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10001 3月29日 曇 稍重 （26阪神2）第1日 第1競走 ��1，400�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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

23 ザ マ ン ダ 牝3青鹿54 池添 謙一 H.H．シェイク・モハメド 角居 勝彦 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 494－161：26．4 6．2�

612 クレアドール 牝3青鹿54 A．シュタルケ �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 476－ 21：26．72 3．6�
（独）

59 イルーシヴキャット 牝3栗 54 和田 竜二 �社台レースホース松元 茂樹 安平 追分ファーム 468＋ 61：27．33� 5．3�
24 ピサノナイトレイ 牝3鹿 54 北村 宏司市川 義美氏 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 436－ 4 〃 クビ 5．1�
35 ムーントラベラー 牝3鹿 54 D．バルジュー 吉田 勝己氏 宮本 博 安平 ノーザンファーム 440± 01：27．72� 28．6�

（伊）

48 ルールビクトリア 牝3栗 54 国分 恭介儀賀 好子氏 北出 成人 日高 日高大洋牧場 464－ 21：27．8� 13．1	
713 ディアベビードール 牝3鹿 54

51 ▲松若 風馬ディアレスト 福島 信晴 浦河 南部 功 448＋ 41：27．9� 251．6

47 ハ ル ハ ル 牝3黒鹿54 柴田 大知﨑川美枝子氏 岡田 稲男 浦河 富田牧場 424－ 21：28．0クビ 104．3�
815 ララミニョンヌ 牝3鹿 54

51 ▲義 英真フジイ興産� 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 488－ 21：28．42� 10．8
36 メイショウラバンド 牝3鹿 54 武 幸四郎松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 本桐牧場 428± 01：28．5� 16．1�
11 マ ナ オ ラ ナ 牝3青鹿54 松山 弘平吉田 勝己氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 426＋ 61：28．92� 9．5�
12 エスジーカピターナ 牝3鹿 54 太宰 啓介窪田 滋氏 柴田 光陽 浦河 杵臼斉藤牧場 416＋ 61：29．21� 243．3�
611 タマモグラッセ 牝3栗 54 水口 優也タマモ� 木原 一良 新ひだか 前田牧場 418± 01：29．41� 33．3�
510 マルヨラピド 牝3青鹿54 国分 優作野村 春行氏 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 450± 01：29．61� 208．5�
714 アイファーフィリア 牝3鹿 54 吉井 友彦中島 稔氏 坪 憲章 新冠 大林ファーム 446＋ 61：30．02� 509．3�

（笠松）

816 タマモカグヤヒメ 牝3鹿 54 秋山真一郎タマモ� 藤沢 則雄 新ひだか 野坂牧場 418－121：30．21� 97．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 13，118，600円 複勝： 24，003，400円 枠連： 8，188，200円
馬連： 31，305，100円 馬単： 17，947，300円 ワイド： 16，516，100円
3連複： 47，117，600円 3連単： 66，061，500円 計： 224，257，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 200円 � 150円 � 200円 枠 連（2－6） 430円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 2，280円

ワ イ ド �� 370円 �� 670円 �� 430円

3 連 複 ��� 1，900円 3 連 単 ��� 12，450円

票 数

単勝票数 計 131186 的中 � 16945（4番人気）
複勝票数 計 240034 的中 � 29088（4番人気）� 52541（1番人気）� 29702（3番人気）
枠連票数 計 81882 的中 （2－6） 14339（1番人気）
馬連票数 計 313051 的中 �� 21455（2番人気）
馬単票数 計 179473 的中 �� 5815（4番人気）
ワイド票数 計 165161 的中 �� 11681（2番人気）�� 5761（6番人気）�� 9594（3番人気）
3連複票数 計 471176 的中 ��� 18335（3番人気）
3連単票数 計 660615 的中 ��� 3918（18番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―35．5―48．0―1：00．6―1：13．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ザ マ ン ダ �
�
父 コ マ ン ズ �

�
母父 Cape Cross デビュー 2013．9．28 阪神6着

2011．3．30生 牝3青鹿 母 ザ ミ リ ア 母母 Angelic Sounds 6戦1勝 賞金 5，500，000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 フェアリーミラクル号
※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。

10002 3月29日 曇 稍重 （26阪神2）第1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

69 タガノゴールド 牡3栗 56 太宰 啓介八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 468－ 21：54．3 2．1�

57 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 526－ 21：54．61� 1．9�
56 ヨヨギマック 牡3栗 56 D．バルジュー 一村 哲也氏 岡田 稲男 新ひだか 荒木 貴宏 510－ 4 〃 クビ 29．4�

（伊）

33 サンセットライヴ 牝3青鹿54 �島 良太山上 和良氏 境 直行 新ひだか 原 達也 460－ 41：55．55 291．5�
45 サンライズフレンチ 牡3栗 56

53 ▲義 英真松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 490＋ 21：55．92� 113．9�

711 フェリックス 牡3芦 56 国分 優作 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 494－ 81：56．0� 133．6�

11 オ ミ キ 牡3鹿 56 E．ペドロサ 幅田 昌伸氏 宮 徹 平取 スガタ牧場 476＋ 41：56．1� 19．0	
（独）

812 コスモパトラ 牡3鹿 56 柴田 大知 
ビッグレッドファーム 伊藤 伸一 浦河 オンワード牧場 446－ 21：56．42 16．9�
710 ニホンピログリーン 牝3栗 54 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 462± 01：56．5クビ 140．0�
813 カネトシタシナミ 牝3鹿 54 松山 弘平兼松 利男氏 高野 友和 新冠 パカパカ

ファーム 438± 01：56．6� 47．5
44 スリーヴェスタ 牡3青鹿56 国分 恭介永井商事� 加藤 敬二 新ひだか グランド牧場 504－ 41：57．45 297．0�
22 カンスタントリー 牡3鹿 56 北村 宏司平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 470－ 21：57．61� 19．3�
68 テイエムスピリタス 牝3栗 54

51 ▲松若 風馬竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 高岸 順一 436＋ 61：58．87 407．5�
（13頭）

売 得 金
単勝： 15，979，300円 複勝： 51，631，100円 枠連： 7，451，900円
馬連： 33，675，000円 馬単： 25，998，100円 ワイド： 15，879，900円
3連複： 45，320，000円 3連単： 106，976，100円 計： 302，911，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 110円 � 360円 枠 連（5－6） 140円

馬 連 �� 140円 馬 単 �� 320円

ワ イ ド �� 110円 �� 670円 �� 630円

3 連 複 ��� 1，180円 3 連 単 ��� 3，200円

票 数

単勝票数 計 159793 的中 � 60613（2番人気）
複勝票数 計 516311 的中 � 227497（1番人気）� 205385（2番人気）� 9406（6番人気）
枠連票数 計 74519 的中 （5－6） 40217（1番人気）
馬連票数 計 336750 的中 �� 183660（1番人気）
馬単票数 計 259981 的中 �� 61152（2番人気）
ワイド票数 計 158799 的中 �� 67687（1番人気）�� 3499（11番人気）�� 3759（10番人気）
3連複票数 計 453200 的中 ��� 28515（5番人気）
3連単票数 計1069761 的中 ��� 24683（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．1―37．2―50．1―1：03．2―1：16．2―1：28．9―1：41．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タガノゴールド �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2013．7．20 中京5着

2011．2．4生 牡3栗 母 アンテヴォルテ 母母 ビワビーナス 7戦1勝 賞金 10，450，000円
〔発走状況〕 オミキ号・コスモパトラ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 コスモパトラ号は，発走調教再審査。
※オミキ号・カネトシタシナミ号・サンセットライヴ号・フェリックス号は，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。

第２回 阪神競馬 第１日



10003 3月29日 晴 稍重 （26阪神2）第1日 第3競走 ��1，200�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
1：08．8
1：08．7

重
重

11 チ ャ ー マ ー 牡3青鹿56 北村 宏司 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± 01：13．0 1．4�

24 エ ゴ イ ス ト 牝3鹿 54
51 ▲松若 風馬田端 修氏 加用 正 日高 タバタファーム 472＋ 21：13．31� 4．7�

48 トゥルースカイ 牡3鹿 56 国分 優作宮川 純造氏 大根田裕之 新冠 ヒカル牧場 468－ 21：14．47 12．3�
815 ユウキファイン 牝3栗 54 秋山真一郎ちきり組合 服部 利之 新ひだか 高橋フアーム B450－ 4 〃 ハナ 42．5�
714 メイショウゲキテキ 牡3栗 56 和田 竜二松本 好雄氏 白井 寿昭 新ひだか 折手牧場 450－ 41：14．93 10．1�
816 ヒ ロ キ セ キ 牡3鹿 56 小牧 太守内 満氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 470± 01：15．11� 27．0�
36 シ ゲ ル ウ ゴ 牡3青鹿56 柴田 大知森中 蕃氏 坪 憲章 新ひだか 石川 栄一 510－ 21：15．31� 38．6	
12 ヤマカツサユリ 牝3鹿 54 松山 弘平山田 和夫氏 松元 茂樹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460－ 4 〃 クビ 35．7

