �� 66652（1番人気）
馬単票数 計 311160 的中 �� 21889（2番人気）
ワイド票数 計 252920 的中 �� 34267（1番人気）�� 9340（5番人気）�� 14300（4番人気）
3連複票数 計 639785 的中 ��� 27556（3番人気）
3連単票数 計1055049 的中 ��� 11525（11番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．5―35．3―47．1―58．9―1：10．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F34．8
3 ・（1，3）12（2，11）18（8，10）（9，5，13）（6，15）（17，7）4（14，16） 4 ・（1，3）12，2（11，18）（8，10，13）（9，5，15）（6，7）（17，16）（4，14）

勝馬の
紹 介

リスヴェリアート �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．3．2 阪神3着

2010．5．13生 牡3鹿 母 バレエブラン 母母 ニ キ ー ヤ 2戦1勝 賞金 6，500，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時30分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 エンジェルベイビー号
（非抽選馬） 7頭 アティトラン号・ヴィラデステ号・サチノリーダース号・フェアリーシチー号・ブラッキーピサ号・マイネノンノ号・

リュクスエンブレム号
※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。



10029 3月30日 晴 良 （25阪神2）第3日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時15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
1：44．7
1：44．1

良
良

510 アウトオブシャドウ 牡3栗 56 川田 将雅飯塚 知一氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 460＋ 61：47．7 26．3�
59 � ゴ ド リ ー 牡3栗 56 C．デムーロ 林 正道氏 松田 国英 米 Sanford R.

Robertson 500＋ 6 〃 クビ 1．2�
（伊）

715 ト ル ス ト イ 牡3鹿 56
54 △菱田 裕二近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 472± 01：47．91� 11．1�

818 ヒロノプリンス 牡3鹿 56 国分 優作サンエイ開発� 村山 明 日高 オリオンファーム 446－ 81：48．0	 635．0�
23 ラガーライオン 牡3鹿 56 国分 恭介奥村 啓二氏 柴田 政見 安平 
橋本牧場 466＋ 21：48．42� 385．7�
47 ミッキータイガー 牡3鹿 56 小牧 太野田みづき氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 480－ 61：48．5クビ 23．0	
713 エーシンゴーゴー 牡3鹿 56 福永 祐一�栄進堂 松元 茂樹 安平 追分ファーム 504± 0 〃 クビ 14．9

24 シャイニーデイズ 牡3鹿 56 岡田 祥嗣小林 昌志氏 平田 修 平取 雅 牧場 476－ 21：48．71� 15．0�
36 � エーシンザホット 牡3鹿 56 松山 弘平�栄進堂 北出 成人 仏 Haras du

Quesnay 480－ 2 〃 アタマ 26．6�
817 ヤマノレガロ 牡3鹿 56 和田 竜二山住 勲氏 千田 輝彦 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム 436－141：48．91� 94．2
611 ポールシッター 牡3青鹿56 川須 栄彦平川 浩之氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド 454＋ 41：49．0クビ 26．8�
816 カムイミンタラ 牡3鹿 56 秋山真一郎 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 486－121：49．21� 215．2�
48 ヒカリサスペンス 牡3鹿 56 池添 謙一�ヒカリクラブ 牧田 和弥 新ひだか 前谷 武志 468－ 4 〃 ハナ 61．4�
612 リ ュ ベ ロ ン �3栃栗56 北村 友一吉田 勝己氏 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 434－161：49．3クビ 404．7�
714 トウカイルノン 牡3黒鹿 56

53 ▲原田 敬伍内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 446－101：50．36 480．3�
35 アグネスエッジ 牡3鹿 56 藤田 伸二渡辺 孝男氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 456 ―1：50．51� 217．0�
11 トウケイウイン 牡3黒鹿56 中舘 英二木村 信彦氏 飯田 明弘 新ひだか 中村 和夫 426－ 81：50．82 150．9�
12 ランドマーキュリー 牡3栗 56 藤岡 佑介木村 昌三氏 安達 昭夫 新冠 ハクツ牧場 502 ―1：51．01� 471．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 38，516，100円 複勝： 134，960，600円 枠連： 15，174，700円
馬連： 52，299，300円 馬単： 49，586，000円 ワイド： 32，284，100円
3連複： 78，689，000円 3連単： 166，311，200円 計： 567，821，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，630円 複 勝 � 320円 � 100円 � 210円 枠 連（5－5） 1，040円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 3，820円

