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07037 3月9日 晴 良 （26阪神1）第4日 第1競走 ��1，200�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
1：08．8
1：08．7

重
重

47 ノボキャビア 牝3栗 54 岩田 康誠�LS.M 森 秀行 浦河 高昭牧場 466－ 41：13．9 1．7�
11 ディオレサンス 牝3栗 54 藤岡 佑介�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 446± 0 〃 クビ 21．3�
48 サンレイフレンチ 牝3栗 54 幸 英明永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 410－ 21：14．22 33．7�
816 クレアドール 牝3青鹿54 武 豊 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 478－ 81：14．3クビ 5．4�
24 テイエムリヴィエラ 牝3鹿 54 小牧 太竹園 正繼氏 浜田多実雄 日高 テイエム牧場日高支場 B440± 0 〃 クビ 20．9	
714 イ ロ リ 牝3鹿 54

51 ▲岩崎 翼小田切有一氏 佐々木晶三 新ひだか 田中 裕之 466－ 41：14．4� 19．6

35 ダテノレスペデーザ 牝3黒鹿54 浜中 俊関 駿也氏 白井 寿昭 宮城 関兵牧場 478－ 61：14．61� 9．5�
12 エイシンローリン 牝3栗 54 熊沢 重文平井 克彦氏 松永 昌博 新ひだか 城地 清満 426－ 8 〃 ハナ 11．1�
612 テイエムゴージャス 牝3鹿 54 和田 竜二竹園 正繼氏 岩元 市三 平取 北島牧場 480＋ 21：14．7� 190．2
23 ヒラボクプリンセス 牝3青鹿54 藤岡 康太�平田牧場 千田 輝彦 日高 下河辺牧場 430－ 81：14．91� 70．1�
510 メイショウヴェスタ 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 446－ 21：16．49 258．3�
59 ホープフルハート 牝3鹿 54

53 ☆中井 裕二下河辺隆行氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 486＋ 81：16．71� 367．5�
815 マサノロマンス 牝3鹿 54

51 ▲義 英真猪野毛雅人氏 田所 秀孝 新ひだか 猪野毛牧場 440－ 61：16．8� 353．5�
713 マヤステファニー 牝3栗 54 酒井 学�まの 大橋 勇樹 浦河 市川フアーム 468 ―1：17．22� 76．0�
36 メモリーファクト 牝3鹿 54 古川 吉洋�シンザンクラブ 武田 博 浦河 成隆牧場 428－ 81：17．73 263．1�
611 アップルシェア 牝3鹿 54 国分 恭介津村 圭一氏 目野 哲也 浦河 桑田牧場 456± 0 （競走中止） 24．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，804，500円 複勝： 90，342，300円 枠連： 13，453，500円
馬連： 53，907，200円 馬単： 40，476，200円 ワイド： 28，816，200円
3連複： 80，353，200円 3連単： 146，835，700円 計： 478，988，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 580円 � 510円 枠 連（1－4） 400円

馬 連 �� 1，600円 馬 単 �� 2，390円

ワ イ ド �� 880円 �� 690円 �� 5，890円

3 連 複 ��� 10，380円 3 連 単 ��� 31，830円

票 数

単勝票数 計 248045 的中 � 121752（1番人気）
複勝票数 計 903423 的中 � 621909（1番人気）� 15116（9番人気）� 17865（7番人気）
枠連票数 計 134535 的中 （1－4） 25435（1番人気）
馬連票数 計 539072 的中 �� 24883（5番人気）
馬単票数 計 404762 的中 �� 12507（8番人気）
ワイド票数 計 288162 的中 �� 8244（10番人気）�� 10852（6番人気）�� 1135（47番人気）
3連複票数 計 803532 的中 ��� 5713（34番人気）
3連単票数 計1468357 的中 ��� 3405（95番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―12．0―12．4―12．4―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．8―35．8―48．2―1：00．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノボキャビア �
�
父 ノボジャック �

�
母父 Gone West デビュー 2013．12．21 中山2着

2011．5．1生 牝3栗 母 ノボサンシャイン 母母 Hidden Dreams 3戦1勝 賞金 9，800，000円
〔競走中止〕 アップルシェア号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※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 スズカコンクパール号・プリンセスゼット号

07038 3月9日 晴 良 （26阪神1）第4日 第2競走 ��
��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

36 アドマイヤランディ 牡3栗 56 岩田 康誠近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 510－121：55．0 6．2�
612 ティーエスハーツ 牡3黒鹿56 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 528＋ 61：55．42� 10．8�
12 キングオブタイム 牡3黒鹿56 小牧 太有限会社シルク加用 正 新冠 樋渡 信義 488－ 21：55．71� 4．5�
11 アイアムナチュラル 牡3鹿 56 浜中 俊堀 紘一氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 498－ 41：55．8� 2．5�
47 デンコウセキトバ 牡3黒鹿56 武 豊田中 康弘氏 本田 優 新ひだか 服部 牧場 506＋ 61：55．9クビ 6．8�
24 キネオグランデ 牡3栗 56 幸 英明吉田 千津氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 492－121：56．32� 17．0�
815 レッドフォース 牡3栗 56 四位 洋文 	東京ホースレーシング 松田 博資 千歳 社台ファーム 464± 01：56．4� 30．8

48 バイスブルー 牡3栗 56 熊沢 重文 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B500± 01：56．5� 31．5�
611 メイショウシシマル 牡3鹿 56 藤岡 佑介松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 村下 明博 474± 01：56．6� 27．4�
816 ロードガンブラック 牡3鹿 56 D．バルジュー 	ロードホースクラブ 牧浦 充徳 新冠 五丸農場 472± 01：57．13 22．8