35 エイユーバーチョ 牝3黒鹿54 太宰 啓介笹部 和子氏 目野 哲也 新ひだか 土田 和男 426＋ 41：15．61� 144．0�
713 メモリービビッド 牡3鹿 56

53 ▲義 英真�シンザンクラブ 柴田 光陽 浦河 谷川牧場 432－ 21：15．81 189．0
510 オーミハンコック 牝3黒鹿54 川島 信二岩﨑 僖澄氏 高橋 亮 新冠 松木 加代 400＋ 2 〃 クビ 134．5�
23 ケンブリッジクイン 牝3鹿 54 小林 徹弥中西 宏彰氏 森 秀行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 408－ 31：16．33 210．4�
59 コウエイユニバース 牝3栗 54 D．バルジュー 伊東 政清氏 五十嵐忠男 新ひだか 上村 清志 460± 01：16．62 266．2�

（伊）

47 ラガーベルリン 牡3鹿 56 国分 恭介奥村 啓二氏 柴田 政見 新ひだか 今 牧場 454－ 21：17．23� 336．2�
612 スリーキーマン 牝3栗 54 大下 智永井商事� 小野 幸治 日高 白井牧場 466＋ 21：17．41 590．5�
611 スズカコンクパール 牝3栗 54 中谷 雄太永井商事� 森田 直行 様似 様似共栄牧場 414－141：17．5� 172．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，904，800円 複勝： 68，266，000円 枠連： 9，908，500円
馬連： 34，351，400円 馬単： 28，727，100円 ワイド： 17，046，700円
3連複： 47，360，100円 3連単： 97，099，300円 計： 323，663，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 140円 � 160円 枠 連（1－2） 300円

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 420円

ワ イ ド �� 170円 �� 240円 �� 520円

3 連 複 ��� 800円 3 連 単 ��� 1，950円

票 数

単勝票数 計 209048 的中 � 118664（1番人気）
複勝票数 計 682660 的中 � 475662（1番人気）� 62845（2番人気）� 43120（3番人気）
枠連票数 計 99085 的中 （1－2） 25113（1番人気）
馬連票数 計 343514 的中 �� 91273（1番人気）
馬単票数 計 287271 的中 �� 51075（1番人気）
ワイド票数 計 170467 的中 �� 32479（1番人気）�� 17637（2番人気）�� 6360（6番人気）
3連複票数 計 473601 的中 ��� 43969（2番人気）
3連単票数 計 970993 的中 ��� 36842（2番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．5―12．6―12．3―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．4―34．9―47．5―59．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．6―3F38．1
3 4，15－1，14，10，11，9，5（8，6）（3，16）2－13，7－12 4 4，15，1－14－（10，8）9（5，11）6－（3，16）2（13，7）－12

勝馬の
紹 介

チ ャ ー マ ー �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 Singspiel デビュー 2013．11．2 京都9着

2011．3．12生 牡3青鹿 母 ヴェルヴェットクイーン 母母 Velvet Moon 7戦1勝 賞金 11，750，000円
〔制裁〕 オーミハンコック号の騎手川島信二は，向正面で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番・8番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スリーキーマン号・スズカコンクパール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年

4月29日まで平地競走に出走できない。
ラガーベルリン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年5月29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） 3頭 エキゾチックマター号・キョウワマロン号・ワンダーシャルメ号
（非抽選馬） 1頭 インスタイル号
※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。

10004 3月29日 晴 稍重 （26阪神2）第1日 第4競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走11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

45 アイアムナチュラル 牡3鹿 56 D．バルジュー 堀 紘一氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 498± 01：56．5 1．6�
（伊）

11 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± 01：56．6� 7．6�
33 ヴ ィ ッ セ ン 牡3鹿 56 松山 弘平有限会社シルク石坂 正 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462－ 61：56．91� 12．6�
58 タ イ マ ツ リ 牡3黒鹿 56