ワ イ ド �� 420円 �� 1，140円 �� 260円

3 連 複 ��� 1，930円 3 連 単 ��� 22，740円

票 数

単勝票数 計 385161 的中 � 11564（6番人気）
複勝票数 計1349606 的中 � 32171（6番人気）� 1027444（1番人気）� 59506（2番人気）
枠連票数 計 151747 的中 （5－5） 10826（5番人気）
馬連票数 計 522993 的中 �� 42621（4番人気）
馬単票数 計 495860 的中 �� 9593（12番人気）
ワイド票数 計 322841 的中 �� 19138（4番人気）�� 6077（13番人気）�� 35218（1番人気）
3連複票数 計 786890 的中 ��� 30138（5番人気）
3連単票数 計1663112 的中 ��� 5398（72番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―12．2―12．4―12．5―12．4―11．9―10．5―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．4―36．6―49．0―1：01．5―1：13．9―1：25．8―1：36．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F33．8
3 13，14，18（15，17）（2，6，9）（3，10）7（4，11）8，12（1，16）5 4 ・（13，14）18，15，17（2，6，9）（3，10）7（4，11）（8，12）16，1，5

勝馬の
紹 介

アウトオブシャドウ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Sri Pekan デビュー 2012．12．15 阪神4着

2010．2．9生 牡3栗 母 ルンバロッカ 母母 Rumba Azul 3戦1勝 賞金 6，100，000円
〔騎手変更〕 トウケイウイン号の騎手川島信二は，負傷のため中舘英二に変更。
〔制裁〕 トウカイルノン号の騎手原田敬伍は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 エリック号
※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。

10030 3月30日 晴 良 （25阪神2）第3日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時45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

44 キンショータイム 牡3栗 56
54 △菱田 裕二礒野日出夫氏 中村 均 厚真 阿部 栄乃進 476－ 41：53．1 24．8�

77 スターソード 牡3鹿 56 D．バルジュー 村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 498＋ 8 〃 クビ 6．7�
（伊）

11 パーフェクトスコア 牡3青鹿56 松山 弘平 �キャロットファーム 高野 友和 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 480－ 61：53．52� 4．7�

89 ナムララオウ 牡3栗 56 福永 祐一奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 484＋101：53．6クビ 4．7�
88 シ ュ ミ ッ ト 牡3芦 56 川田 将雅杉山 忠国氏 松田 博資 新ひだか 畠山牧場 472－ 2 〃 クビ 74．3�
22 オ レ ア リ ア 牡3黒鹿56 浜中 俊 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 502－ 21：53．7� 2．0	
55 グランプリダッシュ 牡3鹿 56 C．デムーロ
グランプリ 森 秀行 日高 目黒牧場 490＋ 41：54．76 63．4�

（伊）

66 テイエムオオラジャ 牡3鹿 56 和田 竜二竹園 正繼氏 柴田 光陽 日高 新井 昭二 530± 01：56．08 27．2�
33 � アプローチング 牡3栗 54 小牧 太窪田 康志氏 白井 寿昭 豪 Stud Consult-

ants Pty Ltd 482± 01：57．9大差 17．3
（9頭）

売 得 金
単勝： 30，354，400円 複勝： 47，121，100円 枠連： 9，057，500円
馬連： 46，874，500円 馬単： 39，439，000円 ワイド： 24，404，100円
3連複： 62，881，900円 3連単： 153，054，800円 計： 413，187，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，480円 複 勝 � 340円 � 290円 � 200円 枠 連（4－7） 5，690円

馬 連 �� 4，910円 馬 単 �� 13，160円

ワ イ ド �� 930円 �� 620円 �� 520円

3 連 複 ��� 3，130円 3 連 単 ��� 42，820円

票 数

単勝票数 計 303544 的中 � 9649（6番人気）
複勝票数 計 471211 的中 � 33107（5番人気）� 40629（4番人気）� 73399（3番人気）
枠連票数 計 90575 的中 （4－7） 1176（18番人気）
馬連票数 計 468745 的中 �� 7057（17番人気）
馬単票数 計 394390 的中 �� 2212（39番人気）
ワイド票数 計 244041 的中 �� 6237（13番人気）�� 9810（8番人気）�� 11990（6番人気）
3連複票数 計 628819 的中 ��� 14869（12番人気）
3連単票数 計1530548 的中 ��� 2638（135番人気）

