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07061 3月16日 晴 稍重 （26阪神1）第6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）

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

47 カ ゼ ノ コ 牡3鹿 56 秋山真一郎�嶋 孝司氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 460－ 81：55．8 1．3�
611 フェイマスエンド 牡3栗 56 川田 将雅有限会社シルク�島 一歩 新冠 中村農場 474－101：55．9� 13．3�
815 メイショウキトラ 牡3栗 56

53 ▲城戸 義政松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 磯野牧場 474－ 41：56．0� 69．8�
12 タマモセナター 牡3栗 56 �島 良太タマモ� 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 B478－ 2 〃 クビ 73．2�
35 ア ガ ペ ー 牝3黒鹿54 藤田 伸二 �ローレルレーシング 飯田 雄三 新冠 ハシモトフアーム B480－ 2 〃 アタマ 39．7�
23 アガスティア 牡3黒鹿56 池添 謙一 	サンデーレーシング 池添 兼雄 安平 追分ファーム 518－ 81：56．42� 53．7

816 サウザンドエース 牡3芦 56

55 ☆菱田 裕二吉岡 泰治氏 浜田多実雄 新ひだか 増本牧場 508－ 61：56．5� 423．9�
24 カネトシタシナミ 牝3鹿 54 川須 栄彦兼松 利男氏 高野 友和 新冠 パカパカ

ファーム 438＋ 61：56．81� 304．3�
510 ティーエスネオ 牡3芦 56 幸 英明田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 508± 0 〃 アタマ 7．0
11 トーコープラネット 牡3栗 56 岩田 康誠森田 藤治氏 橋田 満 浦河 市川フアーム 452－ 81：57．22� 13．1�
612 スリーサウス 牡3鹿 56 武 豊永井商事� 石橋 守 新ひだか 山田牧場 466＋101：57．51� 71．9�
59 ミレニアムスター 牡3芦 56 藤岡 康太吉田 正志氏 浅見 秀一 安平 追分ファーム 484± 01：57．71 253．9�
48 ヘッドクオーター 牡3鹿 56 尾島 徹�ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 474－ 41：58．33� 434．1�
（笠松）

714 アイハヴアドリーム 牡3青 56 浜中 俊馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 530± 0 〃 クビ 22．0�
36 ウインルゼル 牝3鹿 54 熊沢 重文�ウイン 飯田 雄三 新冠 松浦牧場 408－ 21：58．61� 488．2�
713 リゼタイムス 牝3栗 54 D．バルジュー 飯田 訓大氏 森 秀行 日高 三城牧場 394－ 21：59．23� 220．0�

（伊）

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，378，500円 複勝： 88，357，200円 枠連： 9，806，500円
馬連： 41，427，200円 馬単： 34，483，200円 ワイド： 21，216，400円
3連複： 60，775，600円 3連単： 131，233，500円 計： 414，678，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 100円 � 200円 � 750円 枠 連（4－6） 550円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 780円

ワ イ ド �� 290円 �� 830円 �� 4，030円

3 連 複 ��� 5，710円 3 連 単 ��� 13，340円

票 数

単勝票数 計 273785 的中 � 177601（1番人気）
複勝票数 計 883572 的中 � 667799（1番人気）� 44551（4番人気）� 8190（9番人気）
枠連票数 計 98065 的中 （4－6） 13383（3番人気）
馬連票数 計 414272 的中 �� 52672（3番人気）
馬単票数 計 344832 的中 �� 32788（3番人気）
ワイド票数 計 212164 的中 �� 21399（3番人気）�� 5989（10番人気）�� 1143（30番人気）
3連複票数 計 607756 的中 ��� 7857（18番人気）
3連単票数 計1312335 的中 ��� 7261（41番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．7―37．2―50．7―1：03．7―1：16．7―1：29．8―1：42．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．1―3F39．1
1
3

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

勝馬の
紹 介

カ ゼ ノ コ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ラグビーボール デビュー 2013．8．3 函館3着

2011．4．6生 牡3鹿 母 タフネススター 母母 ユキノサクラ 8戦1勝 賞金 11，900，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

07062 3月16日 晴 稍重 （26阪神1）第6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
1：08．8
1：08．7

重
重

47 シゲルビッチュウ �3青鹿56 岩田 康誠森中 蕃氏 川村 禎彦 新ひだか 出羽牧場 428－ 21：13．2 12．5�
510 ダンツトーラス 牡3栗 56 池添 謙一山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 水上 習孝 508＋221：13．41� 38．4�
611 スイープアロー 牡3栗 56 幸 英明矢野 秀春氏 浜田多実雄 日高 佐々木 康治 478－ 61：13．61� 5．2�
612 チ ャ ー マ ー 牡3青鹿56 E．ペドロサ 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 492＋ 2 〃 アタマ 1．8�
（独）

59 ヴァッフシュテルケ 牡3青鹿56 和田 竜二�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 458± 01：14．13 16．6�
24 ワンダーバリデス �3栗 56 小坂 忠士山本 信行氏 梅内 忍 新冠 タニグチ牧場 422－ 61：14．31� 178．6	
35 エイシンボン 牝3鹿 54 D．バルジュー 
栄進堂 坂口 正則 浦河 榊原 敏明 432－ 41：14．61� 85．7�

（伊）

23 エイシンペペラッツ 牡3栗 56 武 豊
栄進堂 田所 秀孝 浦河 栄進牧場 468 ―1：14．7クビ 11．7�
48 セイスナッピー 牡3栗 56 秋山真一郎金田 成基氏 服部 利之 日高 浜本牧場 482－ 41：15．12� 52．1
36 エキゾチックマター 牡3栗 56 藤田 伸二西森 鶴氏 清水 久詞 新ひだか 土田農場 476－ 6 〃 クビ 6．5�
11 メイショウサンキチ 牡3栗 56

53 ▲義 英真松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 510－221：15．2� 51．6�
816 クールアンジュ 牝3芦 54 川須 栄彦 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中村 均 新ひだか 岡田スタツド 462－101：15．52 257．8�
714 フェリックス 牡3芦 56 熊沢 重文 H.H．シェイク・モハメド 矢作 芳人 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 502 ―1：16．56 108．2�
815 マイアリエス 牡3鹿 56

