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10037 3月31日 曇 良 （25阪神2）第4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）
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 ティマイドリーム 牡3鹿 56 酒井 学田畑 利彦氏 境 直行 浦河 鎌田 正嗣 B498＋ 61：54．6 24．7�
48 エーティータラント 牡3芦 56 熊沢 重文荒木 徹氏 木原 一良 登別 青藍牧場 490＋ 41：55．66 12．3�
714 ブルーボリウッド 牡3栗 56 川須 栄彦 �ブルーマネジメント山内 研二 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 476＋ 21：55．81� 157．3�
816 トゥヴァビエン 牡3黒鹿56 高田 潤玉井 宏和氏 梅田 康雄 浦河 小倉牧場 528＋ 21：55．9� 15．5�
713 ヒキャクノアシ 牡3鹿 56 浜中 俊小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 456－ 21：56．0クビ 5．8�
47 メイショウジロキチ 牡3芦 56

54 △中井 裕二松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 吉田 又治 476－ 8 〃 クビ 12．8	
510 サトノフェニックス 牡3青鹿56 松山 弘平里見 治氏 村山 明 えりも エクセルマネジメント 476＋ 61：56．21� 48．0

35 リ ジ カ ー レ 牡3栗 56 秋山真一郎吉田 照哉氏 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 484± 01：56．3クビ 46．2�
24 	 エーシンネクスト 牡3栗 56 戸崎 圭太�栄進堂 小崎 憲 米

Trackside Farm,
Tenlane Farm &
Liberation Farm

496 ―1：56．4
 11．2�
59 マイネルハルカゼ 牡3鹿 56 D．バルジュー �サラブレッドクラブ・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 カミイスタット 474± 0 〃 ハナ 2．5

（伊）

612 レガリアシチー 牡3鹿 56
53 ▲岩崎 翼 �友駿ホースクラブ 宮本 博 日高 下河辺牧場 480 ―1：56．71
 54．0�

12 ヨ ロ シ ク 牡3栗 56 武 幸四郎中辻 明氏 宮 徹 新ひだか タガミファーム 468－ 2 〃 アタマ 171．6�
36 アルカサーバ 牡3鹿 56

54 △菱田 裕二 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 470± 01：56．91 89．8�
23 	 アンシャックルド 牡3栗 56 四位 洋文�大樹ファーム 昆 貢 愛 S. F. Blood-

stock LLC B502＋ 21：57．0� 7．4�
815 ノヴォパンゲア 牡3栗 56 内田 博幸吉田 和美氏 吉村 圭司 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 528± 01：57．32 9．0�
（15頭）

611	 トゥービーハッピー 牝3鹿 54 C．デムーロ�グランド牧場 角居 勝彦 米 Yoshiyuki Ito ― （出走取消）
（伊）

売 得 金
単勝： 19，401，300円 複勝： 44，850，900円 枠連： 15，251，600円
馬連： 47，336，900円 馬単： 31，075，300円 ワイド： 26，697，900円
3連複： 73，613，200円 3連単： 102，490，800円 計： 360，717，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，470円 複 勝 � 930円 � 430円 � 3，920円 枠 連（1－4） 7，570円

馬 連 �� 16，820円 馬 単 �� 35，510円

ワ イ ド �� 4，160円 �� 37，100円 �� 19，880円

3 連 複 ��� 275，770円 3 連 単 ��� 813，320円

票 数

単勝票数 計 194013 的中 � 6212（9番人気）
複勝票数 計 448509 的中 � 12533（9番人気）� 30724（5番人気）� 2771（14番人気）
枠連票数 計 152516 的中 （1－4） 1487（20番人気）
馬連票数 計 473369 的中 �� 2077（41番人気）
馬単票数 計 310753 的中 �� 646（83番人気）
ワイド票数 計 266979 的中 �� 1598（39番人気）�� 176（95番人気）�� 329（82番人気）
3連複票数 計 736132 的中 ��� 197（273番人気）
3連単票数 計1024908 的中 ��� 93（1181番人気）

ハロンタイム 12．9―11．0―13．1―12．8―13．1―12．8―12．9―12．7―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．9―37．0―49．8―1：02．9―1：15．7―1：28．6―1：41．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．7―3F38．9
1
3
・（1，10）（4，7，15）8（9，16）12（6，13）（2，5）14，3
1，10（4，15，13）7（8，9）（6，12，16，3）－（5，14）2

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

勝馬の
紹 介

ティマイドリーム �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2012．7．29 小倉5着

2010．5．8生 牡3鹿 母 ハリウッドローズ 母母 ユキノローズ 10戦1勝 賞金 6，450，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔出走取消〕 トゥービーハッピー号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
〔発走状況〕 マイネルハルカゼ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 マイネルハルカゼ号は，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。

10038 3月31日 曇 良 （25阪神2）第4日 第2競走 ��1，400�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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

816 トーコーグリーン 牡3黒鹿56 内田 博幸森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 484－ 81：25．8 3．7�
59 ゼンノコンゴウ 牡3栗 56 浜中 俊大迫久美子氏 石坂 正 新冠 村上 欽哉 472－ 6 〃 クビ 2．3�
11 グレートエンジェル 牝3鹿 54 国分 恭介田畑 利彦氏 梅田 康雄 浦河 村下 清志 472＋ 21：26．86 8．4�
510 アサクサライジン 牡3栗 56 柴山 雄一田原 慶子氏 武 宏平 新ひだか 武 牧場 468－ 11：27．01� 33．5�
815 シンクスマイル 牝3鹿 54 C．デムーロ 青山 洋一氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 452－161：27．2� 4．6�

（伊）

612 ア ル カ ナ 牝3鹿 54 大野 拓弥�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 株式会社
ノースヒルズ 454－12 〃 アタマ 241．4	

23 テイエムオールエー 牡3栗 56
54 △菱田 裕二竹園 正繼氏 柴田 光陽 新ひだか 佐藤 陽一 442＋ 81：28．05 180．6


611 クモンリュウシシン 牡3青鹿56 松山 弘平小谷津延弘氏 清水 出美 新ひだか 谷岡牧場 460± 01：28．1クビ 63．9�
36 チョウダンディー 牡3鹿 56