ハロンタイム 12．8―11．7―13．0―12．0―12．0―12．3―12．6―12．8―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．5―37．5―49．5―1：01．5―1：13．8―1：26．4―1：39．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．6―3F39．3
1
3
・（6，7）（3，4，5）8（2，9）1・（6，7）＝4（3，5）（2，8）1，9

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キンショータイム �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2012．8．19 札幌7着

2010．4．20生 牡3栗 母 ギンマクノヨウセイ 母母 オギティファニー 12戦2勝 賞金 18，600，000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。



10031 3月30日 晴 良 （25阪神2）第3日 第7競走 ��
��1，400�サラブレッド系4歳以上

発走13時15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

69 � ミリオンヴォルツ 牡4鹿 57 松山 弘平林 正道氏 高野 友和 米 WinStar
Farm LLC 484＋ 21：25．1 4．1�

46 サウンドレーサー 牡4黒鹿57 国分 恭介増田 雄一氏 佐藤 正雄 浦河 富田牧場 466＋ 4 〃 アタマ 13．6�
813	 ツルオカハチマン 牡4鹿 57 福永 祐一居城 要氏 大久保龍志 新冠 北勝ファーム 504－ 21：25．2
 6．8�
33 	 タガノレガーロ 牡5鹿 57 浜中 俊八木 昌司氏 吉村 圭司 浦河 駿河牧場 470－ 41：25．41� 85．1�
34 ペガサスヒルズ 牡6栗 57 川田 将雅吉村 敏治氏 鮫島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 B478± 0 〃 クビ 2．6�
58 	 サウンドブレーヴ 牡4栗 57 太宰 啓介増田 雄一氏 安達 昭夫 浦河 林 孝輝 480± 01：25．72 96．8�
22 クラヴィコード 牝6栗 55

52 ▲岩崎 翼広尾レース	 小崎 憲 様似 中脇 一幸 468＋131：25．8クビ 218．1

814	 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± 01：26．01� 21．1�
610 イ ー リ ス 牝4栗 55

53 △菱田 裕二 �キャロットファーム 岡田 稲男 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 502－ 21：26．21� 43．5

45 マイネルアルティマ 牡4芦 57 C．デムーロ 	サラブレッドクラブ
・ラフィアン 西園 正都 浦河 小島牧場 472＋ 21：26．41� 18．1�

（伊）

711 カネトシスタチュー 牡4青鹿57 熊沢 重文兼松 昌男氏 田中 章博 浦河 宮内牧場 474＋ 2 〃 クビ 59．9�
712	 アカネチャン 牝4鹿 55 荻野 要泉 一郎氏 西橋 豊治 新ひだか 坂本牧場 446＋ 61：26．93 63．0�
11 	 エスケイタイガー 牡4黒鹿57 国分 優作中島 稔氏 加藤 敬二 日高 日西牧場 446－111：27．0� 180．6�
57 バハドゥール 牡4鹿 57 岡田 祥嗣田所 英子氏 笹田 和秀 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500＋ 2 （競走中止） 4．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 25，405，600円 複勝： 58，231，400円 枠連： 14，524，900円
馬連： 55，009，700円 馬単： 38，955，500円 ワイド： 28，986，700円
3連複： 74，169，500円 3連単： 134，525，400円 計： 429，808，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 190円 � 400円 � 300円 枠 連（4－6） 1，410円

馬 連 �� 2，420円 馬 単 �� 4，850円

ワ イ ド �� 930円 �� 720円 �� 1，780円

3 連 複 ��� 5，760円 3 連 単 ��� 29，690円

票 数

単勝票数 計 254056 的中 � 48835（2番人気）
複勝票数 計 582314 的中 � 94326（2番人気）� 34100（5番人気）� 49109（4番人気）
枠連票数 計 145249 的中 （4－6） 7622（8番人気）
馬連票数 計 550097 的中 �� 16803（9番人気）
馬単票数 計 389555 的中 �� 5936（17番人気）
ワイド票数 計 289867 的中 �� 7706（11番人気）�� 10351（7番人気）�� 3868（19番人気）
3連複票数 計 741695 的中 ��� 9514（17番人気）
3連単票数 計1345254 的中 ��� 3344（85番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―12．2―12．3―12．4―11．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．8―36．0―48．3―1：00．7―1：12．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．1―3F36．8
3 ・（8，9）12（6，10）（5，4，13）11（2，14）（1，3） 4 ・（8，9，12）（6，10，3）（5，13，11）4，14，2，1