（伊）

23 スプリングカンナ 牝3黒鹿 54
51 ▲義 英真加藤 春夫氏 牧田 和弥 様似 堀 弘康 458－ 61：57．63 438．9�

714 ショウナンガラシャ 牝3栗 54 中谷 雄太国本 哲秀氏 北出 成人 新ひだか 静内フアーム 444－ 41：57．91� 270．0�
59 タムロイレーネ 牝3鹿 54 酒井 学谷口 屯氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 428－12 〃 アタマ 167．6�
35 ドリームスカイハイ 牡3栗 56 古川 吉洋セゾンレースホース	 木原 一良 新ひだか 佐竹 学 484－ 21：58．53� 200．5�
713 フミノオオゾラ 牡3栗 56 池添 謙一谷 二氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 442－ 21：58．6� 149．4�
510 オ モ テ ナ シ 牝3栗 54 川島 信二佐藤 恭永氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 502－ 21：58．7� 142．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，502，100円 複勝： 49，693，700円 枠連： 15，791，600円
馬連： 50，105，300円 馬単： 34，716，600円 ワイド： 28，465，000円
3連複： 79，791，000円 3連単： 127，983，100円 計： 410，048，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 240円 � 330円 � 180円 枠 連（3－6） 2，210円

馬 連 �� 3，140円 馬 単 �� 4，860円

ワ イ ド �� 1，180円 �� 680円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 6，210円 3 連 単 ��� 42，670円

票 数

単勝票数 計 235021 的中 � 29949（3番人気）
複勝票数 計 496937 的中 � 53126（3番人気）� 35396（5番人気）� 86514（2番人気）
枠連票数 計 157916 的中 （3－6） 5284（8番人気）
馬連票数 計 501053 的中 �� 11779（13番人気）
馬単票数 計 347166 的中 �� 5280（17番人気）
ワイド票数 計 284650 的中 �� 5838（14番人気）�� 10662（6番人気）�� 6639（10番人気）
3連複票数 計 797910 的中 ��� 9483（18番人気）
3連単票数 計1279831 的中 ��� 2214（118番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―13．7―13．0―13．2―13．1―12．8―12．4―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．9―37．6―50．6―1：03．8―1：16．9―1：29．7―1：42．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．2―3F38．1
1
3
2，6，7（8，9）13，14（3，11）16（1，5，15）（4，10）－12
2，6，7（8，11，9）（3，1，14，13，16）（4，12）15（10，5）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤランディ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ジョリーズヘイロー デビュー 2014．1．6 京都8着

2011．4．29生 牡3栗 母 ゴーオンマイウェイ 母母 シーキングロイヤル 2戦1勝 賞金 5，000，000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。
（非当選馬） 1頭 ゴルゴネイオン号
※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。

第１回 阪神競馬 第４日



07039 3月9日 晴 良 （26阪神1）第4日 第3競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走10時55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

11 ワードイズボンド 牡3青 56
53 ▲義 英真宮田 守氏 崎山 博樹 浦河 バンブー牧場 528－141：34．0 77．4�

714 スナッチマインド 牝3鹿 54 浜中 俊有限会社シルク岡田 稲男 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 440－ 41：34．63� 2．7�

24 コスモカパルア 牝3栗 54
53 ☆中井 裕二 �ビッグレッドファーム 森田 直行 日高 北田 剛 454＋ 41：34．7� 89．4�

47 インターンシップ 牡3鹿 56
55 ☆菱田 裕二近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 454－ 8 〃 クビ 2．6�

48 キリシマホーマ 牡3鹿 56 北村 友一土屋 君春氏 橋口弘次郎 宮崎 土屋牧場 500＋ 71：34．8� 16．6�
36 メイショウワッフル 牝3鹿 54 幸 英明松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 466＋ 2 〃 クビ 8．4	
816 リリカルホイッスル 牝3黒鹿54 藤岡 康太有限会社シルク宮 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434＋ 41：35．11� 25．3

815 スリーアロー 牝3黒鹿54 和田 竜二松元 保氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 478＋ 81：35．2� 14．5�
510 アグネスヴェルテュ 牡3鹿 56 四位 洋文渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 470－ 21：35．52 20．2�
35 サザンキング 牡3芦 56 酒井 学南波 壽氏 加用 正 新冠 武田 修一 472＋121：36．13� 84．6
612 ファイナルダンサー 牡3鹿 56 国分 恭介桂土地� 五十嵐忠男 日高 小西 章 440± 01：36．2� 141．3�
59 サ ッ ト ー 牝3芦 54 D．バルジュー 佐藤 恭永氏 高橋 義忠 新ひだか 千代田牧場 454＋ 41：36．3� 23．8�

（伊）

12 チョウアコガレ 牝3鹿 54 太宰 啓介丸山 隆雄氏 日吉 正和 浦河 草薙 利昭 408＋ 41：36．51� 77．3�
713 マジェスティシップ 牡3黒鹿 56

53 ▲松若 風馬 �キャロットファーム 森田 直行 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 452± 01：37．03 309．3�

611 ジェットセッター 牡3青鹿56 武 豊下河�美智子氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 466＋ 21：37．1� 21．2�
23 マイネルフンケルン 牡3鹿 56 E．ペドロサ �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 432＋ 41：37．63 207．3�
（独）

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，824，900円 複勝： 48，134，700円 枠連： 15，631，600円
馬連： 56，656，900円 馬単： 37，788，700円 ワイド： 32，756，400円
3連複： 88，054，000円 3連単： 145，578，300円 計： 452，425，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，740円 複 勝 � 1，790円 � 140円 � 1，540円 枠 連（1－7） 4，960円