53 ▲義 英真浜RC組合 大橋 勇樹 新ひだか 岡田スタツド 454－ 41：57．11	 93．0�
813 ピアノコンクール 牝3栗 54

51 ▲松若 風馬�ヒダカファーム日吉 正和 浦河 ヒダカフアーム 440＋ 21：57．84 139．2�
34 テイエムゲッタドン 牡3栗 56 和田 竜二竹園 正繼氏 山内 研二 鹿児島 テイエム牧場 498－ 61：57．9� 5．6	
712 マイネルエアダクス 牡3芦 56 柴田 大知 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 平取 坂東牧場 494－ 81：58．22 30．3�
814 クリノフクロクジュ 牡3黒鹿56 小牧 太栗本 博晴氏 谷 潔 様似 様似渡辺牧場 448－ 2 〃 ハナ 24．9�
69 
 ロ ア ジ ス 牝3鹿 54 北村 宏司
ノースヒルズ 矢作 芳人 米 North Hills

Management 474＋ 41：58．3クビ 32．1
711 トウカイソレイユ 牡3青鹿56 E．ペドロサ 内村 正則氏 野中 賢二 平取 二風谷ファーム 490－ 6 〃 クビ 36．2�

（独）

610 ランズデール 牡3栗 56 太宰 啓介一村 哲也氏 �島 一歩 浦河 ガーベラパー
クスタツド 508－ 61：58．4クビ 63．5�

46 ゴ ラ イ コ ウ 牝3鹿 54 �島 良太柏木 務氏 境 直行 浦河 谷口牧場 440－ 61：58．82� 404．2�
57 スズカアポロ 牡3黒鹿56 秋山真一郎永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 474－ 81：59．22� 17．8�
22 ヤマイチリーダー 牡3黒鹿56 国分 恭介坂本 肇氏 浜田多実雄 森 笹川大晃牧場 512－ 21：59．3� 145．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 17，795，500円 複勝： 68，902，800円 枠連： 9，160，100円
馬連： 32，941，400円 馬単： 26，816，500円 ワイド： 19，527，700円
3連複： 49，647，800円 3連単： 97，872，400円 計： 322，664，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 160円 � 240円 枠 連（1－4） 480円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 620円

ワ イ ド �� 220円 �� 400円 �� 800円

3 連 複 ��� 1，300円 3 連 単 ��� 3，190円

票 数

単勝票数 計 177955 的中 � 90186（1番人気）
複勝票数 計 689028 的中 � 473954（1番人気）� 54367（2番人気）� 27387（4番人気）
枠連票数 計 91601 的中 （1－4） 14145（2番人気）
馬連票数 計 329414 的中 �� 50261（2番人気）
馬単票数 計 268165 的中 �� 32081（2番人気）
ワイド票数 計 195277 的中 �� 26379（2番人気）�� 11523（3番人気）�� 5206（9番人気）
3連複票数 計 496478 的中 ��� 28345（3番人気）
3連単票数 計 978724 的中 ��� 22652（4番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―13．7―12．8―13．1―13．1―13．0―13．0―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．2―37．9―50．7―1：03．8―1：16．9―1：29．9―1：42．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．7―3F39．6
1
3
8，9（4，13）（5，10）14（3，6）7（1，11）－12＝2・（8，9，13）10（4，5）14（3，6）（1，11）12，7－2

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

勝馬の
紹 介

アイアムナチュラル �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Danzig Connection デビュー 2013．11．30 阪神2着

2011．2．22生 牡3鹿 母 アイアムザウィナー 母母 Blue Jean Baby 5戦1勝 賞金 11，300，000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。



10005 3月29日 晴 良 （26阪神2）第1日 第5競走 ��
��2，400�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
2：24．2
2：22．1

良
良

816 スカイゴールド 牡3栗 56 北村 宏司橋元 勇氣氏 野中 賢二 浦河 笠松牧場 466－ 22：29．2 21．8�
23 エクストレミティー 牡3鹿 56 A．シュタルケ P.G．ファッジ氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 498－ 22：29．73 6．8�

（独）

510 アンダルシアシチー 牡3黒鹿56 川島 信二 �友駿ホースクラブ 村山 明 新ひだか 千代田牧場 458－ 82：29．8� 64．3�
24 ハイランドエース 牡3青鹿56 松山 弘平小林 久義氏 作田 誠二 えりも エクセルマネジメント 480＋ 22：29．9クビ 25．0�
48 ライトパープル 牡3鹿 56 和田 竜二�フォーレスト 山内 研二 新ひだか 嶋田牧場 464± 0 〃 アタマ 12．2	
47 ペンタトニック 牡3栗 56 小牧 太吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム B482－ 6 〃 アタマ 1．3