勝馬の
紹 介

�ミリオンヴォルツ �
�
父 Bluegrass Cat �

�
母父 Distorted Humor デビュー 2011．10．23 東京1着

2009．1．27生 牡4鹿 母 Racetothealtar 母母 Time for a Wedding 11戦2勝 賞金 21，420，000円
〔競走中止〕 バハドゥール号は，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。

10032 3月30日 晴 良 （25阪神2）第3日 第8競走 ��3，140�三木ホースランドパークジャンプステークス
発走13時50分 （ 芝 ）

4歳以上；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金700万円毎1�増
（財）三木山人と馬とのふれあいの森協会理事長賞（1着）

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード3：25．6良

58 モズハリケーン 牡5栗 61 林 満明北側 雅司氏 南井 克巳 浦河 バンダム牧場 514＋ 23：32．5 7．4�
45 メイショウヨウドウ �5黒鹿60 西谷 誠松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 464－ 63：32．71� 5．4�
69 ユウターチェイサー 牡5栗 60 金子 光希北前孔一郎氏 加用 正 新冠 中本牧場 460－ 2 〃 ハナ 15．5�
813 ルールプロスパー 牡8青鹿62 白浜 雄造儀賀 好子氏 北出 成人 浦河 岡崎牧場 484＋10 〃 クビ 4．8�
11 センシズバイオ 牡4栗 59 植野 貴也バイオ� 梅田 智之 平取 清水牧場 510± 03：33．12� 10．6�
57 アグネスミヌエット 牝8鹿 58 田村 太雅渡辺 孝男氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 432－ 63：33．52� 43．4	
34 メイショウブシドウ 牡4青鹿59 高田 潤松本 好雄氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 456－ 2 〃 ハナ 12．4

22 	 メイショウタクミ 牡7黒鹿60 黒岩 悠松本 好雄氏 武田 博 浦河 林 孝輝 490－103：34．35 65．5�
33 スズマーシャル 牡7栗 60 浜野谷憲尚成田 隆好氏 根本 康広 三石 小河 豊水 474＋ 43：34．4
 49．6�
712 リリースバージョン 牡6鹿 60 蓑島 靖典薗部 博之氏 宗像 義忠 安平 追分ファーム 476－ 63：35．46 144．0
814 サトノケンオー �6栗 61 熊沢 重文里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 480＋ 63：35．5� 3．9�
46 マルカファントム 牡5鹿 60 森 一馬河長産業� 松永 昌博 浦河 日の出牧場 448± 03：36．45 76．4�
610 シンワカントリー 牡5黒鹿61 小坂 忠士若尾 昭一氏 武 宏平 日高 エンドレス

ファーム 514＋ 63：39．3大差 32．8�
711 アグネスラナップ 牡8青 63 北沢 伸也渡辺 孝男氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 510＋10 （競走中止） 8．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 21，032，900円 複勝： 37，000，800円 枠連： 22，937，600円
馬連： 58，484，000円 馬単： 37，369，000円 ワイド： 28，290，300円
3連複： 85，988，700円 3連単： 136，623，800円 計： 427，727，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 250円 � 220円 � 380円 枠 連（4－5） 2，030円

馬 連 �� 2，330円 馬 単 �� 5，160円

ワ イ ド �� 860円 �� 940円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 7，540円 3 連 単 ��� 39，190円

票 数

単勝票数 計 210329 的中 � 22480（4番人気）
複勝票数 計 370008 的中 � 40022（4番人気）� 49658（3番人気）� 22956（8番人気）
枠連票数 計 229376 的中 （4－5） 8367（9番人気）
馬連票数 計 584840 的中 �� 18567（9番人気）
馬単票数 計 373690 的中 �� 5352（22番人気）
ワイド票数 計 282903 的中 �� 8196（10番人気）�� 7452（13番人気）�� 6107（19番人気）
3連複票数 計 859887 的中 ��� 8418（29番人気）
3連単票数 計1366238 的中 ��� 2573（138番人気）
上り 1マイル 1：45．9 4F 50．6－3F 37．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

モズハリケーン �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 リファーズウィッシュ デビュー 2010．10．31 京都7着

2008．4．13生 牡5栗 母 ウイッシュバンダム 母母 ダイナスクエア 障害：9戦3勝 賞金 44，208，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時55分に変更。
〔競走中止〕 アグネスラナップ号は，1号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 ルールプロスパー号の騎手白浜雄造は，決勝線手前での御法（騎乗ぶり）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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 シゲルキョクチョウ号
（非抽選馬） 2頭 オンワードシェルタ号・ビヨンドマックス号