54 △中井 裕二丸山 隆雄氏 日吉 正和 浦河 草薙 利昭 464－ 21：28．2� 103．2�
714 ヤマノコンコルド 牡3鹿 56 小林 徹弥澤村 敏雄氏 目野 哲也 様似 北澤 正則 534＋ 21：28．62� 39．0
12 スリーエアウィーク 牡3鹿 56 太宰 啓介永井商事� 坪 憲章 平取 稲原牧場 480 ―1：28．7� 66．2�
48 ハギノレビュー 牝3栗 54 藤岡 康太日隈 良江氏 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 402－ 41：29．33� 294．5�
47 スマートホルス 牡3栗 56 酒井 学大川 徹氏 西園 正都 新冠 大栄牧場 490－141：29．61� 14．5�
24 スズカルミナリー 牝3鹿 54 小牧 太永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 462± 01：29．81� 80．3�
713 ショウナンナパ 牡3鹿 56 川須 栄彦国本 哲秀氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 488＋ 21：30．75 62．2�

（15頭）
35 ケ ッ キ セ ヨ 牡3鹿 56 戸崎 圭太一村 哲也氏 岡田 稲男 平取 有限会社中

田牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 22，084，400円 複勝： 36，490，400円 枠連： 15，239，200円
馬連： 46，415，200円 馬単： 32，181，200円 ワイド： 23，335，800円
3連複： 66，622，200円 3連単： 108，590，200円 計： 350，958，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 140円 � 110円 � 160円 枠 連（5－8） 230円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 860円

ワ イ ド �� 230円 �� 470円 �� 270円

3 連 複 ��� 730円 3 連 単 ��� 3，080円

票 数

単勝票数 計 220844 的中 � 48057（2番人気）
複勝票数 計 364904 的中 � 65713（2番人気）� 111154（1番人気）� 50498（4番人気）
枠連票数 計 152392 的中 （5－8） 50589（1番人気）
馬連票数 計 464152 的中 �� 86112（1番人気）
馬単票数 計 321812 的中 �� 27815（2番人気）
ワイド票数 計 233358 的中 �� 28772（1番人気）�� 10848（5番人気）�� 22226（3番人気）
3連複票数 計 666222 的中 ��� 67651（2番人気）
3連単票数 計1085902 的中 ��� 26085（4番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―12．7―12．4―12．1―11．9―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―24．0―36．7―49．1―1：01．2―1：13．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーコーグリーン �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Fortunate Prospect デビュー 2012．8．5 新潟3着

2010．2．11生 牡3黒鹿 母 ヴ ェ ス タ 母母 Amavalidhope 4戦1勝 賞金 8，050，000円
〔出走取消〕 ケッキセヨ号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
〔調教再審査〕 スズカルミナリー号は，4コーナーで異常歩様となったことについて平地調教再審査。
※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） 2頭 クリノアンデス号・シゲルカプリコーン号
（非抽選馬） 2頭 ウォーターポルトス号・ヤマニンクレマ号
※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。

第２回 阪神競馬 第４日



10039 3月31日 曇 良 （25阪神2）第4日 第3競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走11時00分 （芝・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
1：57．8
1：56．1

良
良

36 デニムアンドルビー 牝3鹿 54 C．デムーロ 金子真人ホール
ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 430＋ 22：01．1 2．0�

（伊）

611 アサクサティアラ 牝3青鹿54 池添 謙一田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 426－ 62：01．42 9．0�
612 スカイキューティー 牝3黒鹿54 川田 将雅杉山 忠国氏 松田 博資 新ひだか 明治牧場 468＋ 22：01．5� 3．1�
816 リメインサイレント 牝3鹿 54

52 △中井 裕二 �社台レースホース田中 章博 千歳 社台ファーム 474－ 82：01．81� 147．9�
714 エーシンケツァール 牝3鹿 54 秋山真一郎�栄進堂 田所 秀孝 浦河 栄進牧場 410－ 42：01．9� 215．8	
510 ナンヨーカノン 牝3青鹿54 浜中 俊中村 德也氏 領家 政蔵 安平 ノーザンファーム 448＋ 42：02．0クビ 47．3

47 ゴールドテーラー 牝3栗 54

51 ▲岩崎 翼中西 浩一氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 410± 0 〃 クビ 15．2�
12 ル ー メ ア 牝3栗 54 戸崎 圭太 �ロードホースクラブ 吉村 圭司 新ひだか ケイアイファーム 430＋ 22：02．1クビ 27．7�
815 ロココキャンドル 牝3鹿 54 D．バルジュー 飯田 正剛氏 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 442＋ 8 〃 クビ 25．4

（伊）

24 オーアンジェリーナ 牝3栗 54 国分 優作北所 直人氏 目野 哲也 日高 中川 欽一 446＋ 22：02．31� 31．0�
48 マンノアクトレス 牝3鹿 54

52 △菱田 裕二萬野 順啓氏 角田 晃一 新冠 若林牧場 414－ 22：02．4� 136．6�
35 クインポルカ 牝3芦 54 大野 拓弥田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 452－ 2 〃 クビ 228．4�
713 ミ ラ イ エ 牝3鹿 54 四位 洋文林 正道氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 400－ 62：02．61� 29．0�
23 モモイロアゲハ 牝3青鹿54 松山 弘平鈴木 邦英氏 清水 久詞 新冠 オリエント牧場 510＋ 42：03．23� 24．3�
11 ディオーサシチー 牝3鹿 54 藤岡 康太 �友駿ホースクラブ 安達 昭夫 新ひだか 幌村牧場 456± 02：04．47 38．8�
59 テンプトミーノット 牝3鹿 54 小牧 太 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 446－ 22：04．61� 85．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，348，100円 複勝： 57，689，600円 枠連： 18，911，900円
馬連： 62，315，400円 馬単： 42，540，700円 ワイド： 34，067，600円
3連複： 88，544，000円 3連単： 148，793，100円 計： 486，210，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 180円 � 120円 枠 連（3－6） 210円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 1，180円

ワ イ ド �� 310円 �� 150円 �� 450円

3 連 複 ��� 730円 3 連 単 ��� 3，460円

票 数

単勝票数 計 333481 的中 � 131442（1番人気）
複勝票数 計 576896 的中 � 206792（1番人気）� 56255（3番人気）� 128846（2番人気）
枠連票数 計 189119 的中 （3－6） 67645（1番人気）
馬連票数 計 623154 的中 �� 63287（2番人気）
馬単票数 計 425407 的中 �� 26762（3番人気）
ワイド票数 計 340676 的中 �� 23876（2番人気）�� 79016（1番人気）�� 14657（5番人気）
3連複票数 計 885440 的中 ��� 90375（1番人気）
3連単票数 計1487931 的中 ��� 31786（3番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―12．1―12．5―12．9―13．0―12．3―12．0―11．8―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．2―35．3―47．8―1：00．7―1：13．7―1：26．0―1：38．0―1：49．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．4―3F35．1
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