馬 連 �� 11，480円 馬 単 �� 31，990円

ワ イ ド �� 3，830円 �� 52，330円 �� 3，370円

3 連 複 ��� 172，830円 3 連 単 ��� 994，790円

票 数

単勝票数 計 278249 的中 � 2836（11番人気）
複勝票数 計 481347 的中 � 5266（13番人気）� 137290（1番人気）� 6148（11番人気）
枠連票数 計 156316 的中 （1－7） 2329（14番人気）
馬連票数 計 566569 的中 �� 3643（29番人気）
馬単票数 計 377887 的中 �� 872（69番人気）
ワイド票数 計 327564 的中 �� 2120（35番人気）�� 152（100番人気）�� 2410（31番人気）
3連複票数 計 880540 的中 ��� 376（202番人気）
3連単票数 計1455783 的中 ��� 108（1120番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．2―34．5―46．2―57．9―1：09．6―1：21．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワードイズボンド �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．9．21 阪神6着

2011．3．7生 牡3青 母 トロピカルナイト 母母 ウインドフレスカ 5戦1勝 賞金 5，000，000円
〔その他〕 メイショウワッフル号は，最後の直線コースで内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※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） 2頭 エトラ号・シュテルングランツ号
（非抽選馬） 2頭 ピノ号・ヤマニンアルブル号
※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。

07040 3月9日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （26阪神1）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25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

11 ニライジンク 牡5栗 60 熊沢 重文�フォーレスト 池添 兼雄 新ひだか 今 牧場 502± 03：21．4 5．3�
55 � ミルクディッパー 牡5黒鹿60 中村 将之�ノースヒルズ 北出 成人 米 North Hills

Management 580－ 23：21．82� 89．2�
68 ト ラ バ ン ト 牡6栗 60 小坂 忠士吉田 勝己氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 532－ 43：23．07 2．0�
812 アマノレインジャー 牡6栗 60 高田 潤中村 孝氏 湯窪 幸雄 浦河 浦河土肥牧場 498－ 23：23．1� 7．0�
44 メイショウタービン 牡5鹿 60 難波 剛健松本 好雄氏 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 464＋10 〃 クビ 13．7	
710� シャイニークラウン 牡5栗 60 平沢 健治小林 昌志氏 福島 信晴 平取 コアレススタッド 470－ 43：25．3大差 65．7

79 � プロジェクトブルー 牡7鹿 60 石神 深一 �ブルーマネジメント星野 忍 浦河 大道牧場 512－143：25．4� 26．7�
22 シンコープリンス 牡7青鹿60 北沢 伸也豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 466＋ 23：26．46 10．0�
33 メイショウヤギュウ 牡5栗 60 植野 貴也松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 476－ 23：26．71	 64．0
56 タイキサクセション 牡4栗 59 五十嵐雄祐�大樹ファーム 浅野洋一郎 大樹 大樹ファーム 418－ 43：33．8大差 92．1�
811� アマクサタカラジマ 牡4栃栗59 田村 太雅奈良﨑孝一郎氏 坪 憲章 新ひだか 安田 豊重 508－ 13：37．6大差 132．1�
67 トップエトワール 牡4芦 59 林 満明�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 506＋ 4 （競走中止） 6．8�
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売 得 金
単勝： 19，167，000円 複勝： 27，674，000円 枠連： 12，273，800円
馬連： 36，358，900円 馬単： 28，646，300円 ワイド： 19，038，000円
3連複： 56，491，300円 3連単： 110，593，500円 計： 310，242，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 170円 � 1，170円 � 120円 枠 連（1－5） 8，970円

馬 連 �� 15，980円 馬 単 �� 34，720円

ワ イ ド �� 3，190円 �� 250円 �� 2，050円

3 連 複 ��� 10，270円 3 連 単 ��� 129，150円

票 数

単勝票数 計 191670 的中 � 28842（2番人気）
複勝票数 計 276740 的中 � 40329（3番人気）� 3541（9番人気）� 94964（1番人気）
枠連票数 計 122738 的中 （1－5） 1010（19番人気）
馬連票数 計 363589 的中 �� 1680（27番人気）
馬単票数 計 286463 的中 �� 609（55番人気）
ワイド票数 計 190380 的中 �� 1295（29番人気）�� 23338（1番人気）�� 2043（22番人気）
3連複票数 計 564913 的中 ��� 4060（29番人気）
3連単票数 計1105935 的中 ��� 632（263番人気）
上り 1マイル 1：46．4 4F 52．0－3F 39．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ニライジンク �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．11．19 京都15着

2009．3．14生 牡5栗 母 トップレディスター 母母 フラワーゼット 障害：8戦1勝 賞金 11，700，000円
〔競走中止〕 トップエトワール号は，2周目4号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。



07041 3月9日 晴 良 （26阪神1）第4日 第5競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走12時15分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，馬齢重量
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
1：08．8
1：08．7

重
重

814 オートロンシャン 牝3黒鹿54 池添 謙一大戸 志浦氏 松永 昌博 様似 中村 俊紀 468± 01：12．9 10．5�
58 ワ デ ィ 牝3栗 54 和田 竜二 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 454－ 41：13．0� 2．1�
34 ブルーストーン 牝3黒鹿54 浜中 俊 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 454－ 61：13．53 5．8�
45 ケープオブホープ 牝3黒鹿54 小坂 忠士三宅 勝俊氏 境 直行 浦河 榊原 敏明 420－ 21：13．6� 81．3�
712 トラストフェアリー 牝3栗 54 幸 英明菅波 雅巳氏 羽月 友彦 浦河 梅田牧場 426－ 4 〃 ハナ 7．6�
46 ア ヴ ァ ー ル 牝3栗 54 岩田 康誠前原 敏行氏 牧浦 充徳 日高 チャンピオン

ズファーム 434－ 4 〃 クビ 6．4�
11 ア ブ ニ ー ル 牝3鹿 54 酒井 学中辻 明氏 日吉 正和 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 434－ 41：13．7クビ 31．7	
57 アキノクリンチ 牝3芦 54 太宰 啓介穐吉 正孝氏 沖 芳夫 新ひだか 鳥井牧場 446－ 41：13．91� 19．4