10033 3月30日 晴 良 （25阪神2）第3日 第9競走 ��
��2，400�ア ザ レ ア 賞

発走14時25分 （芝・右・外）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 9，500，000円 3，800，000円 2，400，000円 1，400，000円 950，000円
付 加 賞 203，000円 58，000円 29，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．2
2：22．1

良
良

33 アドマイヤスピカ 牡3栗 56 福永 祐一近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 480± 02：29．6 2．5�
77 ウインアルザス 牡3鹿 56 C．デムーロ�ウイン 西園 正都 新冠 秋田牧場 498± 0 〃 ハナ 4．2�

（伊）

22 ライジングゴールド 牡3栗 56 川田 将雅 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 496－ 82：29．92 3．2�
66 ハマノグレード 牡3鹿 56 酒井 学浜井 弘至氏 服部 利之 新ひだか 坂本 春信 478－ 22：30．0クビ 22．8�
55 ペプチドアマゾン 牡3鹿 56 浜中 俊沼川 一彦氏 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 468－ 42：30．1� 8．2	
44 ジャングルパサー 牡3鹿 56 松山 弘平有限会社シルク山内 研二 新ひだか フジワラフアーム 488＋ 42：30．63 13．2

88 カノヤプレジデント �3鹿 56 国分 恭介神田 薫氏 谷 潔 登別 青藍牧場 462± 02：31．23	 76．0�
11 プライドイズメシア 牡3鹿 56 四位 洋文三枝 栄二氏 昆 貢 浦河 バンブー牧場 502± 02：31．3	 28．3�

（8頭）
89 ヴァーティカルサン 牡3青鹿56 和田 竜二 �キャロットファーム 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 38，072，100円 複勝： 63，048，400円 枠連： 13，622，900円
馬連： 79，535，500円 馬単： 59，848，200円 ワイド： 34，334，900円
3連複： 95，675，900円 3連単： 263，204，100円 計： 647，342，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 130円 � 130円 枠 連（3－7） 500円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 810円

ワ イ ド �� 160円 �� 170円 �� 250円

3 連 複 ��� 450円 3 連 単 ��� 2，230円

票 数

単勝票数 差引計 380721（返還計 260） 的中 � 123870（1番人気）
複勝票数 差引計 630484（返還計 318） 的中 � 255453（1番人気）� 105033（3番人気）� 106889（2番人気）
枠連票数 差引計 136229（返還計 13） 的中 （3－7） 20351（2番人気）
馬連票数 差引計 795355（返還計 824） 的中 �� 127755（2番人気）
馬単票数 差引計 598482（返還計 490） 的中 �� 54539（2番人気）
ワイド票数 差引計 343349（返還計 400） 的中 �� 62933（1番人気）�� 54231（2番人気）�� 28183（3番人気）
3連複票数 差引計 956759（返還計 2108） 的中 ��� 158838（1番人気）
3連単票数 差引計2632041（返還計 5137） 的中 ��� 87433（3番人気）

ハロンタイム 12．9―12．1―13．9―13．9―13．3―13．1―12．9―12．5―11．7―10．9―10．9―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．9―25．0―38．9―52．8―1：06．1―1：19．2―1：32．1―1：44．6―1：56．3―2：07．2―2：18．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F45．0―3F33．3
1
3
7，6，5，4（2，8）－（1，3）
7，6，5（2，8，4）（1，3）

2
4
7，6，5（2，4）8（1，3）・（7，6，5）（2，8，4）3，1

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤスピカ 
�
父 キングカメハメハ 

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．12．2 阪神4着

2010．2．23生 牡3栗 母 エルダンジュ 母母 ガゼルロワイヤル 6戦2勝 賞金 23，581，000円
〔出走取消〕 ヴァーティカルサン号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
※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。

10034 3月30日 晴 良 （25阪神2）第3日 第10競走 ��
��2，000�

ちゅうしゅん

ラジオ関西賞仲春特別
発走15時00分 （芝・右）
4歳以上，1，000万円以下，24．3．31以降25．3．24まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

ラジオ関西賞（1着）
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 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

33 ラブイズブーシェ 牡4黒鹿55 中舘 英二小林 祥晃氏 村山 明 浦河 小池 博幸 456＋ 22：00．9 2．8�
45 ローゼンケーニッヒ 牡4黒鹿55 C．デムーロ �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 464± 0 〃 クビ 3．4�

（伊）

69 ロックンロール 牡6黒鹿54 鮫島 良太薪浦 亨氏 角田 晃一 安平 吉田 三郎 532＋ 82：01．32� 21．8�
56 � ケージーカチボシ 牡7鹿 51 菱田 裕二栗本 博晴氏 高市 圭二 新冠 岩見牧場 B544＋ 42：01．4クビ 64．1�
11 スズカウラノス 牡4鹿 55 川須 栄彦永井 啓弍氏 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 460± 0 〃 ハナ 31．2�
44 ヤマニンアーマー 牡5鹿 53 高倉 稜土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 464＋ 22：01．5	 14．7	
22 ロードランパート 牡5鹿 55 浜中 俊 
ロードホースクラブ 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム 478－ 2 〃 ハナ 4．2�
813 ウォーターセレネ 牝8栃栗51 酒井 学山岡 正人氏 田所 秀孝 三石 上村 清志 410－ 82：01．71� 226．6�
57 メイショウイチバン 牡9鹿 53 古川 吉洋松本 和子氏 飯田 明弘 浦河 磯野牧場 514＋ 42：01．8クビ 18．3
710 ケンブリッジシーザ 牡6鹿 53 国分 優作中西 宏彰氏 大根田裕之 新冠 川上牧場 514－ 42：01．9	 11．9�
812 トップチェッカー 牡5黒鹿53 中井 裕二吉田 正志氏 長浜 博之 安平 追分ファーム 448－ 22：02．0クビ 69．6�
68 タマモブラウン 牡5鹿 54 松山 弘平タマモ
 中竹 和也 新冠 守矢牧場 500＋ 42：02．1	 30．2�
711 キンショーオトヒメ 牝8栗 50 上村 洋行礒野日出夫氏 中村 均 浦河 昭和牧場 458＋ 22：02．2� 60．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 34，706，400円 複勝： 54，416，000円 枠連： 22，700，400円
馬連： 99，542，000円 馬単： 65，424，800円 ワイド： 39，056，800円
3連複： 134，208，700円 3連単： 270，301，500円 計： 720，356，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 140円 � 450円 枠 連（3－4） 370円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 840円

ワ イ ド �� 220円 �� 920円 �� 1，360円

3 連 複 ��� 2，550円 3 連 単 ��� 8，410円

票 数

単勝票数 計 347064 的中 � 98309（1番人気）
複勝票数 計 544160 的中 � 162154（1番人気）� 111229（2番人気）� 19032（7番人気）
枠連票数 計 227004 的中 （3－4） 45450（1番人気）
馬連票数 計 995420 的中 �� 152650（1番人気）
馬単票数 計 654248 的中 �� 58011（1番人気）
ワイド票数 計 390568 的中 �� 54847（1番人気）�� 9343（9番人気）�� 6138（16番人気）
3連複票数 計1342087 的中 ��� 38953（8番人気）
3連単票数 計2703015 的中 ��� 23735（17番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―12．9―13．0―12．6―12．4―11．8―11．4―11．2―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．0―36．9―49．9―1：02．5―1：14．9―1：26．7―1：38．1―1：49．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．0―3F34．2
1
3
4（9，10）－3，6－（1，13）－11，5，12，7－8，2
4，9（3，10）6（1，13）（5，11）（7，12）－（2，8）

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

勝馬の
紹 介

ラブイズブーシェ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2011．10．8 京都5着

2009．3．24生 牡4黒鹿 母 ロ ー リ エ 母母 ナカミシュンラン 11戦3勝 賞金 45，595，000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。



10035 3月30日 晴 良 （25阪神2）第3日 第11競走 ��
��1，400�コーラルステークス

発走15時35分 （ダート・右）
4歳以上；負担重量は，日本馬：55�，牝馬2�減，収得賞金1，000万円超過馬は超過
額1，100万円毎1�増，�：55�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬6�増，GⅡ競走1着馬4�
増，GⅢ競走1着馬2�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 20，000，000円 8，000，000円 5，000，000円 3，000，000円 2，000，000円
付 加 賞 420，000円 120，000円 60，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