デニムアンドルビー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2013．2．3 京都2着

2010．1．31生 牝3鹿 母 ベネンシアドール 母母 フェアリードール 3戦1勝 賞金 9，400，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 サンレイジェム号
※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。

10040 3月31日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （25阪神2）第4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

22 リリーアタッカー 牡4栗 59 熊沢 重文土井 孝夫氏 池添 兼雄 浦河 福岡 光夫 490＋ 43：25．0 3．8�
46 ア ル バ ト ン 牡6栗 60 西谷 誠�エーティー 昆 貢 新冠 石田牧場 486± 03：25．42� 3．2�
57 � アスターコリント 牡4黒鹿59 林 満明加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Mr. & Mrs. C.

W. McNeely III 534－ 43：25．5クビ 4．7�
610 マンノプロジェクト 牡4鹿 59 北沢 伸也萬野 順啓氏 松元 茂樹 新冠 若林牧場 484＋16 〃 クビ 37．6�
45 ハートビートボーイ 牡4黒鹿59 平沢 健治橋場 勇二氏 清水 出美 新ひだか 坂本牧場 494－ 23：25．92� 79．7�
712� 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± 0 〃 クビ 11．9


33 � ロトディパーチャー 牡6鹿 60 黒岩 悠中島 稔氏 坪 憲章 伊達 高橋農場 486－103：26．32� 13．9�
814 レーザーインパクト 牡4鹿 59 中村 将之杉山 美惠氏 浅見 秀一 新冠 パカパカ

ファーム 464＋203：27．15 133．2�
69 シ グ ナ リ オ 牡9栗 60 五十嵐雄祐小林 昌志氏 成島 英春 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B466－103：28．710 5．2
711 サードシアター 牡4鹿 59 山本 康志 �キャロットファーム 鈴木 伸尋 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484＋183：31．6大差 120．2�
813 ムジャウハラート 牝4黒鹿57 草野 太郎�辻牧場 伊藤 圭三 浦河 辻 牧場 470＋103：32．23� 216．5�
34 スターマックス 牡4黒鹿59 蓑島 靖典池住 安信氏 南田美知雄 浦河 高野牧場 492＋183：32．3� 229．9�
58 モアザンストーム 	7青鹿60 浜野谷憲尚 �サンデーレーシング 古賀 史生 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 464－103：38．0大差 48．3�
11 セイカアレグロ 牡8鹿 60 大江原 圭久米 大氏 黒岩 陽一 新冠 シンユウフアーム 496－ 23：39．610 37．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 17，469，100円 複勝： 27，674，700円 枠連： 11，723，800円
馬連： 36，829，900円 馬単： 27，119，700円 ワイド： 18，408，100円
3連複： 56，308，200円 3連単： 96，778，000円 計： 292，311，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 140円 � 150円 � 160円 枠 連（2－4） 650円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 1，810円

ワ イ ド �� 320円 �� 240円 �� 430円

3 連 複 ��� 1，010円 3 連 単 ��� 5，480円

票 数

単勝票数 計 174691 的中 � 37003（2番人気）
複勝票数 計 276747 的中 � 61793（1番人気）� 47802（2番人気）� 44673（3番人気）
枠連票数 計 117238 的中 （2－4） 13351（3番人気）
馬連票数 計 368299 的中 �� 33836（3番人気）
馬単票数 計 271197 的中 �� 11071（7番人気）
ワイド票数 計 184081 的中 �� 13976（3番人気）�� 21075（1番人気）�� 9831（6番人気）
3連複票数 計 563082 的中 ��� 41326（2番人気）
3連単票数 計 967780 的中 ��� 13045（10番人気）
上り 1マイル 1：48．7 4F 53．2－3F 39．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リリーアタッカー �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 マヤノトップガン デビュー 2011．8．27 新潟9着

2009．3．30生 牡4栗 母 シルクピュアハート 母母 シルキーグランス 障害：6戦1勝 賞金 14，100，000円
〔その他〕 セイカアレグロ号は，各障害で飛越が不安定であったことについて障害調教注意。
※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） 1頭 ナイク号
（非抽選馬） 3頭 アイアンセラヴィ号・アラタマユニバース号・ジークジオン号



10041 3月31日 曇 良 （25阪神2）第4日 第5競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走12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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

612 ヒルノクオリア 牡3鹿 56 四位 洋文�ヒルノ 昆 貢 浦河 笠松牧場 462± 01：25．0 4．5�
24 ガッサンプレイ 牡3栗 56 内田 博幸西村 專次氏 領家 政蔵 新冠 ヒカル牧場 456＋ 61：25．63� 43．0�
59 シグナルプロシード 牡3鹿 56 松山 弘平髙樽さゆり氏 高橋 義忠 新ひだか 元道牧場 512＋ 41：25．7� 2．7�
23 メイショウアイアン 牡3鹿 56 秋山真一郎松本 好雄氏 増本 豊 新ひだか 藤沢牧場 506＋101：25．8� 12．1�
48 セトノプロミス 牡3鹿 56 柴山 雄一難波 澄子氏 鈴木 孝志 日高 滝本 健二 482＋ 41：26．12 20．5�
713 フジノストロング 牡3栗 56 D．バルジュー 藤井 五三氏 川村 禎彦 安平 ノーザンファーム 466＋ 41：26．41� 6．3	