53 ▲原田 敬伍
アカデミー 作田 誠二 新冠 清水 弘昭 484 ―1：16．81� 45．2�
12 コウザンウルフ 牡3栃栗56 小林 徹弥山下 良子氏 目野 哲也 宮崎 田上 勝雄 416 ―1：17．97 470．8�
713 カシノステイタス 牡3栗 56

53 ▲城戸 義政柏木 務氏 梅内 忍 新冠 今野 活博 438± 0 （競走中止） 643．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 22，043，500円 複勝： 66，784，400円 枠連： 11，353，600円
馬連： 38，773，500円 馬単： 29，733，900円 ワイド： 21，267，300円
3連複： 58，793，800円 3連単： 108，606，400円 計： 357，356，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，250円 複 勝 � 510円 � 2，480円 � 250円 枠 連（4－5） 5，300円

馬 連 �� 19，790円 馬 単 �� 41，640円

ワ イ ド �� 4，900円 �� 770円 �� 2，780円

3 連 複 ��� 24，940円 3 連 単 ��� 190，840円

票 数

単勝票数 計 220435 的中 � 13981（5番人気）
複勝票数 計 667844 的中 � 33365（4番人気）� 6030（10番人気）� 84008（2番人気）
枠連票数 計 113536 的中 （4－5） 1581（13番人気）
馬連票数 計 387735 的中 �� 1446（32番人気）
馬単票数 計 297339 的中 �� 527（67番人気）
ワイド票数 計 212673 的中 �� 1034（34番人気）�� 7204（7番人気）�� 1846（24番人気）
3連複票数 計 587938 的中 ��� 1740（55番人気）
3連単票数 計1086064 的中 ��� 420（353番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―11．8―12．2―12．3―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．7―35．5―47．7―1：00．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シゲルビッチュウ �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 キンググローリアス デビュー 2013．10．20 京都2着

2011．4．23生 �3青鹿 母 ア ミ ダ ラ 母母 ミスアミツト 9戦1勝 賞金 13，050，000円
〔競走中止〕 カシノステイタス号は，競走中に疾病〔右第1指関節脱臼〕を発症したため4コーナーで競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コウザンウルフ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年4月16日まで平地競

走に出走できない。
※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 カシノチャンプ号・マサノジュエリー号
（非抽選馬） 2頭 エヴェレストバイオ号・カフジホーク号
※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。

第１回 阪神競馬 第６日



07063 3月16日 晴 稍重 （26阪神1）第6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）
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
1：48．5
1：47．8

重
重

11 ネオジェネシス 牡3鹿 56 浜中 俊有限会社シルク大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 526 ―1：55．7 2．7�

510 ワンダーアジル 牡3青鹿 56
53 ▲義 英真山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 446 ―1：56．44 16．3�

12 フ ア ヒ キ リ 牡3黒鹿56 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 角居 勝彦 日高 日高大洋牧場 472 ―1：57．57 4．1�
（伊）

816 セルリアンラッシュ 牡3青 56 武 豊�イクタ 田所 秀孝 日高 長谷川 一男 478 ―1：57．6� 27．2�
23 ワ ル ガ キ 牡3鹿 56 D．バルジュー 大塚 亮一氏 笹田 和秀 浦河 杵臼牧場 470 ―1：57．7クビ 31．4	

（伊）

24 トウカイソレイユ 牡3青鹿56 藤岡 康太内村 正則氏 野中 賢二 平取 二風谷ファーム 496 ―1：58．76 47．2

35 � ボ ラ ー レ 牡3黒鹿56 岩田 康誠谷水 雄三氏 角居 勝彦 愛 Yuzo Tani-

mizu 580 ―1：59．02 3．4�
612 サンライズフレンチ 牡3栗 56 田中 博康松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 488 ―1：59．1クビ 213．8�
815 クールエンゲージ 牝3栗 54 小林 徹弥川上 哲司氏 目野 哲也 浦河 まるとみ冨岡牧場 480 ― 〃 アタマ 166．1
36 キングドライヴ 牡3黒鹿56 池添 謙一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 本田 優 新ひだか 岡田牧場 492 ―1：59．95 36．4�
47 ミレニアムソング 牝3栗 54 和田 竜二下河辺隆行氏 吉村 圭司 日高 下河辺牧場 518 ―2：00．11	 12．3�
611 トーホウローツェ 牝3栗 54 岡田 祥嗣東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 456 ―2：00．31	 45．3�
48 セイウンアネゴ 牝3鹿 54 尾島 徹西山 茂行氏 中竹 和也 新ひだか 本桐牧場 484 ―2：01．15 192．5�

（笠松）

714 エンジェルスピン 牝3黒鹿54 藤田 伸二飯田 正剛氏 高橋 康之 新ひだか 千代田牧場 502 ―2：01．31
 50．9�
713 クーファアーマー 牝3鹿 54 秋山真一郎大迫久美子氏 石坂 正 新冠 村上 欽哉 480 ― 〃 アタマ 54．5�
59 ハーモニックレディ 牝3栗 54

53 ☆菱田 裕二吉田 正志氏 石坂 正 白老 追分ファーム 484 ―2：01．51	 237．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，868，400円 複勝： 32，531，700円 枠連： 14，049，600円
馬連： 42，254，300円 馬単： 29，370，600円 ワイド： 19，820，700円
3連複： 59，420，800円 3連単： 95，179，500円 計： 321，495，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 120円 � 230円 � 140円 枠 連（1－5） 1，190円

馬 連 �� 2，120円 馬 単 �� 3，360円

ワ イ ド �� 670円 �� 210円 �� 720円

3 連 複 ��� 2，010円 3 連 単 ��� 12，990円

票 数

単勝票数 計 288684 的中 � 86973（1番人気）
複勝票数 計 325317 的中 � 97090（1番人気）� 26727（4番人気）� 61080（2番人気）
枠連票数 計 140496 的中 （1－5） 8717（4番人気）
馬連票数 計 422543 的中 �� 14723（6番人気）
馬単票数 計 293706 的中 �� 6466（9番人気）
ワイド票数 計 198207 的中 �� 6506（6番人気）�� 28585（1番人気）�� 6028（7番人気）
3連複票数 計 594208 的中 ��� 21821（3番人気）
3連単票数 計 951795 的中 ��� 5408（25番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―38．0―51．4―1：04．6―1：17．8―1：31．1―1：43．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．1―3F37．9
1
3
10－7，13（1，16）（3，15）4（5，6）11－（2，8，14）－12，9
10，1（3，7）13（4，16）（2，6）（11，15）14，5－8－12，9