12 アドマイヤサガス 牡5青 55 川田 将雅近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 518± 01：22．5 4．1�
48 マルカフリート 牡7鹿 58 福永 祐一河長産業� 増本 豊 千歳 社台ファーム 490－ 4 〃 ハナ 2．5�
36 タイセイシュバリエ 牡4芦 56 浜中 俊田中 成奉氏 宮本 博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474－ 41：22．92	 14．7�
714 ナガラオリオン 牡4鹿 56 北村 友一長良レーシングクラブ 大根田裕之 浦河 大島牧場 456－ 61：23．11
 12．6�
816 トウショウカズン 牡6鹿 57 C．デムーロトウショウ産業� 領家 政蔵 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 530－ 21：23．2	 4．6�

（伊）

815 トシギャングスター 牡6芦 56 国分 恭介田畑 利彦氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 488＋ 2 〃 クビ 158．1	
612 アルゴリズム 牡5芦 56 池添 謙一前田 幸治氏 安田 隆行 新ひだか 鳥井牧場 B482＋ 41：23．3クビ 19．1

47 マルカベンチャー 牡7栗 56 藤岡 康太河長産業� 松永 昌博 千歳 社台ファーム 470－ 41：23．4	 32．5�
11 ス エ ズ �8鹿 56 松山 弘平吉田 和美氏 吉田 直弘 門別 日高大洋牧場 518＋ 61：23．5� 182．7�
713 コウセイコタロウ 牡4黒鹿56 四位 洋文杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 堤 牧場 488－ 81：23．71 32．9
35 ヒラボクワイルド 牡7青鹿58 D．バルジュー �平田牧場 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 498＋10 〃 クビ 54．8�

（伊）

24 ブ ル ロ ッ ク 牡6鹿 56 菱田 裕二小林 秀樹氏 田島 良保 新ひだか 有限会社 レキ
シントンファーム B498＋101：24．65 244．4�

611 タマモトッププレイ 牡4黒鹿55 太宰 啓介タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 486－ 41：24．7	 28．1�
59 ガ ン ダ ー ラ 牡7栗 57 国分 優作林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 472＋ 61：24．8� 123．3�
510 ト ラ バ ン ト 牡5栗 56 小牧 太吉田 勝己氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 522－ 81：25．01 18．3�
23 シゲルソウウン �6栗 56 藤田 伸二森中 蕃氏 大橋 勇樹 新ひだか 仲野牧場 514－ 41：25．63	 391．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 72，673，600円 複勝： 137，295，800円 枠連： 59，790，900円
馬連： 288，503，900円 馬単： 155，538，000円 ワイド： 109，342，500円
3連複： 410，863，100円 3連単： 745，565，600円 計： 1，979，573，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 160円 � 130円 � 300円 枠 連（1－4） 600円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 1，400円

ワ イ ド �� 290円 �� 910円 �� 730円

3 連 複 ��� 2，330円 3 連 単 ��� 9，760円

票 数

単勝票数 計 726736 的中 � 140733（2番人気）
複勝票数 計1372958 的中 � 241442（3番人気）� 375124（1番人気）� 86389（5番人気）
枠連票数 計 597909 的中 （1－4） 74600（2番人気）
馬連票数 計2885039 的中 �� 337213（2番人気）
馬単票数 計1555380 的中 �� 82571（4番人気）
ワイド票数 計1093425 的中 �� 105709（2番人気）�� 27507（12番人気）�� 34738（7番人気）
3連複票数 計4108631 的中 ��� 130448（5番人気）
3連単票数 計7455656 的中 ��� 56427（16番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―11．6―11．7―11．7―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．0―34．6―46．3―58．0―1：10．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F36．2
3 ・（3，10）（6，16）2（11，12）（1，8）（5，14）（4，15）（7，13）9 4 ・（3，10，6，16）2，12（1，11）（14，8）（5，13）（7，4，15）9
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アドマイヤサガス �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Gone West デビュー 2010．7．10 阪神4着

2008．3．12生 牡5青 母 ベルベットローブ 母母 Verbasle 21戦4勝 賞金 107，696，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の11頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）11頭 アウトクラトール号・ウォータールルド号・サクラシャイニー号・サダムグランジュテ号・スノードラゴン号・

デルフォイ号・ビッグウィーク号・ブライトライン号・ボストンエンペラー号・マコトナワラタナ号・
モンテクリスエス号

※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。

10036 3月30日 晴 良 （25阪神2）第3日 第12競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走16時10分 （芝・右）
1000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．1
1：06．5