（伊）

816 コピーライター 牡3鹿 56 酒井 学グリーンスウォード境 直行 新ひだか 米田牧場 522＋ 8 〃 クビ 16．1

47 アルテミシア 牝3鹿 54 川須 栄彦岡田 牧雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 小河 豊水 464－ 41：26．61� 70．2�
35 マーティンオート 牝3鹿 54 太宰 啓介大戸 志浦氏 沖 芳夫 新ひだか 高橋 修 450－141：26．81� 11．3�
12 ナムラケンシロウ 牡3栃栗56 水口 優也奈村 信重氏 野村 彰彦 日高 いとう牧場 444－ 61：27．0� 16．5
510� ファイアキング 牡3鹿 56 戸崎 圭太栗本 博晴氏 高市 圭二 浦河 恵比寿牧場 446± 0 〃 アタマ 68．7�
611 アップアンカー 牡3栗 56 国分 恭介加藤 守氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 516－ 21：27．1� 39．1�
815 フェブアクティヴ 	3栗 56 大野 拓弥釘田 義広氏 川村 禎彦 浦河 桑田 正己 496＋ 21：27．31 332．0�
11 ハギノブシドウ 牡3栗 56 浜中 俊日隈 良江氏 松田 国英 平取 坂東牧場 506± 01：27．61� 13．2�
36 ハヴアグッドデイ 牝3鹿 54

52 △中井 裕二飯田 正剛氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 470＋ 21：27．7� 160．1�
714 ケイツーリマーク 牝3鹿 54

52 △菱田 裕二楠本 勝美氏 沖 芳夫 新冠 的場牧場 428－ 41：27．8� 227．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，844，700円 複勝： 39，805，400円 枠連： 17，018，500円
馬連： 57，853，300円 馬単： 36，586，100円 ワイド： 31，309，400円
3連複： 85，312，500円 3連単： 130，159，300円 計： 421，889，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 170円 � 990円 � 140円 枠 連（2－6） 2，390円

馬 連 �� 15，560円 馬 単 �� 21，150円

ワ イ ド �� 3，500円 �� 300円 �� 2，180円

3 連 複 ��� 11，290円 3 連 単 ��� 101，760円

票 数

単勝票数 計 238447 的中 � 42480（2番人気）
複勝票数 計 398054 的中 � 67155（2番人気）� 6722（11番人気）� 100809（1番人気）
枠連票数 計 170185 的中 （2－6） 5264（12番人気）
馬連票数 計 578533 的中 �� 2744（40番人気）
馬単票数 計 365861 的中 �� 1277（69番人気）
ワイド票数 計 313094 的中 �� 1986（39番人気）�� 31326（1番人気）�� 3235（31番人気）
3連複票数 計 853125 的中 ��� 5578（40番人気）
3連単票数 計1301593 的中 ��� 944（318番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―12．0―12．3―12．3―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．5―35．5―47．8―1：00．1―1：12．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒルノクオリア �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2012．11．18 東京2着

2010．3．20生 牡3鹿 母 フォーティカラーズ 母母 ダンジグカラーズ 7戦2勝 賞金 17，600，000円
〔騎手変更〕 ファイアキング号の騎手川島信二は，負傷のため戸崎圭太に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 スクワドロン号・タイザンホクト号・ターゲットゾーン号
※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。

10042 3月31日 曇 良 （25阪神2）第4日 第6競走 ��
��2，000�サラブレッド系4歳以上

発走12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
2：01．0
2：01．0

不良
不良

55 エアラギオール 牡5黒鹿57 浜中 俊 �ラッキーフィールド藤原 英昭 千歳 社台ファーム 500± 02：06．5 1．3�
810 タイソンバローズ 牡5栗 57 小牧 太猪熊 広次氏 清水 久詞 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B484－ 22：07．35 11．5�
33 エーシンハッブル 牡4青 57 秋山真一郎�栄進堂 中尾 秀正 新ひだか 鳥谷 勝彦 494＋ 22：07．61� 10．9�
11 ストレートラブ 牝4青鹿55 川田 将雅万波 健二氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 432＋ 2 〃 クビ 20．1�
22 シンボリカンヌ 牡6鹿 57 大野 拓弥シンボリ牧場 荒川 義之 日高 シンボリ牧場 510＋ 42：07．7	 43．9�
66 ヤマニンメダイユ 牡4鹿 57 北村 友一土井 薫氏 浅見 秀一 新ひだか 中田 浩美 488＋ 42：07．8	 13．7	
44 マーメイドティアラ 牝4鹿 55 C．デムーロ 下河辺隆行氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 412－ 42：08．01	 38．4


（伊）

77 
 フェールボー 牡4鹿 57
54 ▲城戸 義政 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 日高 槇本牧場 468－ 22：08．1	 127．8�
89 � グリッターテイル 牡5鹿 57 戸崎 圭太 �社台レースホース鮫島 一歩 米 Shadai Cor-

poration 472－ 22：08．2� 12．6
78 � ワイドクロス 牡4栃栗57 D．バルジュー 幅田 昌伸氏 宮 徹 米 Joan Hadley

Thoroughbreds 504＋ 22：08．3	 19．7�
（伊）

（10頭）

売 得 金
単勝： 28，691，500円 複勝： 101，724，800円 枠連： 12，661，400円
馬連： 42，072，500円 馬単： 46，659，300円 ワイド： 28，693，700円
3連複： 62，495，000円 3連単： 181，015，900円 計： 504，014，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 220円 � 170円 枠 連（5－8） 270円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 700円

ワ イ ド �� 270円 �� 200円 �� 810円

3 連 複 ��� 1，020円 3 連 単 ��� 2，660円

票 数

単勝票数 計 286915 的中 � 175971（1番人気）
複勝票数 計1017248 的中 � 741874（1番人気）� 41227（4番人気）� 62214（2番人気）
枠連票数 計 126614 的中 （5－8） 34959（1番人気）
馬連票数 計 420725 的中 �� 53229（2番人気）
馬単票数 計 466593 的中 �� 49390（2番人気）
ワイド票数 計 286937 的中 �� 26709（3番人気）�� 42329（1番人気）�� 7059（10番人気）
3連複票数 計 624950 的中 ��� 45520（2番人気）
3連単票数 計1810159 的中 ��� 50407（4番人気）

ハロンタイム 12．8―12．0―12．3―14．3―12．7―12．9―12．5―12．3―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．8―37．1―51．4―1：04．1―1：17．0―1：29．5―1：41．8―1：53．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．5―3F37．0
1
3
5，10（3，8）4，1，6（2，7，9）
5，10（3，4，8）（2，1，6）（7，9）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エアラギオール �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー 2011．2．5 京都12着

2008．2．19生 牡5黒鹿 母 タッチオブゴールド 母母 ダイナタツチ 12戦3勝 賞金 30，460，000円
〔騎手変更〕 シンボリカンヌ号の騎手川島信二は，負傷のため大野拓弥に変更。
※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。



10043 3月31日 曇 良 （25阪神2）第4日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時20分 （芝・右・外）