711 ハニードント 牝3栗 54

51 ▲義 英真薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 444＋ 21：14．11� 43．2�
22 スターリーオレンジ 牝3栗 54 小林 徹弥山上 和良氏 千田 輝彦 新ひだか 久井牧場 470－ 41：14．41� 89．3�
610 クリノプリムラ 牝3栗 54 小牧 太栗本 博晴氏 梅内 忍 日高 日西牧場 432± 0 〃 ハナ 228．8
813 バカニシナイデヨ 牝3栗 54 高倉 稜小林 祐介氏 崎山 博樹 日高 若林 武雄 432－ 41：14．82� 64．8�
33 ワンダーハイーニャ 牝3鹿 54

51 ▲岩崎 翼山本 信行氏 河内 洋 浦河 永田 克之 444－ 41：14．9クビ 19．0�
69 ヴ ォ ラ ー タ 牝3栗 54

53 ☆中井 裕二藤田 孟司氏 清水 久詞 新冠 株式会社
ノースヒルズ 420＋ 41：15．32� 96．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 28，045，200円 複勝： 54，502，200円 枠連： 16，660，800円
馬連： 58，002，000円 馬単： 40，349，500円 ワイド： 32，269，000円
3連複： 87，220，500円 3連単： 152，868，300円 計： 469，917，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，050円 複 勝 � 220円 � 120円 � 180円 枠 連（5－8） 710円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 3，000円

ワ イ ド �� 440円 �� 820円 �� 290円

3 連 複 ��� 1，690円 3 連 単 ��� 14，040円

票 数

単勝票数 計 280452 的中 � 21207（5番人気）
複勝票数 計 545022 的中 � 50023（5番人気）� 175133（1番人気）� 72008（3番人気）
枠連票数 計 166608 的中 （5－8） 17413（4番人気）
馬連票数 計 580020 的中 �� 42515（4番人気）
馬単票数 計 403495 的中 �� 9933（9番人気）
ワイド票数 計 322690 的中 �� 18022（4番人気）�� 8865（11番人気）�� 30233（2番人気）
3連複票数 計 872205 的中 ��� 38089（5番人気）
3連単票数 計1528683 的中 ��� 8037（35番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．8―12．1―12．6―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．4―35．2―47．3―59．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オートロンシャン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2013．6．29 中京7着

2011．3．24生 牝3黒鹿 母 ティーアイディップ 母母 シ ェ ー マ 6戦2勝 賞金 12，700，000円

07042 3月9日 晴 良 （26阪神1）第4日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走12時45分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

78 デジタルハーツ 牡5鹿 57 小牧 太林 正道氏 大久保龍志 浦河 高村牧場 480＋ 21：54．1 6．9�
77 スズカルパン 牡5鹿 57 武 豊永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 464－101：54．52� 4．7�
33 ナリタポセイドン 牡5鹿 57 和田 竜二�オースミ 南井 克巳 千歳 社台ファーム 500＋ 21：54．6� 3．7�
66 アーサーバローズ 牡5栗 57 岩田 康誠猪熊 広次氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 478－ 61：54．91� 7．9�
44 トウケイウイン 牡4黒鹿57 川島 信二木村 信彦氏 飯田 祐史 新ひだか 中村 和夫 436－ 61：55．0� 4．6�
11 ナムライットウセイ 牡4黒鹿57 幸 英明奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 476－121：55．32 8．7	
22 � キママホウダイ 牡5栗 57

54 ▲岩崎 翼小田切有一氏 佐々木晶三 新ひだか 田中 裕之 498＋ 21：55．62 13．0

89 タマノペルセウス 牡4鹿 57 太宰 啓介玉腰 勇吉氏 本田 優 浦河 村下 貞憲 522＋ 61：55．81 42．6�
810 ハワイアンソルト 牡5芦 57 藤岡 康太金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 492＋121：56．33 17．3�
55 � ニホンピロオーロラ 牝4黒鹿55 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 B444＋ 81：56．93� 91．8
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売 得 金
単勝： 24，350，300円 複勝： 49，796，200円 枠連： 13，310，500円
馬連： 54，886，500円 馬単： 34，619，900円 ワイド： 27，554，700円
3連複： 78，426，600円 3連単： 144，370，500円 計： 427，315，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 240円 � 190円 � 160円 枠 連（7－7） 1，810円

馬 連 �� 1，800円 馬 単 �� 3，890円

ワ イ ド �� 640円 �� 540円 �� 380円

3 連 複 ��� 2，240円 3 連 単 ��� 18，510円

票 数

単勝票数 計 243503 的中 � 28128（4番人気）
複勝票数 計 497962 的中 � 47256（6番人気）� 72913（3番人気）� 94747（2番人気）
枠連票数 計 133105 的中 （7－7） 5428（9番人気）
馬連票数 計 548865 的中 �� 22532（10番人気）
馬単票数 計 346199 的中 �� 6579（18番人気）
ワイド票数 計 275547 的中 �� 10168（10番人気）�� 12566（6番人気）�� 19048（2番人気）
3連複票数 計 784266 的中 ��� 25851（5番人気）
3連単票数 計1443705 的中 ��� 5758（60番人気）

ハロンタイム 13．1―11．8―13．8―12．8―12．9―12．7―12．3―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．9―38．7―51．5―1：04．4―1：17．1―1：29．4―1：41．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

デジタルハーツ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2011．12．10 中山2着

2009．3．22生 牡5鹿 母 チェリーエンジェル 母母 デーエスソロン 11戦2勝 賞金 21，200，000円
〔制裁〕 スズカルパン号の騎手武豊は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。