良
良

45 メイショウハガクレ 牡4鹿 57 浜中 俊松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 462± 01：08．6 15．8�
813 アグネスハビット 牡4黒鹿57 川田 将雅渡辺 孝男氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 454－ 61：08．81� 13．1�
57 ケイアイユニコーン 牡4栗 57 和田 竜二亀田 和弘氏 山内 研二 新ひだか 松田牧場 488± 0 〃 ハナ 4．4�
712	 フレデフォート 牡6鹿 57 池添 謙一 �キャロットファーム 安田 隆行 豪 Barree Stud 454± 0 〃 クビ 6．3�
814 メイショウツガル 牡5鹿 57

55 △菱田 裕二松本 好雄氏 武田 博 浦河 太陽牧場 476± 01：08．9
 6．7�
22 ビットスターダム 牡5芦 57 太宰 啓介馬場 祥晃氏 大根田裕之 日高 合資会社カ

ネツ牧場 468± 01：09．11� 13．4	
11 ゴールデンムーン 牝4栗 55 C．デムーロ 
G1レーシング 須貝 尚介 厚真 大川牧場 466± 01：09．2� 2．6�

（伊）

610 シエラデルタ 牡6黒鹿 57
55 △中井 裕二山上 和良氏 野中 賢二 日高 白井牧場 456± 0 〃 クビ 103．2�

34 ナリタシーズン 牡6栗 57 川須 栄彦
オースミ 小野 幸治 浦河 杵臼牧場 514－ 6 〃 アタマ 293．7
46 イントゥザストーム 牝4鹿 55 福永 祐一金子真人ホール

ディングス
 村山 明 日高 日高大洋牧場 408＋ 21：09．41 14．7�
69 スペシャルイモン 牡6鹿 57

54 ▲岩崎 翼井門 敏雄氏 小原伊佐美 新冠 須崎牧場 498＋ 61：09．61� 342．8�
711 ニシノモレッタ 牝6栗 55 中舘 英二西山 茂行氏 北出 成人 むかわ 西山牧場 500－101：09．7
 49．7�
33 マッシヴリーダー 牡5栗 57 熊沢 重文小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム 480－ 41：10．12
 68．1�
58 ビップヴィットリオ 牡4黒鹿57 高倉 稜鈴木 邦英氏 清水 久詞 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472－ 4 （競走中止） 148．5�
（14頭）

売 得 金
単勝： 40，057，300円 複勝： 63，187，200円 枠連： 31，767，400円
馬連： 117，945，600円 馬単： 74，680，500円 ワイド： 49，325，400円
3連複： 151，666，200円 3連単： 309，449，700円 計： 838，079，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，580円 複 勝 � 390円 � 320円 � 160円 枠 連（4－8） 2，070円

馬 連 �� 5，140円 馬 単 �� 11，200円

ワ イ ド �� 1，640円 �� 910円 �� 810円

3 連 複 ��� 6，910円 3 連 単 ��� 58，430円

票 数

単勝票数 計 400573 的中 � 20004（8番人気）
複勝票数 計 631872 的中 � 35612（7番人気）� 46388（5番人気）� 137774（2番人気）
枠連票数 計 317674 的中 （4－8） 11377（9番人気）
馬連票数 計1179456 的中 �� 16961（20番人気）
馬単票数 計 746805 的中 �� 4923（39番人気）
ワイド票数 計 493254 的中 �� 7203（20番人気）�� 13465（12番人気）�� 15361（11番人気）
3連複票数 計1516662 的中 ��� 16213（25番人気）
3連単票数 計3094497 的中 ��� 3909（188番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―11．5―11．1―10．9―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．8―35．3―46．4―57．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．8―3F33．3
3 ・（5，10）13（2，7，14）（1，12）（4，11）6（3，9，8） 4 ・（5，10）（2，13）7（1，14）12，11（4，6）－（3，9）＝8

勝馬の
紹 介

メイショウハガクレ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 Gone West デビュー 2011．8．7 小倉2着

2009．4．13生 牡4鹿 母 アミロティン 母母 Amirati 10戦2勝 賞金 38，632，000円
〔競走中止〕 ビップヴィットリオ号は，競走中に疾病〔左第3中手骨々折〕を発症したため4コーナーで競走中止。
※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。



（25阪神2）第3日 3月30日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 170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

205，850，000円
2，080，000円
6，140，000円
1，740，000円
18，690，000円
63，909，000円
5，094，800円
1，632，000円

勝馬投票券売得金
374，177，000円
774，491，200円
237，831，500円
957，135，000円
636，939，800円
434，751，300円
1，340，737，800円
2，574，332，200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 7，330，395，800円

総入場人員 14，529名 （有料入場人員 13，715名）
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