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

勝馬の
紹 介

ネオジェネシス �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Demons Begone 初出走

2011．3．1生 牡3鹿 母 フィックルフレンズ 母母 Prom Knight 1戦1勝 賞金 6，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 アグネスジェシカ号・アロハエコモマイ号・カツラッシュ号・キャロル号・ナリタモード号・ビーイノベイティブ号・

ベイシス号・リリーヒーロー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

07064 3月16日 晴 良 （26阪神1）第6日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時25分 （芝・右・外）

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
1：44．5
1：44．1

良
良

23 イ サ ベ ル 牝3鹿 54 M．デムーロ近藤 英子氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 456 ―1：48．5 6．7�
（伊）

11 アデヤカコマチ 牝3鹿 54 川須 栄彦 �キャロットファーム 高野 友和 千歳 社台ファーム 434－ 41：49．13� 11．8�
610 タガノバラード 牝3黒鹿54 岩田 康誠八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 426－ 41：49．31� 15．2�
34 ピエールドリュヌ 牝3黒鹿54 浜中 俊 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 高村牧場 466－ 61：49．4� 5．0�
58 スヴァラッシー 牝3青鹿54 E．ペドロサ 吉田 正志氏 矢作 芳人 安平 追分ファーム 450－ 6 〃 クビ 28．7	

（独）

713 キネオソレイユ 牝3鹿 54 四位 洋文吉田 千津氏 清水 久詞 日高 下河辺牧場 440－ 61：49．82� 8．2

814 テイエムサンビカ 牝3青鹿54 �島 良太竹園 正繼氏 柴田 光陽 浦河 帰山 清貴 474－ 81：50．01� 21．5�
47 ビジュートウショウ 牝3栗 54 池添 謙一トウショウ産業� 今野 貞一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 438－141：50．21� 12．1�
22 アバンダンティア 牝3鹿 54 秋山真一郎永田 和彦氏 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 508－141：50．51� 5．0
712 ポ ー シ ア 牝3鹿 54 D．バルジュー �サンデーレーシング 藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 408＋ 61：50．6� 4．0�
（伊）

46 イ レ ー ヌ 牝3栗 54
53 ☆菱田 裕二 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 438＋14 〃 ハナ 252．6�

59 アイファーソーニョ 牝3鹿 54 尾島 徹中島 稔氏 坪 憲章 新ひだか 野表 篤夫 458－ 4 〃 クビ 402．6�
（笠松）

35 ワンダフルバディ 牝3芦 54 幸 英明堀川 三郎氏 飯田 雄三 登別 青藍牧場 430－ 41：50．7クビ 200．3�
815 ヤマノペガサス 牝3芦 54

51 ▲義 英真澤村 敏雄氏 崎山 博樹 新ひだか 前川 正美 416 ―1：52．08 103．3�
611 エ ト ラ 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政佐藤 則子氏 村山 明 千歳 社台ファーム 422－ 41：52．42� 395．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 19，872，600円 複勝： 38，489，800円 枠連： 13，632，400円
馬連： 43，025，200円 馬単： 26，435，000円 ワイド： 21，482，000円
3連複： 61，759，000円 3連単： 91，740，200円 計： 316，436，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 300円 � 350円 � 420円 枠 連（1－2） 1，570円

馬 連 �� 4，680円 馬 単 �� 8，790円

ワ イ ド �� 1，540円 �� 1，640円 �� 2，320円

3 連 複 ��� 21，870円 3 連 単 ��� 112，280円

票 数

単勝票数 計 198726 的中 � 23703（4番人気）
複勝票数 計 384898 的中 � 35355（5番人気）� 29604（6番人気）� 23464（7番人気）
枠連票数 計 136324 的中 （1－2） 6425（7番人気）
馬連票数 計 430252 的中 �� 6795（24番人気）
馬単票数 計 264350 的中 �� 2221（43番人気）
ワイド票数 計 214820 的中 �� 3468（24番人気）�� 3248（26番人気）�� 2260（35番人気）
3連複票数 計 617590 的中 ��� 2085（79番人気）
3連単票数 計 917402 的中 ��� 603（416番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．6―12．2―12．5―12．5―12．0―11．4―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．5―35．1―47．3―59．8―1：12．3―1：24．3―1：35．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イ サ ベ ル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 シンボリクリスエス 初出走

2011．2．16生 牝3鹿 母 スカーレット 母母 グレースアドマイヤ 1戦1勝 賞金 5，000，000円
※出走取消馬 ラブセッター号（疾病〔寛跛行〕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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 クニサキオペラ号・スリーキーパー号・プリンセスゼット号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



07065 3月16日 晴 稍重 （26阪神1）第6日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走12時15分（番組第7競走を順序変更） （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

11 サンライズワールド �4栗 57 浜中 俊松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 B442－ 21：54．5 2．7�
77 ロードハリケーン 牡5鹿 57 岩田 康誠 �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 488－ 41：54．6� 4．5�
44 ゴ ダ ー ル 牡4黒鹿57 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 486± 01：54．7� 2．3�
22 ブリスコーラ 牡5鹿 57 武 豊山口 正行氏 千田 輝彦 日高 長谷川 一男 524＋121：54．8� 9．6�
55 マイネルドメニカ 牡5栗 57

56 ☆菱田 裕二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム 494＋ 41：54．9� 33．7�

88 	 アークペガサス 牡5鹿 57
54 ▲義 英真栗本 博晴氏 梅内 忍 日高 ヤナガワ牧場 510－ 21：55．75 31．5	

66 ニホンピロマイティ 牡4黒鹿57 和田 竜二小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 466± 01：56．65 26．6

33 バイオレットムーン 牡4栗 57

54 ▲城戸 義政池田 實氏 小野 幸治 日高 沖田牧場 534－ 61：57．13 58．6�
（8頭）

売 得 金
単勝： 21，060，600円 複勝： 28，289，700円 枠連： 発売なし
馬連： 36，740，500円 馬単： 27，333，700円 ワイド： 16，468，000円
3連複： 48，399，600円 3連単： 151，102，000円 計： 329，394，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 110円 � 140円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，370円