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
1：44．7
1：44．1

良
良

69 � ファルスター 牡5鹿 57 内田 博幸佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 498＋ 81：46．6 7．0�
68 エリモフラッシュ 牡4栗 57 戸崎 圭太山本 慎一氏 鈴木 孝志 えりも エクセルマネジメント 444－ 41：47．23� 16．2�
22 ウインサーガ �4黒鹿57 小牧 太�ウイン 池江 泰寿 新冠 村上 欽哉 470＋ 2 〃 ハナ 12．9�
813 アドマイヤバートン 牡5栗 57 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 千歳 社台ファーム 482－ 2 〃 クビ 2．2�
710� トーセンサミット 牡4青鹿57 四位 洋文島川 �哉氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 498－ 21：47．3クビ 32．1	
711 フレンチボウ 牝5鹿 55 D．バルジュー 吉田 照哉氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 456－ 8 〃 クビ 9．4


（伊）

33 � メイショウテッサイ 牡5鹿 57 秋山真一郎松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 富田牧場 496＋ 2 〃 ハナ 8．2�
56 ウインミーティア 牝4栗 55 藤岡 康太�ウイン 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 464－ 4 〃 アタマ 23．3�
11 ユースティティア 牝5青鹿55 浜中 俊前田 葉子氏 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント 480＋ 41：47．61	 6．4
45 ハギノトラスト 牝7栃栗55 松山 弘平安岡美津子氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 446－ 2 〃 アタマ 36．9�
57 � サンライズアポロン 牡5栗 57

54 ▲岩崎 翼松岡 隆雄氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 488－ 41：47．81
 72．1�
44 ナリタプリムローズ 牝4鹿 55

53 △中井 裕二�オースミ 木原 一良 日高 白井牧場 432＋ 2 〃 ハナ 89．7�
812� オ マ モ リ 牡4黒鹿 57

55 △菱田 裕二小田切有一氏 谷 潔 浦河 吉田 又治 446＋101：47．9	 253．7�
（13頭）

売 得 金
単勝： 29，165，400円 複勝： 51，957，400円 枠連： 16，419，900円
馬連： 66，234，300円 馬単： 46，230，000円 ワイド： 34，215，100円
3連複： 88，875，200円 3連単： 162，132，900円 計： 495，230，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 250円 � 520円 � 380円 枠 連（6－6） 4，280円

馬 連 �� 4，600円 馬 単 �� 9，400円

ワ イ ド �� 1，200円 �� 870円 �� 2，230円

3 連 複 ��� 18，480円 3 連 単 ��� 109，280円

票 数

単勝票数 計 291654 的中 � 33192（3番人気）
複勝票数 計 519574 的中 � 60951（4番人気）� 24307（7番人気）� 35935（6番人気）
枠連票数 計 164199 的中 （6－6） 2832（16番人気）
馬連票数 計 662343 的中 �� 10633（18番人気）
馬単票数 計 462300 的中 �� 3633（30番人気）
ワイド票数 計 342151 的中 �� 7060（13番人気）�� 10055（8番人気）�� 3679（24番人気）
3連複票数 計 888752 的中 ��� 3551（52番人気）
3連単票数 計1621329 的中 ��� 1095（299番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．2―36．0―48．2―1：00．4―1：12．4―1：23．7―1：34．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ファルスター �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Machiavellian

2008．3．10生 牡5鹿 母 ハルーワスウィート 母母 ハルーワソング 4戦1勝 賞金 8，620，000円
初出走 JRA

※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。

10044 3月31日 曇 良 （25阪神2）第4日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時50分 （ダート・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
1：09．7
1：08．7

重
重

612 ゴッドツェッペリン 牡4黒鹿57 太宰 啓介石川 幸司氏 大根田裕之 日高 石原牧場 466－101：11．9 6．4�
35 エーシンブランコス 牡4芦 57 川田 将雅�栄進堂 高野 友和 浦河 栄進牧場 424－ 2 〃 クビ 6．1�
816 スランジバール 牡4鹿 57 D．バルジュー �日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 472＋ 41：12．11 3．3�

（伊）

23 � ジャパンプライド 牡5鹿 57 内田 博幸星野 壽市氏 手塚 貴久 新ひだか 桜井牧場 B460－10 〃 クビ 7．6�
510 タイキガラハッド 牡5栗 57 C．デムーロ�大樹ファーム 松元 茂樹 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 508＋ 21：12．2クビ 4．8	
（伊）

48 テルミーホワイ 牡6鹿 57 国分 恭介薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 498＋ 41：12．3� 24．2

59 オースミイージー 牡5鹿 57 酒井 学�オースミ 沖 芳夫 日高 広富牧場 496＋ 61：12．4� 21．9�
36 ローレルボルケーノ 牡4鹿 57

54 ▲長岡 禎仁 �ローレルレーシング 山内 研二 新ひだか 藤川フアーム 534＋ 61：12．61� 83．7�
815� ネオシーサー 牡6青 57 小牧 太佐々木完二氏 田島 良保 日高 田端牧場 454＋ 2 〃 ハナ 59．0
12 ヴェアリアスムーン 牡4栗 57

55 △中井 裕二小林 秀樹氏 田島 良保 新冠 三村 卓也 496＋ 21：13．02� 146．2�
24 フレンチトースト 牝4鹿 55 秋山真一郎水上ふじ子氏 平田 修 浦河 笠松牧場 438＋181：13．1� 10．2�
11 メイショウシェイク 牡7鹿 57 熊沢 重文松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 522＋ 61：13．41� 372．9�
714 シゲルシバグリ 牡4栗 57 戸崎 圭太森中 蕃氏 中村 均 新ひだか 高橋 修 502＋ 6 〃 ハナ 21．5�
47 トウカイブラスト 牡6黒鹿57 柴山 雄一内村 正則氏 田所 秀孝 浦河 磯野牧場 524＋ 21：13．93 229．7�
713 イッツアチャンス 牡6鹿 57

55 △菱田 裕二吉田 修氏 梅内 忍 様似 出口 繁夫 504－ 81：14．85 124．4�
611 ヤマニンメンヒル 牡4鹿 57 松山 弘平土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 474＋ 6 〃 ハナ 92．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，409，800円 複勝： 62，050，800円 枠連： 21，765，000円
馬連： 78，754，800円 馬単： 47，325，700円 ワイド： 39，170，100円
3連複： 108，540，700円 3連単： 173，723，600円 計： 563，740，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 180円 � 180円 � 140円 枠 連（3－6） 1，410円