07043 3月9日 晴 良 （26阪神1）第4日 第7競走 ��
��2，200�サラブレッド系4歳以上

発走13時15分 （芝・右）
500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：10．0

良
良

44 キングデザイヤー 牡4黒鹿56 和田 竜二山口 敦広氏 鈴木 孝志 新ひだか 佐竹 学 506－ 42：15．2 4．0�
55 クリビツテンギョ 牡5栗 57 小牧 太栗本 博晴氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 478± 0 〃 クビ 11．9�
22 ジ ェ ラ ル ド �5栗 57 E．ペドロサ �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 482－ 42：15．3	 2．1�

（独）

89 シンボリジャズ 牡4鹿 56 岩田 康誠シンボリ牧場 牧 光二 日高 シンボリ牧場 484± 02：15．4クビ 4．0�
33 カ ー バ 牡5青鹿 57

54 ▲城戸 義政�ターフ・スポート白井 寿昭 浦河 市川フアーム B502＋ 4 〃 ハナ 41．6�
88 
 ダンツフォワード 牡5栗 57 太宰 啓介山元 哲二氏 本田 優 日高 豊洋牧場 446＋122：15．61	 17．3	
11 シゲルジョウム 牡6鹿 57 北村 友一森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 小島牧場 488－ 82：15．81	 14．7

66 ウインアルカディア 牡4栗 56 D．バルジュー �ウイン 中村 均 浦河 杵臼牧場 514－ 42：16．33 25．6�

（伊）

（8頭）
77 フレージャパン 牡5栗 57 藤田 伸二難波 澄子氏 森 秀行 日高 三城牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 26，654，400円 複勝： 34，093，200円 枠連： 9，361，400円
馬連： 47，679，700円 馬単： 37，699，500円 ワイド： 23，392，000円
3連複： 69，103，300円 3連単： 179，987，600円 計： 427，971，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 150円 � 210円 � 110円 枠 連（4－5） 1，970円

馬 連 �� 1，970円 馬 単 �� 3，200円

ワ イ ド �� 490円 �� 210円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，120円 3 連 単 ��� 10，340円

票 数

単勝票数 計 266544 的中 � 53184（2番人気）
複勝票数 計 340932 的中 � 58072（3番人気）� 29592（4番人気）� 114943（1番人気）
枠連票数 計 93614 的中 （4－5） 3512（8番人気）
馬連票数 計 476797 的中 �� 17871（8番人気）
馬単票数 計 376995 的中 �� 8712（11番人気）
ワイド票数 計 233920 的中 �� 10535（7番人気）�� 32351（2番人気）�� 15023（4番人気）
3連複票数 計 691033 的中 ��� 45912（3番人気）
3連単票数 計1799876 的中 ��� 12851（31番人気）

ハロンタイム 12．4―11．6―11．9―13．0―12．8―12．7―12．7―12．4―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� 2，000�
12．4―24．0―35．9―48．9―1：01．7―1：14．4―1：27．1―1：39．5―1：51．3―2：03．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F35．7
1
3
4，9，8（1，6）2（3，5）
4，9，8，6，1，2（3，5）

2
4
4，9，8（1，6）2（3，5）
4，9（8，6）5，1，2，3

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キングデザイヤー 
�
父 ダンスインザダーク 

�
母父 Tale of the Cat デビュー 2012．10．21 新潟5着

2010．4．20生 牡4黒鹿 母 ウマヒトスジ 母母 アスターフォーマリア 13戦2勝 賞金 20，791，000円
〔出走取消〕 フレージャパン号は，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。

07044 3月9日 晴 良 （26阪神1）第4日 第8競走 ��
��1，600�サラブレッド系4歳以上

発走13時50分 （芝・右・外）
1000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 10，200，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，020，000円� コースレコード

中央レコード
1：32．0
1：30．7

良
良

88 ハーキュリーズ 牡6鹿 57 D．バルジュー �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム 462－ 61：34．9 2．4�
（伊）

77 カ ロ ッ サ ル 牡5鹿 57 北村 友一岡田 牧雄氏 松永 昌博 平取 びらとり牧場 494－ 21：35．22 2．3�
33 ゴットラウディー 牡6鹿 57 藤田 伸二後藤 進氏 木原 一良 浦河 赤田牧場 472± 01：35．62� 21．0�
66 アサクサティアラ 牝4青鹿55 池添 謙一田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 432－ 2 〃 ハナ 6．6�
11 ブリージーデイズ 牡7栗 57 岡田 祥嗣 �グリーンファーム小島 茂之 千歳 社台ファーム B500± 01：35．81 66．2	
55 ヤマニンシェリル 牝4栗 55 武 幸四郎土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 462－ 61：36．11	 41．4

44 サウンドバラッド 
7鹿 57 武 豊増田 雄一氏 佐藤 正雄 千歳 社台ファーム 478＋ 2 〃 クビ 9．1�
22 マイティースコール 牡6栗 57 �島 良太小川 勲氏 宮 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466＋ 21：36．52� 31．1�
（8頭）

売 得 金
単勝： 35，742，800円 複勝： 83，896，300円 枠連： 発売なし
馬連： 71，238，400円 馬単： 50，899，000円 ワイド： 28，655，000円
3連複： 80，824，900円 3連単： 264，175，600円 計： 615，432，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 110円 � 250円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 180円 馬 単 �� 400円

ワ イ ド �� 120円 �� 440円 �� 470円

3 連 複 ��� 670円 3 連 単 ��� 2，110円

票 数

単勝票数 計 357428 的中 � 122288（2番人気）
複勝票数 計 838963 的中 � 398144（1番人気）� 277028（2番人気）� 27870（5番人気）
馬連票数 計 712384 的中 �� 305751（1番人気）
馬単票数 計 508990 的中 �� 94709（2番人気）
ワイド票数 計 286550 的中 �� 92179（1番人気）�� 11624（6番人気）�� 10699（7番人気）
3連複票数 計 808249 的中 ��� 89034（2番人気）
3連単票数 計2641756 的中 ��� 92752（8番人気）