ワ イ ド �� 240円 �� 130円 �� 210円

3 連 複 ��� 330円 3 連 単 ��� 2，310円

票 数

単勝票数 計 210606 的中 � 62387（2番人気）
複勝票数 計 282897 的中 � 70391（2番人気）� 34716（3番人気）� 117432（1番人気）
馬連票数 計 367405 的中 �� 38697（3番人気）
馬単票数 計 273337 的中 �� 14752（7番人気）
ワイド票数 計 164680 的中 �� 13734（4番人気）�� 45135（1番人気）�� 17258（2番人気）
3連複票数 計 483996 的中 ��� 110671（1番人気）
3連単票数 計1511020 的中 ��� 48414（8番人気）

ハロンタイム 13．3―12．1―13．9―12．6―12．6―12．9―12．4―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―25．4―39．3―51．9―1：04．5―1：17．4―1：29．8―1：41．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．1
1
3
・（1，7）6（2，5）8，4，3・（1，7）6（2，5，8）4，3

2
4

・（1，7）（2，5，6）8（3，4）・（1，7）（2，5，6）（4，8）－3
勝馬の
紹 介

サンライズワールド �

父 サンライズペガサス �


母父 ノーザンテースト デビュー 2013．1．27 京都8着

2010．3．23生 �4栗 母 プレシャスキール 母母 マルゼンキール 12戦2勝 賞金 23，270，000円
※出走取消馬 リアルマイスター号（疾病〔肩跛行〕のため）

07066 3月16日 晴 稍重 （26阪神1）第6日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走12時50分（番組第5競走を順序変更） （ダート・右）
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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

510 フローズンロープ 牡3黒鹿56 浜中 俊金子真人ホール
ディングス� 角居 勝彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490－121：25．5 7．4�
611 キタサンウンゲツ 牡3鹿 56 川須 栄彦�大野商事 橋口弘次郎 新ひだか 木田 祐博 498－ 41：25．71� 5．0�
36 ブラボーランサー 牡3鹿 56

53 ▲義 英真田畑 富子氏 梅田 康雄 新ひだか 井高牧場 512± 0 〃 クビ 159．7�
47 タマモユウトウセイ 牡3栗 56 池添 謙一タマモ� 五十嵐忠男 新冠 新冠伊藤牧場 484－ 81：25．8� 2．3�
24 ケンブリッジギルド 牡3栗 56

55 ☆菱田 裕二中西 宏彰氏 山内 研二 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 470＋ 61：25．9クビ 39．1	

11 	 レディカリビアン 牝3芦 54 M．デムーロ山内 邦一氏 安達 昭夫 新冠 森永 聡 438－ 41：26．0
 15．7

（伊）

23 ビバハイタッチ 牡3栗 56 幸 英明池住 節子氏 大根田裕之 新ひだか 今 牧場 486＋ 41：26．31
 6．1�
612 アーネストミノル 牡3鹿 56 D．バルジュー 吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 438－ 21：26．62 69．9�

（伊）

59 コパノハリー 牡3栗 56 秋山真一郎小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか 佐竹 学 444＋ 21：26．7� 27．4
48 ロードメビウス 牡3鹿 56 E．ペドロサ �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 486＋ 21：27．33� 23．6�

（独）

12 クリノジュロウジン 牡3栗 56 �島 良太栗本 博晴氏 川村 禎彦 新ひだか 土田 陽介 460＋ 2 〃 クビ 415．2�
815� フラッシュモブ 牝3栗 54 尾島 徹�ホースケア 笹野 博司 平取 船越 伸也 408－ 81：27．51� 509．2�

（笠松） （笠松）

816 ウォーターフレアー 牝3黒鹿54 武 豊山岡 良一氏 河内 洋 浦河 伏木田牧場 482＋ 21：27．6クビ 18．2�
35 サンライズアルプス 牡3鹿 56 藤田 伸二松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 浦河 浦河小林牧場 432－ 4 〃 ハナ 64．1�
714 マ ー シ レ ス 牡3栗 56 岩田 康誠窪田 康志氏 浜田多実雄 日高 三城牧場 442± 01：27．91
 26．9�
713 コリャコリャ 牝3鹿 54 和田 竜二小田切有一氏 田中 章博 新ひだか 田中 裕之 450－ 61：28．0
 40．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，977，800円 複勝： 48，660，800円 枠連： 14，160，600円
馬連： 57，457，600円 馬単： 34，117，000円 ワイド： 29，596，300円
3連複： 85，083，300円 3連単： 125，194，100円 計： 424，247，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 260円 � 170円 � 3，930円 枠 連（5－6） 1，190円

馬 連 �� 1，760円 馬 単 �� 3，610円

ワ イ ド �� 640円 �� 27，890円 �� 11，780円

3 連 複 ��� 113，350円 3 連 単 ��� 516，170円

票 数

単勝票数 計 299778 的中 � 32192（4番人気）
複勝票数 計 486608 的中 � 50573（4番人気）� 99175（2番人気）� 2348（14番人気）
枠連票数 計 141606 的中 （5－6） 8846（5番人気）
馬連票数 計 574576 的中 �� 24100（6番人気）
馬単票数 計 341170 的中 �� 6987（11番人気）
ワイド票数 計 295963 的中 �� 12488（5番人気）�� 250（89番人気）�� 594（72番人気）
3連複票数 計 850833 的中 ��� 554（209番人気）
3連単票数 計1251941 的中 ��� 179（1061番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．7―12．5―12．7―12．3―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．1―34．8―47．3―1：00．0―1：12．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フローズンロープ �
�
父 Awesome Again �

�
母父 Unusual Heat デビュー 2014．2．18 東京1着

2011．2．17生 牡3黒鹿 母 ベルエアシズル 母母 Bel Air Belle 2戦2勝 賞金 13，200，000円
〔発走状況〕 マーシレス号は，枠内駐立不良〔突進〕。
※アーネストミノル号は，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または施行団体名を表示している。



07067 3月16日 晴 良 （26阪神1）第6日 第7競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走13時20分（番組第6競走を順序変更） （芝・右）
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
1：07．1
1：06．5

良
良

23 メイショウコルノ 牡3黒鹿56 川田 将雅松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 532－ 21：09．7 5．4�
47 クールジョジョ 牝3黒鹿54 D．バルジュー 川上 哲司氏 目野 哲也 日高 田中 元寿 428＋ 21：09．8� 76．7�

（伊）

816 プライマリーコード 牝3芦 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 462－ 4 〃 クビ 27．7�
35 タイセイララバイ 牝3青鹿54 岩田 康誠田中 成奉氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 472＋ 4 〃 ハナ 6．6�
612 ダンツキャンサー 牝3黒鹿54 和田 竜二山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 千代田牧場 470－ 21：09．9クビ 8．6�
11 ヤマノハヤブサ 牡3黒鹿56 四位 洋文山泉 恵宥氏 昆 貢 日高 天羽 禮治 464－ 4 〃 ハナ 7．6	
48 フェブノヘア 牝3栗 54 M．デムーロ釘田 義広氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 436＋ 4 〃 クビ 9．5


（伊）

24 デンコウウノ 牡3鹿 56
55 ☆菱田 裕二田中 康弘氏 武田 博 様似 中脇 一幸 468－ 21：10．0クビ 19．3�

510 ダイヤモンドハイ 牝3鹿 54 池添 謙一布施 光章氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 438＋ 21：10．21� 19．6�
713 カシノヒカル 牡3鹿 56 小坂 忠士柏木 務氏 境 直行 浦河 荻伏三好フ

アーム 454＋ 21：10．3� 23．6
12 アラタマシャトル 牡3鹿 56 田中 博康荒木 謙次氏 浜田多実雄 日高 槇本牧場 476－ 6 〃 クビ 59．5�
36 テイエムチュラッコ 牝3栗 54

51 ▲義 英真竹園 正繼氏 柴田 光陽 鹿児島 テイエム牧場 436＋ 41：10．4� 15．7�
815 ワンダフルワールド 牡3栗 56 藤岡 康太三田 昌宏氏 高橋 義忠 日高 下河辺牧場 508＋ 6 〃 クビ 13．3�
59 フルールシチー 牝3鹿 54 E．ペドロサ �友駿ホースクラブ 西園 正都 日高 日高大洋牧場 488－ 21：10．61� 4．8�

（独）

611 トウシンムサシ 牡3栗 56 藤田 伸二�サトー 山内 研二 日高 増尾牧場 458＋ 2 〃 ハナ 88．5�
714	 パ ド ド ゥ 牝3栗 54 島崎 和也�ホースケア 笹野 博司 新ひだか 元道牧場 430－ 41：12．5大差 448．9�

（笠松） （笠松）

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，340，700円 複勝： 50，890，800円 枠連： 15，766，000円
馬連： 63，464，600円 馬単： 34，498，800円 ワイド： 33，167，400円
3連複： 91，281，800円 3連単： 126，804，400円 計： 443，214，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 220円 � 1，860円 � 1，030円 枠 連（2－4） 1，720円

馬 連 �� 21，080円 馬 単 �� 35，460円

ワ イ ド �� 6，280円 �� 3，140円 �� 25，650円

3 連 複 ��� 184，570円 3 連 単 ��� 773，410円

票 数

単勝票数 計 273407 的中 � 40386（2番人気）
複勝票数 計 508908 的中 � 78165（2番人気）� 6171（15番人気）� 11603（12番人気）
枠連票数 計 157660 的中 （2－4） 6797（9番人気）
馬連票数 計 634646 的中 �� 2222（67番人気）
馬単票数 計 344988 的中 �� 718（120番人気）
ワイド票数 計 331674 的中 �� 1298（73番人気）�� 2632（43番人気）�� 315（104番人気）
3連複票数 計 912818 的中 ��� 365（338番人気）
3連単票数 計1268044 的中 ��� 121（1707番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．3―11．6―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．8―34．1―45．7―57．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F35．6
3 ・（6，9）12（8，10）3（7，11）4，13（1，5）15（2，14）16 4 ・（6，9）12，8（3，10）7，11（4，13）（1，5）（2，15）16，14

勝馬の
紹 介

メイショウコルノ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Rahy デビュー 2013．8．4 小倉3着

2011．3．20生 牡3黒鹿 母 アンノウンウォーターズ 母母 Phantom Creek 8戦2勝 賞金 17，370，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 オータムラヴ号・ピクニックソング号・ブロンシェダーム号・ラブリープラネット号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

07068 3月16日 晴 良 （26阪神1）第6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）
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
1：32．0
1：30．7

良
良

510 タツストロング 牡5栗 57 川田 将雅原 司郎氏 �島 一歩 日高 坂戸 節子 498＋ 41：34．8 6．4�
816 ディープサウス 牝4青 55 浜中 俊窪田 康志氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 450－ 21：35．12 3．1�
713 ブリュネット 牝4栗 55 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム 486－ 81：35．2	 12．2�
23 ベアトリッツ 牝4鹿 55 D．バルジュー �グリーンファーム音無 秀孝 千歳 社台ファーム 426＋ 2 〃 クビ 8．8�

（伊）

11 メイショウヤマホコ 牡4黒鹿57 幸 英明松本 好雄氏 藤沢 則雄 日高 天羽牧場 456＋ 21：35．41
 6．9�
35 ラヴァズアゲイン 牝5栗 55 武 豊岡 浩二氏 大久保龍志 えりも エクセルマネジメント 460－101：35．5クビ 18．9	
815� エーシンエポナ 牝4鹿 55 熊沢 重文�栄進堂 沖 芳夫 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

484＋10 〃 クビ 14．4

59 ホッコーゼニト 牡5鹿 57

56 ☆菱田 裕二矢部 道晃氏 西浦 勝一 新ひだか 藤沢牧場 466－ 21：35．6	 223．5�
47 ダイナミックウオー 牡4黒鹿57 E．ペドロサ 小川 勲氏 目野 哲也 浦河 駿河牧場 504－ 41：35．91� 6．0�

（独）

12  イエスミートゥー 牝4栗 55 �島 良太沖田 正憲氏 庄野 靖志 日高 沖田牧場 470＋ 61：36．0	 135．6
36 サマニトップレディ 牝4鹿 55 秋山真一郎�渡辺牧場 加藤 敬二 様似 様似渡辺牧場 442＋ 81：36．53 128．1�
714 オウケンイチゲキ 牡5鹿 57 尾島 徹福井 明氏 音無 秀孝 新冠 高瀬牧場 450－ 41：36．71
 179．6�

（笠松）

48 デインツリー 牡4青鹿57 藤田 伸二 �社台レースホース長浜 博之 安平 追分ファーム 504－ 2 〃 ハナ 15．7�
611 グインネヴィア 牝5栗 55 和田 竜二 �サンデーレーシング �島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472± 01：36．8クビ 104．4�
24 エーシンフルマーク �5栗 57 川須 栄彦�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 500＋ 21：37．22	 136．5�
612 タガノバスター 牡4栗 57 四位 洋文八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 466－ 41：37．3	 21．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 32，037，100円 複勝： 53，032，600円 枠連： 18，929，500円
馬連： 66，515，300円 馬単： 38，070，000円 ワイド： 31，324，100円
3連複： 90，497，000円 3連単： 144，229，700円 計： 474，635，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 200円 � 150円 � 390円 枠 連（5－8） 910円

馬 連 �� 1，210円 馬 単 �� 2，930円

ワ イ ド �� 460円 �� 1，510円 �� 830円

3 連 複 ��� 4，890円 3 連 単 ��� 28，250円

票 数

単勝票数 計 320371 的中 � 39567（3番人気）
複勝票数 計 530326 的中 � 71735（2番人気）� 125580（1番人気）� 27369（8番人気）
枠連票数 計 189295 的中 （5－8） 15478（3番人気）
馬連票数 計 665153 的中 �� 40854（3番人気）
馬単票数 計 380700 的中 �� 9603（8番人気）
ワイド票数 計 313241 的中 �� 18046（2番人気）�� 4821（22番人気）�� 9151（11番人気）
3連複票数 計 904970 的中 ��� 13672（16番人気）
3連単票数 計1442297 的中 ��� 3768（81番人気）

ハロンタイム 12．5―10．6―11．7―12．1―12．3―11．8―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．1―34．8―46．9―59．2―1：11．0―1：22．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タツストロング �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2011．11．6 京都5着

2009．3．7生 牡5栗 母 リンリングリーン 母母 トライトップゴール 28戦3勝 賞金 36，071，000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 ミキノティータイム号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



07069 3月16日 晴 良 （26阪神1）第6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 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000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

78 トウシンモンステラ 牡4黒鹿56 武 豊�サトー 村山 明 安平 ノーザンファーム 486± 02：15．5 1．9�
66 タガノレイヨネ 牡5栗 57 菱田 裕二八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 502－ 6 〃 クビ 7．3�
22 アドマイヤカーリン 牡6青鹿57 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 480＋ 42：15．81� 10．6�
77 メイショウブシン 牡4鹿 56 幸 英明松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 462－ 22：16．01	 14．2�
11 トウシンイーグル 牡6鹿 57 藤田 伸二�サトー 山内 研二 えりも エクセルマネジメント 484＋ 8 〃 ハナ 32．2�
55 マイネルマエストロ 牡4青鹿56 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新ひだか ウエスタンファーム 496＋ 2 〃 クビ 15．1	
89 サンライズタイセイ 牡4鹿 56 浜中 俊松岡 隆雄氏 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 460－ 62：16．31� 5．6

33 チェイスザゴールド 牡4鹿 56 M．デムーロ前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか 上村 清志 520－ 22：16．72
 8．7�

（伊）

44 アンジェロフォーグ 牡5黒鹿57 原田 敬伍北所 直人氏 目野 哲也 新ひだか ニシケンフアーム 476－ 42：17．02 216．2�
810 スリーロブロイ 牡5鹿 57 四位 洋文永井商事� 石橋 守 浦河 杵臼斉藤牧場 446－ 22：17．21	 57．8

（10頭）

売 得 金
単勝： 37，354，200円 複勝： 66，383，700円 枠連： 15，802，900円
馬連： 78，985，200円 馬単： 55，385，700円 ワイド： 35，913，100円
3連複： 106，426，200円 3連単： 248，516，100円 計： 644，767，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 190円 � 250円 枠 連（6－7） 620円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，100円

ワ イ ド �� 300円 �� 400円 �� 980円

3 連 複 ��� 2，330円 3 連 単 ��� 7，800円

票 数

単勝票数 計 373542 的中 � 161730（1番人気）
複勝票数 計 663837 的中 � 274360（1番人気）� 72490（3番人気）� 46348（5番人気）
枠連票数 計 158029 的中 （6－7） 19069（2番人気）
馬連票数 計 789852 的中 �� 83024（2番人気）
馬単票数 計 553857 的中 �� 37269（2番人気）
ワイド票数 計 359131 的中 �� 33076（2番人気）�� 22393（4番人気）�� 8050（15番人気）
3連複票数 計1064262 的中 ��� 33766（9番人気）
3連単票数 計2485161 的中 ��� 23525（21番人気）

ハロンタイム 13．1―12．0―12．4―13．3―13．0―12．5―12．2―11．9―11．6―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．1―25．1―37．5―50．8―1：03．8―1：16．3―1：28．5―1：40．4―1：52．0―2：03．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F35．1
1
3
6＝（5，2）（4，8）（7，9）－（1，10）3
6，5－2（4，8）（7，9）10，1，3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トウシンモンステラ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．10．14 京都1着

2010．2．13生 牡4黒鹿 母 ピンクパピヨン 母母 マリスターⅡ 11戦3勝 賞金 41，536，000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。

07070 3月16日 晴 稍重 （26阪神1）第6日 第10競走 ��
��1，400�

は り ま

播磨ステークス
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 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

36 グレイスフルリープ 牡4栗 57 川田 将雅前田 晋二氏 橋口弘次郎 新冠 株式会社
ノースヒルズ 542－ 81：23．9 4．5�

47 ブロードソード 牡4黒鹿57 岩田 康誠 �キャロットファーム 松田 国英 安平 ノーザンファーム 500＋ 61：24．22 7．4�
612� アンリヴィールド 牝5栗 55 四位 洋文�大樹ファーム 昆 貢 米

Dr. Jerry Bilinski
DVM & Dr. Anina
LaCour DVM

484± 01：24．41	 6．7�
35 フミノファルコン 牡4黒鹿57 E．ペドロサ 谷 二氏 目野 哲也 浦河 笹島 政信 546－ 2 〃 クビ 9．4�

（独）

713 ドレッドノート 
6栗 57 D．バルジュー �日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 472＋ 21：24．5クビ 21．3�
（伊）

611 コウセイコタロウ 牡5黒鹿57 菱田 裕二杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 堤 牧場 486－181：24．71� 22．9	
510 デザートオアシス 牡6鹿 57 M．デムーロ 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 516－ 41：24．8� 3．2