馬 連 �� 1，710円 馬 単 �� 3，640円

ワ イ ド �� 470円 �� 340円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，740円 3 連 単 ��� 11，390円

票 数

単勝票数 計 324098 的中 � 40258（4番人気）
複勝票数 計 620508 的中 � 81960（4番人気）� 89415（3番人気）� 139782（1番人気）
枠連票数 計 217650 的中 （3－6） 11468（10番人気）
馬連票数 計 787548 的中 �� 34126（6番人気）
馬単票数 計 473257 的中 �� 9611（14番人気）
ワイド票数 計 391701 的中 �� 20047（4番人気）�� 30374（2番人気）�� 24079（3番人気）
3連複票数 計1085407 的中 ��� 46227（3番人気）
3連単票数 計1737236 的中 ��� 11261（23番人気）

ハロンタイム 12．5―11．6―11．8―12．1―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―24．1―35．9―48．0―59．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．8―3F36．0
3 4（10，12）（16，11）（6，5）（2，13）（3，7）（8，14）－（1，9）15 4 ・（4，10）（12，16）（6，5，11）（2，3）13（8，14）7，9（1，15）

勝馬の
紹 介

ゴッドツェッペリン �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2012．5．26 京都4着

2009．4．11生 牡4黒鹿 母 エキゾーストタイム 母母 スーパードレス 9戦3勝 賞金 34，440，000円
〔騎手変更〕 ネオシーサー号の騎手川島信二は，負傷のため小牧太に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 7頭 アフリカンハンター号・キンシザイル号・ケージーヨシツネ号・シゲルシゲザネ号・ヒラボクダッシュ号・

ヤマノサファイア号・ラインオブナイト号
※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。



10045 3月31日 曇 良 （25阪神2）第4日 第9競走 ��
��1，800�

な ん ば

難波ステークス
発走14時25分 （芝・右・外）
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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．7
1：44．1

良
良

44 エーシンミズーリ 牡5黒鹿57 川田 将雅�栄進堂 坂口 正則 浦河 小島牧場 482－ 21：46．1 3．0�
812 クランモンタナ 牡4芦 57 C．デムーロ �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム B484＋ 21：46．31� 5．9�

（伊）

45 ジェントルマン 牡5黒鹿57 戸崎 圭太近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 492± 0 〃 アタマ 4．3�
68 マーブルデイビー 牡7栗 57 国分 優作下村 直氏 清水 久詞 三石 三石川上牧場 492－10 〃 ハナ 340．0�
710 テーオーケンジャ 牡6栗 57 藤岡 康太小笹 公也氏 梅田 智之 新ひだか 服部 牧場 510＋ 41：46．4	 30．9	
22 ショウナンカンムリ 牡4鹿 57 浜中 俊国本 哲秀氏 梅田 智之 日高 天羽牧場 496＋ 21：46．6	 3．9

33 クッカーニャ 牝4青鹿55 酒井 学 �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 452＋ 2 〃 ハナ 20．1�
57 フェータルローズ 牝4栗 55 池添 謙一兼松 利男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 436＋ 61：46．7	 59．8�
69 レインフォール 牡4芦 57 太宰 啓介深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 下屋敷牧場 428－ 81：47．12
 19．2
813 アナバティック 牡6栗 57 内田 博幸金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 504＋ 4 〃 クビ 24．5�
711 メイショウスザンナ 牝4鹿 55 中舘 英二松本 好�氏 高橋 義忠 新冠 北星村田牧場 468＋ 21：47．3	 44．0�
11 オールアズワン 牡5黒鹿57 大野 拓弥宮川 純造氏 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 490＋ 61：47．4
 30．8�
56 ユキノハリケーン 牡9鹿 57 柴山 雄一馬場 幸廣氏 根本 康広 門別 坂 牧場 494－ 41：47．82
 74．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 43，448，200円 複勝： 87，345，400円 枠連： 28，869，900円
馬連： 128，198，400円 馬単： 75，290，700円 ワイド： 53，170，500円
3連複： 164，359，900円 3連単： 315，281，000円 計： 895，964，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 120円 � 180円 � 160円 枠 連（4－8） 440円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，520円

ワ イ ド �� 300円 �� 240円 �� 480円

3 連 複 ��� 1，110円 3 連 単 ��� 5，620円

票 数

単勝票数 計 434482 的中 � 116621（1番人気）
複勝票数 計 873454 的中 � 246744（1番人気）� 110291（4番人気）� 137295（3番人気）
枠連票数 計 288699 的中 （4－8） 48517（2番人気）
馬連票数 計1281984 的中 �� 113821（3番人気）
馬単票数 計 752907 的中 �� 36617（5番人気）
ワイド票数 計 531705 的中 �� 44460（3番人気）�� 61859（2番人気）�� 24804（6番人気）
3連複票数 計1643599 的中 ��� 110147（3番人気）
3連単票数 計3152810 的中 ��� 41413（12番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―11．6―12．3―12．2―12．2―11．5―11．0―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．7―35．3―47．6―59．8―1：12．0―1：23．5―1：34．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エーシンミズーリ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Silver Hawk デビュー 2010．10．30 京都3着

2008．3．15生 牡5黒鹿 母 セントルイスガール 母母 Eishin Cynthiana 23戦5勝 賞金 113，456，000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。

10046 3月31日 曇 良 （25阪神2）第4日 第10競走 ��
��1，400�マーガレットステークス

発走15時00分 （芝・右）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量，収得賞金1，150万円毎1�
増

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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．9
1：19．0

良
良

612 ローガンサファイア 牝3鹿 54 浜中 俊 �キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 432± 01：21．2 5．3�
713 エールブリーズ 牡3青鹿56 川田 将雅 �社台レースホース鮫島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502－ 21：21．41� 4．4�
24 アットウィル 牡3栗 57 内田 博幸宮川 純造氏 領家 政蔵 浦河 富田牧場 478－ 6 〃 クビ 7．4�
23 ワキノブレイブ 牡3青鹿56 四位 洋文脇山 良之氏 清水 久詞 新冠 平山牧場 464－ 21：21．5	 13．6�
714 ラインミーティア 牡3鹿 56 川須 栄彦大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 アラキフアーム 446－ 8 〃 アタマ 41．6�
611 ルミナスウイング 牡3鹿 56 大野 拓弥 �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 474－ 21：21．6	 26．8	
11 
 ハイマウンテン 牝3鹿 54 国分 優作北前孔一郎氏 目野 哲也 日高 豊郷牧場 436＋ 21：21．8	 129．6