ハロンタイム 12．9―11．1―11．9―12．1―12．0―11．4―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．0―35．9―48．0―1：00．0―1：11．4―1：22．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハーキュリーズ 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 Alydar デビュー 2010．10．17 京都6着

2008．4．3生 牡6鹿 母 タックスヘイブン 母母 タックスペイヤーズフォリー 30戦4勝 賞金 107，079，000円
〔制裁〕 ハーキュリーズ号の騎手D．バルジューは，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて

戒告。（被害馬：1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。



07045 3月9日 晴 良 （26阪神1）第4日 第9競走 ��
��1，800�ア ル メ リ 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 9，800，000円 3，900，000円 2，500，000円 1，500，000円 980，000円
付 加 賞 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：44．1

良
良

11 ミヤビジャスパー 牡3鹿 56 池添 謙一村上 義勝氏 笹田 和秀 新ひだか 高橋 修 484－ 81：47．9 2．0�
810 トウキョウタフガイ 牡3鹿 56 岩田 康誠市川 義美氏 松田 博資 安平 追分ファーム 466± 01：48．11� 16．4�
811 メイショウチギリ 牡3鹿 56 武 豊松本 好雄氏 武田 博 浦河 三嶋牧場 480± 01：48．2� 9．6�
67 ゼウスバローズ 牡3鹿 56 浜中 俊猪熊 広次氏 角居 勝彦 新冠 パカパカ

ファーム 442－141：48．51� 3．3�
79 ブラックカイト 牡3黒鹿56 幸 英明三宅 勝俊氏 境 直行 新ひだか 友田牧場 456－ 21：48．71	 25．5�
44 キタサンキンボシ 牡3栗 56 藤岡 康太�大野商事 梅田 智之 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 494－161：48．8クビ 176．5	
33 マイネリベルタス 牝3鹿 54 D．バルジュー 
サラブレッドクラブ・ラフィアン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム 412－ 2 〃 クビ 37．8�

（伊）

66 アドマイヤアース 牡3栗 56 和田 竜二近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 456± 01：49．22	 26．3�
78 ストロベリーキング 牡3黒鹿56 高倉 稜田頭 勇貴氏 崎山 博樹 浦河 杵臼牧場 474＋ 21：49．3クビ 62．6
22 スリーカラーナンゴ 牡3鹿 56 国分 優作永井商事
 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 446－ 6 〃 ハナ 27．1�
55 エイシンフランキー 牡3芦 56 酒井 学
栄進堂 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 494－ 61：50．36 9．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 52，690，000円 複勝： 88，763，000円 枠連： 25，954，800円
馬連： 113，443，800円 馬単： 76，768，900円 ワイド： 54，425，800円
3連複： 156，069，100円 3連単： 339，301，000円 計： 907，416，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 340円 � 210円 枠 連（1－8） 500円

馬 連 �� 1，780円 馬 単 �� 2，360円

ワ イ ド �� 690円 �� 360円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 3，100円 3 連 単 ��� 12，030円

票 数

単勝票数 計 526900 的中 � 216496（1番人気）
複勝票数 計 887630 的中 � 341292（1番人気）� 43976（5番人気）� 88395（3番人気）
枠連票数 計 259548 的中 （1－8） 38363（2番人気）
馬連票数 計1134438 的中 �� 47124（6番人気）
馬単票数 計 767689 的中 �� 24051（6番人気）
ワイド票数 計 544258 的中 �� 19136（6番人気）�� 41714（3番人気）�� 10639（16番人気）
3連複票数 計1560691 的中 ��� 37239（9番人気）
3連単票数 計3393010 的中 ��� 20823（31番人気）

ハロンタイム 12．9―11．6―11．7―12．2―12．3―12．0―11．3―11．5―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．5―36．2―48．4―1：00．7―1：12．7―1：24．0―1：35．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミヤビジャスパー �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2013．10．26 京都3着

2011．2．23生 牡3鹿 母 ミヤビキララ 母母 システィーナ 5戦2勝 賞金 29，315，000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。

07046 3月9日 晴 良 （26阪神1）第4日 第10競走 ��
��2，000�

に が わ

仁川ステークス
発走15時00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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
2：01．0
2：01．0

不良
不良

46 ナムラビクター 牡5鹿 56 小牧 太奈村 信重氏 福島 信晴 日高 いとう牧場 530＋ 82：03．6 1．8�
23 ドコフクカゼ 牡4黒鹿56 岩田 康誠國分 純氏 友道 康夫 日高 ファニーフレンズファーム 524＋222：04．34 8．6�
11 マルカプレジオ 牡6栃栗56 D．バルジュー 河長産業� 今野 貞一 千歳 社台ファーム 484－ 42：04．4クビ 12．3�

（伊）

814	 イッシンドウタイ 牡5鹿 56 池添 謙一�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 508± 02：04．71
 14．9�
47 クラシカルノヴァ 牡6黒鹿56 小坂 忠士岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 登別 青藍牧場 486＋ 62：04．8
 118．2	
815 ナリタシルクロード 牡7鹿 57 高倉 稜�オースミ 崎山 博樹 浦河 杵臼牧場 536± 02：05．01� 53．7