（伊）

714 キクノフレヴァン 牡8鹿 57 熊沢 重文菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム 490＋ 81：24．9� 188．6�
11 パワースポット 牝6鹿 55 藤田 伸二�グランド牧場 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 460－12 〃 アタマ 24．0�
24 ヤマノサファイア 牡6栗 57 武 豊澤村 敏雄氏 崎山 博樹 新ひだか 服部 牧場 438－ 61：25．11	 32．1
59 ナリタハリケーン 牡5鹿 57 池添 謙一�オースミ 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478－ 4 〃 アタマ 9．2�
48 エ ス カ ー ダ 牡7青鹿57 秋山真一郎山本 武司氏 高市 圭二 浦河 北俣牧場 470± 01：25．2クビ 268．5�
12 スズカロジック 牡6栗 57 藤岡 康太永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 山下 恭茂 498－ 8 〃 ハナ 64．0�
23 アップトゥデイト 牡4芦 57 尾島 徹今西 和雄氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 510＋ 4 〃 クビ 150．7�
（笠松）

816 キクノストーム 牡5鹿 57 幸 英明菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 高村牧場 492－ 21：25．3� 35．5�
815 エンジョイタイム 牡6鹿 57 川須 栄彦前田 晋二氏 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント 486－ 41：27．2大差 164．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 46，164，500円 複勝： 94，540，100円 枠連： 35，618，100円
馬連： 151，219，300円 馬単： 73，802，300円 ワイド： 57，106，600円
3連複： 199，259，900円 3連単： 329，623，100円 計： 987，333，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 180円 � 250円 � 240円 枠 連（3－4） 1，110円

馬 連 �� 1，960円 馬 単 �� 3，340円

ワ イ ド �� 660円 �� 670円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 4，150円 3 連 単 ��� 23，010円

票 数

単勝票数 計 461645 的中 � 81475（2番人気）
複勝票数 計 945401 的中 � 155877（2番人気）� 96447（4番人気）� 102475（3番人気）
枠連票数 計 356181 的中 （3－4） 23796（5番人気）
馬連票数 計1512193 的中 �� 57067（8番人気）
馬単票数 計 738023 的中 �� 16333（11番人気）
ワイド票数 計 571066 的中 �� 21843（6番人気）�� 21292（7番人気）�� 13427（10番人気）
3連複票数 計1992599 的中 ��� 35446（11番人気）
3連単票数 計3296231 的中 ��� 10573（59番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．6―12．0―12．3―11．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―34．9―46．9―59．2―1：11．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グレイスフルリープ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2012．9．8 阪神2着

2010．5．12生 牡4栗 母 ラビットフット 母母 Argentario 14戦4勝 賞金 62，458，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 コウセイコタロウ号の騎手菱田裕二は，3コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：13番）
※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 デルマヌラリヒョン号・ミヤジマッキー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

１レース目



07071 3月16日 晴 良 （26阪神1）第6日 第11競走 ��
��1，400�第48回報知杯フィリーズレビュー（ＧⅡ）

発走15時35分 （桜花賞トライアル） （芝・右）
牝，3歳；負担重量は，馬齢重量

報知新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 50，000，000円 20，000，000円 13，000，000円 7，500，000円 5，000，000円
付 加 賞 1，260，000円 360，000円 180，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．9
1：19．0

良
良

11 ベ ル カ ン ト 牝3栗 54 武 豊�ノースヒルズ 角田 晃一 新ひだか 土居 忠吉 470－ 61：22．3 5．6�
612 ニホンピロアンバー 牝3青鹿54 秋山真一郎小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 友田牧場 444＋ 41：22．51� 186．5�
714� エスメラルディーナ 牝3鹿 54 E．ペドロサ 吉田 和美氏 斎藤 誠 米 Classic Thor-

oughbred XXIII 482－ 4 〃 アタマ 11．7�
（独）

816 アドマイヤビジン 牝3芦 54 四位 洋文近藤 利一氏 梅田 智之 新ひだか 三石橋本牧場 478＋ 2 〃 ハナ 15．8�
47 ホウライアキコ 牝3鹿 54 和田 竜二橋元 幸平氏 南井 克巳 日高 ナカノファーム 446＋ 6 〃 クビ 2．6�
12 ダンスアミーガ 牝3栗 54 M．デムーロ 	社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 468± 01：22．6	 8．9


（伊）

23 マイネヴァリエンテ 牝3鹿 54 幸 英明 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 加用 正 新冠 ビッグレッドファーム 434± 0 〃 ハナ 123．7�

510 ヤマノフェアリー 牝3鹿 54 岩田 康誠山住 勲氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 452± 01：22．7
 6．0�
611 ホッコーサラスター 牝3鹿 54 池添 謙一矢部 道晃氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 454＋ 61：22．8クビ 7．3
24 アキノクリンチ 牝3芦 54 川須 栄彦穐吉 正孝氏 沖 芳夫 新ひだか 鳥井牧場 444－ 21：22．9	 285．6�
815 レ ム ミ ラ ス 牝3鹿 54 藤岡 康太�ダイリン 高橋 義忠 浦河 谷川牧場 438＋ 21：23．0	 126．2�
36 シュシュブリーズ 牝3黒鹿54 �島 良太 	キャロットファーム 中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446－ 2 〃 クビ 210．8�
48 フクノドリーム 牝3栗 54 藤田 伸二福島 実氏 杉浦 宏昭 浦河 谷川牧場 474± 01：23．21 54．2�
59 グランシェリー 牝3芦 54 浜中 俊間宮 秀直氏 庄野 靖志 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 482－ 4 〃 アタマ 28．3�
713 リアルヴィーナス 牝3鹿 54 D．バルジュー 山内 邦一氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 444－ 41：23．3	 24．9�

（伊）

35 ノーブルサイレンス 牝3青鹿54 菱田 裕二吉木 伸彦氏 宮本 博 新ひだか 城地 清満 412＋ 21：23．51	 242．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 182，374，000円 複勝： 273，147，900円 枠連： 130，273，700円
馬連： 639，004，300円 馬単： 329，425，100円 ワイド： 211，435，500円
3連複： 932，218，200円 3連単： 1，793，227，800円 計： 4，491，106，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 260円 � 5，520円 � 420円 枠 連（1－6） 1，450円