510 ノーブルコロネット 牝3鹿 54 池添 謙一�G1レーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 460－ 2 〃 アタマ 5．9�
816 プレイズエターナル 牡3黒鹿56 C．デムーロ H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472－ 4 〃 ハナ 11．9
（伊）

59 タイセイドリーム 牡3鹿 56 秋山真一郎田中 成奉氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 522＋ 4 〃 ハナ 8．2�
47 ミリオンフレッシュ 牡3黒鹿56 太宰 啓介池田 豊治氏 本田 優 新ひだか 真歌田中牧場 470－ 21：21．9	 31．5�
48 � マイネルエテルネル 牡3栗 57 D．バルジュー �サラブレッドクラブ・ラフィアン 西園 正都 愛 Redpender

Stud Ltd 460－101：22．0� 13．1�
（伊）

36 クロムレック 牡3栗 56 戸崎 圭太 �キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 504－ 41：22．21 16．7�
815 スマートアレンジ 牝3鹿 54 松山 弘平深見 富朗氏 小野 幸治 新冠 有限会社 大

作ステーブル 466＋ 4 〃 ハナ 171．0�
35 コスモアンダルシア 牝3鹿 54 中井 裕二 �ビッグレッドファーム 田中 剛 新冠 ビッグレッドファーム 432－ 81：23．05 182．6�
12 カシノランナウェイ 3栗 56 菱田 裕二柏木 務氏 梅内 忍 鹿児島 柏木 務 470－ 21：23．1	 104．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 49，325，300円 複勝： 80，423，700円 枠連： 40，540，200円
馬連： 163，597，800円 馬単： 86，437，400円 ワイド： 62，302，500円
3連複： 214，204，700円 3連単： 361，141，700円 計： 1，057，973，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 190円 � 150円 � 240円 枠 連（6－7） 830円

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 2，100円

ワ イ ド �� 400円 �� 910円 �� 540円

3 連 複 ��� 2，540円 3 連 単 ��� 12，700円

票 数

単勝票数 計 493253 的中 � 74202（2番人気）
複勝票数 計 804237 的中 � 114126（2番人気）� 165019（1番人気）� 75975（4番人気）
枠連票数 計 405402 的中 （6－7） 36113（2番人気）
馬連票数 計1635978 的中 �� 117931（1番人気）
馬単票数 計 864374 的中 �� 30422（2番人気）
ワイド票数 計 623025 的中 �� 40568（1番人気）�� 16015（9番人気）�� 28554（3番人気）
3連複票数 計2142047 的中 ��� 62414（2番人気）
3連単票数 計3611417 的中 ��� 20989（9番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．4―12．0―11．8―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．8―34．2―46．2―58．0―1：09．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．0
3 16，2，4（5，6，15）（1，8，9，11）（10，14）（3，13）7，12 4 16，2，4，15（5，11）6（9，10）（1，14）（3，13）（8，7，12）

勝馬の
紹 介

ローガンサファイア �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Out of Place デビュー 2012．6．30 函館1着

2010．2．1生 牝3鹿 母 ダークサファイア 母母 Darkest Star 8戦3勝 賞金 43，294，000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。

２レース目



10047 3月31日 曇 良 （25阪神2）第4日 第11競走 ��
��2，000�第57回産 経 大 阪 杯（ＧⅡ）

発走15時35分 （芝・右）
4歳以上；負担重量は，56�，牝馬2�減，24．3．31以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除
く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�
増，24．3．30以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時の成績を
除く）

産経新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 60，000，000円 24，000，000円 15，000，000円 9，000，000円 6，000，000円
付 加 賞 980，000円 280，000円 140，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

45 オルフェーヴル 牡5栗 58 池添 謙一 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 464＋ 61：59．0 1．2�

33 ショウナンマイティ 牡5青鹿57 浜中 俊国本 哲秀氏 梅田 智之 新ひだか 矢野牧場 512＋ 61：59．1� 9．6�
57 エイシンフラッシュ 牡6黒鹿58 C．デムーロ 平井 克彦氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 492＋ 4 〃 クビ 12．6�

（伊）

46 トウカイパラダイス 牡6黒鹿56 柴山 雄一内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 516＋101：59．41	 71．4�
34 ダークシャドウ 牡6栗 56 戸崎 圭太飯塚 知一氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 504－101：59．5� 10．2�
814 ヴィルシーナ 牝4青 54 内田 博幸佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 456＋ 81：59．82 10．6	
69 アスカクリチャン 牡6鹿 56 D．バルジュー 栗本 博晴氏 須貝 尚介 新冠 つつみ牧場 498＋ 2 〃 アタマ 216．7


（伊）

610 ヒットザターゲット 牡5栗 56 大野 拓弥前田 晋二氏 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント 520＋ 81：59．9クビ 111．3�
711 マッハヴェロシティ 牡7青 56 小牧 太井上 一郎氏 武藤 善則 浦河 日の出牧場 522－ 82：00．11
 439．0�
22 スマートギア 牡8栗 56 松山 弘平大川 徹氏 佐山 優 新冠 大栄牧場 468± 0 〃 ハナ 357．8
58 テイエムアンコール 牡9芦 56 太宰 啓介竹園 正繼氏 柴田 政見 三石 坂本牧場 462＋ 62：00．2	 515．9�
813 ローズキングダム 牡6黒鹿57 川田 将雅 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 466＋ 6 〃 アタマ 116．9�
712 タガノエルシコ 牡8栗 56 藤岡 康太八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 428－ 6 〃 ハナ 320．4�
11 コパノジングー 牡8黒鹿56 国分 恭介小林 祥晃氏 宮 徹 門別 ヤナガワ牧場 514± 02：00．73 551．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 289，414，600円 複勝： 791，344，500円 枠連： 131，079，800円
馬連： 571，975，800円 馬単： 614，615，400円 ワイド： 310，284，800円
3連複： 816，724，900円 3連単： 3，450，244，200円 計： 6，975，684，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 110円 � 150円 � 220円 枠 連（3－4） 190円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 420円