611 ヴァンヌーヴォー 牡5鹿 56 四位 洋文 H.H．シェイク・モハメド 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B502± 0 〃 ハナ 11．8�
22 ケイアイレオーネ 牡4芦 57 幸 英明亀田 和弘氏 西浦 勝一 浦河 富田牧場 B560－ 62：05．1� 9．7�
610 ブ ル ロ ッ ク 牡7鹿 56 川須 栄彦小林 秀樹氏 高橋 亮 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム B500＋ 82：05．31� 242．9
712 ニューダイナスティ 牡5鹿 56 浜中 俊 �サンデーレーシング 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋162：05．51 15．5�
58 メテオロロジスト 牡7栗 56 武 豊金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 日高 日高大洋牧場 522＋102：05．92� 8．6�
35 ツクバコガネオー 6栗 56 古川 吉洋荻原 昭二氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 524－ 42：06．22 72．2�
34 フ リ ソ 牡8鹿 56 太宰 啓介藤田 孟司氏 小島 茂之 門別 モリナガファーム 494＋ 22：06．62� 244．3�
59 ス エ ズ 9鹿 56 菱田 裕二吉田 和美氏 吉田 直弘 門別 日高大洋牧場 518＋ 82：08．4大差 294．7�

（14頭）
713 マイネルバイカ 牡5鹿 56 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 白井 寿昭 新ひだか 乾 皆雄 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 57，471，400円 複勝： 93，222，400円 枠連： 36，367，700円
馬連： 157，923，600円 馬単： 95，787，400円 ワイド： 64，704，700円
3連複： 220，213，000円 3連単： 421，688，900円 計： 1，147，379，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 190円 � 240円 枠 連（2－4） 360円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 840円

ワ イ ド �� 290円 �� 370円 �� 970円

3 連 複 ��� 1，740円 3 連 単 ��� 4，790円

票 数

単勝票数 差引計 574714（返還計 1426） 的中 � 262748（1番人気）
複勝票数 差引計 932224（返還計 3082） 的中 � 370341（1番人気）� 103068（2番人気）� 69420（5番人気）
枠連票数 差引計 363677（返還計 41） 的中 （2－4） 76029（1番人気）
馬連票数 差引計1579236（返還計 14299） 的中 �� 170694（1番人気）
馬単票数 差引計 957874（返還計 6590） 的中 �� 84523（1番人気）
ワイド票数 差引計 647047（返還計 4517） 的中 �� 61106（1番人気）�� 44024（4番人気）�� 14527（10番人気）
3連複票数 差引計2202130（返還計 32808） 的中 ��� 93602（3番人気）
3連単票数 差引計4216889（返還計 61490） 的中 ��� 65000（2番人気）

ハロンタイム 12．4―11．6―11．7―13．6―12．6―12．1―12．4―12．1―12．0―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―24．0―35．7―49．3―1：01．9―1：14．0―1：26．4―1：38．5―1：50．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ナムラビクター �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2012．4．15 阪神16着

2009．5．16生 牡5鹿 母 ナムラシゲコ 母母 ケイジヨイナー 14戦6勝 賞金 118，128，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔出走取消〕 マイネルバイカ号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
※出走取消馬 マイネルクロップ号（疾病〔左肩跛行〕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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 8頭 オセアニアボス号・オートドラゴン号・コレクターアイテム号・サウンドガガ号・ファイヤー号・

ミッドサマーフェア号・メイショウデイム号・リアライズキボンヌ号
※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。

２レース目



07047 3月9日 晴 良 （26阪神1）第4日 第11競走 ��
��1，800�

おおさかじょう

大阪城ステークス
発走15時35分 （芝・右・外）
4歳以上，25．3．2以降26．3．2まで1回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000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
1：44．5
1：44．1

良
良

56 スマートレイアー 牝4芦 54 武 豊大川 徹氏 大久保龍志 新ひだか 岡田スタツド 464－ 41：45．7 2．6�
710 ディサイファ 牡5鹿 56 四位 洋文 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 484－101：45．91� 3．0�
79 タムロスカイ 牡7栗 56 北村 友一谷口 屯氏 西園 正都 青森 諏訪牧場 490± 01：46．32� 36．1�
11 プリンセスジャック 牝4栗 52 酒井 学�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 476－ 2 〃 ハナ 13．3�
22 ヒストリカル 牡5黒鹿56 菱田 裕二近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 448＋ 6 〃 ハナ 5．8�
812 セイクリッドセブン 牡7栗 53 岩田 康誠 	社台レースホース松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494＋ 61：46．93� 14．9

44 メイショウウズシオ 牡7黒鹿55 武 幸四郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 482＋ 61：47．0� 36．6�
67 テイエムイナズマ 牡4黒鹿54 古川 吉洋竹園 正繼氏 福島 信晴 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 508＋ 41：47．1� 14．3�
55 コスモラピュタ 牡7鹿 51 高倉 稜 	ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム B478± 01：47．2クビ 88．6
33 	 メイショウサミット 牡8鹿 52 国分 恭介松本 好雄氏 高橋 義忠 門別 日西牧場 B534－ 61：47．3� 62．0�
68 ス ピ リ タ ス 
9栗 55 D．バルジュー 	キャロットファーム 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム 452＋ 41：47．4クビ 29．6�

（伊）

811 シゲルササグリ 牡5黒鹿54 幸 英明森中 蕃氏 中村 均 新冠 平山牧場 514＋121：47．82� 31．8�
（12頭）

売 得 金
単勝： 79，029，200円 複勝： 106，970，500円 枠連： 51，046，600円
馬連： 304，461，400円 馬単： 175，003，800円 ワイド： 101，650，000円
3連複： 402，663，400円 3連単： 916，133，800円 計： 2，136，958，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 130円 � 490円 枠 連（5－7） 380円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 680円