馬 連 �� 76，030円 馬 単 �� 88，570円

ワ イ ド �� 18，330円 �� 1，470円 �� 25，080円

3 連 複 ��� 253，310円 3 連 単 ��� 1，750，540円

票 数

単勝票数 計1823740 的中 � 257478（2番人気）
複勝票数 計2731479 的中 � 334185（4番人気）� 10851（14番人気）� 171506（7番人気）
枠連票数 計1302737 的中 （1－6） 66478（7番人気）
馬連票数 計6390043 的中 �� 6203（66番人気）
馬単票数 計3294251 的中 �� 2745（104番人気）
ワイド票数 計2114355 的中 �� 2794（72番人気）�� 36665（21番人気）�� 2040（81番人気）
3連複票数 計9322182 的中 ��� 2716（236番人気）
3連単票数 計17932278 的中 ��� 756（1355番人気）

ハロンタイム 11．9―10．9―11．8―12．1―11．7―11．4―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
11．9―22．8―34．6―46．7―58．4―1：09．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベ ル カ ン ト �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2013．8．3 小倉1着

2011．3．2生 牝3栗 母 セレブラール 母母 モンローウォーク 5戦3勝 賞金 99，056，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 クリノイザナミ号・スパイスシャワー号・ビアンコカンドーレ号・ベラフォレスタ号
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりベルカント号・ニホンピロアンバー号・エスメラルディーナ号は，桜花賞（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。

07072 3月16日 晴 良 （26阪神1）第6日 第12競走 ��
��1，200�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
1：08．8
1：08．7

重
重

510 ケージーヨシツネ 牡6鹿 57 M．デムーロ川井 五郎氏 飯田 雄三 新冠 イワミ牧場 466－101：11．7 9．4�
（伊）

815 グランプリブルー 牡5栗 57 浜中 俊北側 雅勝氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム B476－ 4 〃 クビ 4．4�
47 � イエスイットイズ 牡5鹿 57 小林 徹弥薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 530－ 21：11．8クビ 8．8�
611	 エイシンテキサス 牡4青 57 武 豊平井 克彦氏 松元 茂樹 米 Redmon

Farm, LLC 476± 01：11．9
 6．8�
612	 アスターストーム 牡4鹿 57 秋山真一郎加藤 久枝氏 武田 博 米

Mineola Farm II, LLC,
James W. Hirschmann &
David R. Houchin

494＋ 41：12．0
 13．9�
48 ハッピーストーリー 牡5黒鹿57 藤岡 康太小川 勲氏 宮 徹 新ひだか へいはた牧場 522－ 41：12．32 142．9�
24 ジャマイカジョー 牡6黒鹿 57

54 ▲義 英真薪浦 英稔氏 梅田 康雄 新ひだか 秋田育成牧場 476－ 2 〃 クビ 24．2	
713 テイエムチカラ 牡4栗 57 池添 謙一竹園 正繼氏 柴田 政見 新ひだか ヒサイファーム 502－ 21：12．4クビ 52．9

23 ハナノシンノスケ 牡7鹿 57 岡田 祥嗣池田 實氏 服部 利之 浦河 杵臼斉藤牧場 480－ 61：12．5
 280．5�
59 シゲルシュサ 牝6鹿 55 幸 英明森中 蕃氏 柴田 政見 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 438± 0 〃 クビ 3．3�
11 タイキガラハッド 牡6栗 57

56 ☆菱田 裕二大樹ファーム 松元 茂樹 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 502± 01：12．6
 52．1�

35 ステイウェル 牡4黒鹿57 D．バルジュー �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 高村牧場 492± 01：12．7� 9．1�

（伊）

816 クリスワールド 牡6栗 57 �島 良太加藤 守氏 武田 博 浦河 まるとみ冨岡牧場 498－ 21：12．8
 152．0�
36 ラフジェントリー 牡4黒鹿57 岩田 康誠今西 和雄氏 北出 成人 日高 合資会社カ

ネツ牧場 B488＋ 41：12．9クビ 17．7�
12 セトブリッジ 牡5黒鹿57 藤田 伸二難波 澄子氏 森 秀行 日高 新井 昭二 516＋ 61：13．1� 78．9�
714 リーサムハーツ 牝6鹿 55

52 ▲城戸 義政平田 修氏 田所 秀孝 日高 佐々木 康治 496－161：14．05 63．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 47，796，600円 複勝： 84，725，500円 枠連： 37，398，000円
馬連： 174，270，800円 馬単： 68，014，000円 ワイド： 59，484，700円
3連複： 182，821，000円 3連単： 332，753，600円 計： 987，264，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 260円 � 170円 � 240円 枠 連（5－8） 390円

馬 連 �� 2，320円 馬 単 �� 5，260円

ワ イ ド �� 710円 �� 1，010円 �� 670円

3 連 複 ��� 5，190円 3 連 単 ��� 37，420円

票 数

単勝票数 計 477966 的中 � 40446（6番人気）
複勝票数 計 847255 的中 � 79088（4番人気）� 150603（2番人気）� 89661（3番人気）
枠連票数 計 373980 的中 （5－8） 71765（1番人気）
馬連票数 計1742708 的中 �� 59060（8番人気）
馬単票数 計 680140 的中 �� 9559（19番人気）
ワイド票数 計 594847 的中 �� 20841（6番人気）�� 14239（13番人気）�� 22464（4番人気）
3連複票数 計1828210 的中 ��� 26007（12番人気）
3連単票数 計3327536 的中 ��� 6564（115番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．3―12．3―12．2―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―34．0―46．3―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケージーヨシツネ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 リンドシェーバー デビュー 2010．7．4 阪神7着

2008．4．21生 牡6鹿 母 ケージーローズ 母母 タニノオトメ 27戦4勝 賞金 48，558，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 ゴーインググレート号・テイクファイア号・トーホウペガサス号・ビナスイート号・ミヤジエルビス号・

メイショウジビュス号
※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。

４レース目



（26阪神1）第6日 3月16日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 177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

273，080，000円
2，080，000円
5，740，000円
2，640，000円
25，170，000円
68，379，000円
4，874，000円
1，699，200円

勝馬投票券売得金
522，268，500円
925，834，200円
316，790，900円
1，433，137，800円
780，669，300円
558，282，100円
1，976，736，200円
3，678，210，400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 10，191，929，400円

総入場人員 17，578名 （有料入場人員 16，392名）
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