ワ イ ド �� 170円 �� 270円 �� 560円

3 連 複 ��� 770円 3 連 単 ��� 1，670円

票 数

単勝票数 計2894146 的中 � 1924296（1番人気）
複勝票数 計7913445 的中 � 5642477（1番人気）� 634864（2番人気）� 323219（5番人気）
枠連票数 計1310798 的中 （3－4） 514811（1番人気）
馬連票数 計5719758 的中 �� 1194960（1番人気）
馬単票数 計6146154 的中 �� 1080898（1番人気）
ワイド票数 計3102848 的中 �� 588972（1番人気）�� 270874（4番人気）�� 109098（7番人気）
3連複票数 計8167249 的中 ��� 789236（3番人気）
3連単票数 計34502442 的中 ���1530528（5番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．7―12．2―12．6―12．2―11．6―11．3―10．9―11．5

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―48．9―1：01．5―1：13．7―1：25．3―1：36．6―1：47．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F45．3―3F33．7
1
3
1，6，4，14（9，13）2（7，8）5，10－11－3－12
1，6（4，7，14）（9，13）8（2，5）10（11，3）－12

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

勝馬の
紹 介

オルフェーヴル �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2010．8．14 新潟1着

2008．5．14生 牡5栗 母 オリエンタルアート 母母 エレクトロアート 16戦9勝 賞金 1，140，682，000円
［他本会外：2戦1勝］

※タガノエルシコ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。

10048 3月31日 曇 良 （25阪神2）第4日 第12競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走16時10分 （ダート・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
1：48．5
1：47．8

重
重

24 ロ ン グ ロ ウ 牡6芦 57 D．バルジュー 吉田 和子氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 532－ 21：53．1 2．2�
（伊）

510 エクストラセック 牡6栗 57 浜中 俊金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 千歳 社台ファーム 518－121：53．42 22．9�

59 ミッキーオーラ 牡5青鹿57 中舘 英二野田みづき氏 高野 友和 日高 前川ファーム 522＋121：53．5クビ 8．4�
815 キタサンシンガー 牡4芦 57 藤岡 康太�大野商事 梅田 智之 新ひだか 木田牧場 502＋ 4 〃 アタマ 40．2�
35 サンライズスマート 牡4鹿 57 国分 恭介松岡 隆雄氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 470± 01：53．6� 6．3	
47 トーセンケイトゥー 	5栗 57 C．デムーロ 島川 
哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 462－ 21：53．7
 4．8�

（伊）

23 アーサーバローズ 牡4栗 57 小牧 太猪熊 広次氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 466＋12 〃 アタマ 11．6�
612 フォントルロイ 牡4鹿 57 内田 博幸大林 一彦氏 村山 明 安平 ノーザンファーム 488－101：53．8� 13．5
611 セトノシャンクス 牡5栗 57

55 △中井 裕二難波 澄子氏 森 秀行 日高 三城牧場 478＋101：54．33 244．1�
714 アクシーバンダム 牡4黒鹿57 松山 弘平山科 統氏 柴田 政見 浦河 バンダム牧場 446－ 21：54．4
 26．7�
816� ネオファッショ 牡5鹿 57 小林 徹弥西浦 和男氏 目野 哲也 新冠 隆栄牧場 478－ 4 〃 クビ 494．0�
713 ゴーイングストーン 牡4栗 57 太宰 啓介林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 478－ 21：54．5クビ 44．5�
11 � サンレイハスラー 牡7鹿 57 国分 優作永井 啓弍氏 西橋 豊治 浦河 辻 牧場 508± 01：54．81
 383．1�
12 コウエイチャンス 牡4鹿 57 柴山 雄一伊東 政清氏 山内 研二 浦河 市川牧場 476＋ 61：54．9
 110．3�
48 スエヒロジュピター 牝5鹿 55 黒岩 悠�みどり住宅 目野 哲也 新冠 ヒノデファーム 516－ 21：55．1
 506．8�
36 スマイルミッキー 牡7鹿 57 藤田 伸二広尾レース� 松永 幹夫 平取 坂東牧場 478± 01：56．37 168．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 61，930，400円 複勝： 95，523，400円 枠連： 44，216，600円
馬連： 183，956，000円 馬単： 114，008，100円 ワイド： 73，500，700円
3連複： 247，682，200円 3連単： 510，283，700円 計： 1，331，101，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 500円 � 260円 枠 連（2－5） 670円

馬 連 �� 2，720円 馬 単 �� 3，980円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 630円 �� 2，960円

3 連 複 ��� 8，830円 3 連 単 ��� 41，390円

票 数

単勝票数 計 619304 的中 � 225783（1番人気）
複勝票数 計 955234 的中 � 301724（1番人気）� 35481（7番人気）� 80134（4番人気）
枠連票数 計 442166 的中 （2－5） 48751（3番人気）
馬連票数 計1839560 的中 �� 49944（9番人気）
馬単票数 計1140081 的中 �� 21187（12番人気）
ワイド票数 計 735007 的中 �� 16708（13番人気）�� 30209（6番人気）�� 5834（29番人気）
3連複票数 計2476822 的中 ��� 20706（28番人気）
3連単票数 計5102837 的中 ��� 9099（118番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―14．0―12．9―13．0―12．3―12．0―11．8―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．4―38．4―51．3―1：04．3―1：16．6―1：28．6―1：40．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．8―3F36．5
1
3
4（3，9）（5，15）13（1，6，16）（7，10）8，12，11，14－2・（4，9）（3，15）（5，13，10）（1，16）（7，6）（8，12）（11，14）2

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

勝馬の
紹 介

ロ ン グ ロ ウ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2010．1．9 京都1着

2007．3．30生 牡6芦 母 ゴールドティアラ 母母 Bright Tiara 13戦4勝 賞金 51，221，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ダイヤノゲンセキ号
（非抽選馬） 4頭 サウンドビガレス号・サトノシーザー号・ハギノコメント号・プルプル号
※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。

４レース目



（25阪神2）第4日 3月31日（日曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 174頭 本 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

304，010，000円
4，020，000円
2，350，000円
28，050，000円
65，688，500円
5，436，800円
1，670，400円

勝馬投票券売得金
650，532，800円
1，476，881，000円
373，697，800円
1，485，540，300円
1，200，069，600円
735，156，200円
2，073，282，700円
5，740，634，400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 13，735，794，800円

総入場人員 27，776名 （有料入場人員 26，516名）
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