ワ イ ド �� 210円 �� 1，330円 �� 1，200円

3 連 複 ��� 4，120円 3 連 単 ��� 12，890円

票 数

単勝票数 計 790292 的中 � 243301（1番人気）
複勝票数 計1069705 的中 � 261229（2番人気）� 267177（1番人気）� 34879（9番人気）
枠連票数 計 510466 的中 （5－7） 99508（1番人気）
馬連票数 計3044614 的中 �� 600911（1番人気）
馬単票数 計1750038 的中 �� 191901（1番人気）
ワイド票数 計1016500 的中 �� 151730（1番人気）�� 16290（20番人気）�� 18158（18番人気）
3連複票数 計4026634 的中 ��� 72287（14番人気）
3連単票数 計9161338 的中 ��� 52485（32番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．3―11．8―11．8―11．8―11．4―11．5―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．5―34．8―46．6―58．4―1：10．2―1：21．6―1：33．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマートレイアー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2013．4．7 阪神1着

2010．5．15生 牝4芦 母 スノースタイル 母母 シャルムダンサー 7戦4勝 賞金 88，268，000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。

07048 3月9日 晴 良 （26阪神1）第4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）
1000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 10，200，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，020，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

815� ダノンレジェンド 牡4黒鹿57 和田 竜二�ダノックス 村山 明 米 Colts Neck
Stables, LLC 454＋ 21：25．1 8．7�

47 ア メ リ 牝4栗 55 岩田 康誠 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 444－ 21：25．31	 3．2�
36 ピ ン ポ ン 牡4鹿 57 池添 謙一小田切有一氏 田中 章博 新冠 大栄牧場 458＋ 41：25．4クビ 15．0�
714 トップオブザヘヴン 牝7黒鹿55 藤岡 佑介�グランド牧場 本田 優 新ひだか グランド牧場 478± 0 〃 アタマ 71．3�
11 エーシンブランコス 牡5芦 57 藤岡 康太�栄進堂 高野 友和 浦河 栄進牧場 438± 01：25．5
 20．3	
510 オビーディエント 牡5黒鹿57 幸 英明�ノースヒルズ 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント 462＋ 2 〃 クビ 18．4

12 ノ ウ レ ッ ジ 牡4鹿 57 浜中 俊 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 490－14 〃 アタマ 4．4�
24 カシノインカローズ 牝5鹿 55 酒井 学柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 452－ 21：25．6
 17．7�
23 メイショウアイアン 牡4鹿 57

56 ☆菱田 裕二松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 藤沢牧場 502－ 61：25．81	 27．8
48 ゼンノコリオリ 牡4鹿 57 武 幸四郎大迫久美子氏 高橋 亮 浦河 中村 雅明 466± 0 〃 ハナ 37．9�
611 カリスマサンスカイ 牡6鹿 57

54 ▲義 英真畔柳 年言氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 B528＋121：25．9クビ 64．4�
59 メイショウドゥーマ 牡4黒鹿57 太宰 啓介松本 好�氏 本田 優 新冠 ビッグレッドファーム 488－ 21：26．0
 140．7�
816 ルベーゼドランジェ 牝4鹿 55 武 豊 �キャロットファーム 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 472－ 61：26．1
 6．2�
713 スイングエンジン 牡8栗 57 藤田 伸二平井 裕氏 森 秀行 浦河 岡部牧場 474－ 41：26．52
 173．6�
612 エスジーブルーム 牝5鹿 55 北村 友一窪田 滋氏 中内田充正 浦河 辻 牧場 482－ 41：26．6クビ 9．7�
35 ツルマルワンピース 牝6鹿 55

52 ▲松若 風馬鶴田 鈴子氏 橋口弘次郎 浦河 市川牧場 496－221：27．45 128．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 64，648，000円 複勝： 116，838，100円 枠連： 48，425，100円
馬連： 254，942，600円 馬単： 104，508，900円 ワイド： 89，808，000円
3連複： 298，867，800円 3連単： 519，137，200円 計： 1，497，175，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 270円 � 140円 � 300円 枠 連（4－8） 700円

馬 連 �� 1，920円 馬 単 �� 4，730円

ワ イ ド �� 740円 �� 1，350円 �� 860円

3 連 複 ��� 6，820円 3 連 単 ��� 41，960円

票 数

単勝票数 計 646480 的中 � 59026（4番人気）
複勝票数 計1168381 的中 � 99772（3番人気）� 290177（1番人気）� 84495（6番人気）
枠連票数 計 484251 的中 （4－8） 51634（2番人気）
馬連票数 計2549426 的中 �� 105010（4番人気）
馬単票数 計1045089 的中 �� 16331（14番人気）
ワイド票数 計 898080 的中 �� 30924（4番人気）�� 15976（14番人気）�� 25864（8番人気）
3連複票数 計2988678 的中 ��� 32370（15番人気）
3連単票数 計5191372 的中 ��� 9131（106番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―12．1―12．6―12．4―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．4―35．5―48．1―1：00．5―1：12．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．6―3F37．0
3 ・（16，13）（1，15）5（2，12，7）10，6，8，14，9，11（3，4） 4 ・（16，13）15，1，7（2，5）（12，10）6（14，8）（9，3，11）4

勝馬の
紹 介

�ダノンレジェンド �
�
父 Macho Uno �

�
母父 Storm Cat デビュー 2012．11．10 東京1着

2010．2．24生 牡4黒鹿 母 My Goodness 母母 Caressing 9戦2勝 賞金 24，902，000円
［他本会外：2戦1勝］

〔制裁〕 ツルマルワンピース号の騎手松若風馬は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番）
※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 ステイウェル号・ハナノシンノスケ号
（非抽選馬） 2頭 テイクファイア号・ライブリシーラ号

４レース目



（26阪神1）第4日 3月9日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 153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

221，590，000円
4，020，000円
1，260，000円
20，300，000円
60，183，000円
4，676，400円
1，468，800円

勝馬投票券売得金
463，929，800円
843，926，600円
258，277，400円
1，259，606，300円
757，264，700円
531，534，800円
1，698，078，100円
3，468，653，500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 9，281，271，200円

総入場人員 14，887名 （有料入場人員 13，823名）
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