611 スペシャルフォース 牡3鹿 56 柴田 大知 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 492－ 22：30．21� 63．0�
612 ロードスパーク 牡3黒鹿56 池添 謙一 �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 478－ 6 〃 ハナ 123．6�
59 シゲルヤマト 牡3鹿 56

53 ▲松若 風馬森中 蕃氏 千田 輝彦 新冠 守矢牧場 444＋ 2 〃 クビ 163．8
714 テイエムスカイオー 牡3鹿 56 古川 吉洋竹園 正繼氏 岩元 市三 浦河 川越ファーム 502－ 22：30．52 72．3�
11 ジェイボーイ 牡3黒鹿56 国分 優作廣村 茂一氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 418＋ 22：30．92� 82．4�
35 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 472＋ 22：31．1� 27．9�

（伊）

815 ヤマニンカリヨン 牡3鹿 56 国分 恭介土井 肇氏 西橋 豊治 新冠 錦岡牧場 470－ 62：31．84 408．8�
12 キングドライヴ 牡3黒鹿56 太宰 啓介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 本田 優 新ひだか 岡田牧場 488－ 42：31．9� 161．9�
713 タガノトッピー 牡3黒鹿56 秋山真一郎八木 良司氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 484± 02：32．53� 58．3�
36 リ ン ト シ テ 牡3鹿 56 小林 徹弥吉田 元嗣氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 482± 02：35．1大差 422．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，935，200円 複勝： 100，215，000円 枠連： 10，995，300円
馬連： 39，289，800円 馬単： 35，859，400円 ワイド： 21，466，000円
3連複： 59，938，800円 3連単： 131，769，600円 計： 425，469，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，180円 複 勝 � 1，030円 � 360円 � 2，460円 枠 連（2－8） 3，180円

馬 連 �� 5，120円 馬 単 �� 14，190円

ワ イ ド �� 1，100円 �� 7，940円 �� 2，730円

3 連 複 ��� 73，610円 3 連 単 ��� 456，560円

票 数

単勝票数 計 259352 的中 � 9377（4番人気）
複勝票数 計1002150 的中 � 24741（4番人気）� 83336（2番人気）� 9832（7番人気）
枠連票数 計 109953 的中 （2－8） 2555（8番人気）
馬連票数 計 392898 的中 �� 5671（13番人気）
馬単票数 計 358594 的中 �� 1865（27番人気）
ワイド票数 計 214660 的中 �� 4988（8番人気）�� 648（43番人気）�� 1919（20番人気）
3連複票数 計 599388 的中 ��� 601（92番人気）
3連単票数 計1317696 的中 ��� 213（484番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―12．7―12．7―12．7―12．3―13．0―12．8―12．7―12．5―11．3―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．7―24．0―36．7―49．4―1：02．1―1：14．4―1：27．4―1：40．2―1：52．9―2：05．4―2：16．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．3
1
3
4，10，14，13（3，5）（7，8，16）－（9，11）12（2，6）－15－1・（4，10）14，13（3，5）（7，8，16）－（9，12）－11，2，6－15，1

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

勝馬の
紹 介

スカイゴールド �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2013．11．17 京都8着

2011．1．29生 牡3栗 母 ゴールドレリック 母母 Gold Bust 6戦1勝 賞金 7，750，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リントシテ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年4月29日まで平地競走に

出走できない。
※出走取消馬 アカイスイセイ号（疾病〔右前肢フレグモーネ〕のため）
※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。

10006 3月29日 晴 良 （26阪神2）第1日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走12時50分 （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

33 ラインスピリット 牡3黒鹿56 古川 吉洋大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 418－ 41：09．7 3．2�
45 フェブノヘア 牝3栗 54 北村 宏司釘田 義広氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 436± 01：10．02 13．0�
34 トウシンムサシ 牡3栗 56 和田 竜二�サトー 山内 研二 日高 増尾牧場 460＋ 21：10．21� 120．7�
46 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 462－ 2 〃 ハナ 7．2�
69 プライマリーコード 牝3芦 54 A．シュタルケ �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± 01：10．3� 4．0	

（独）

11 デンコウウノ 牡3鹿 56 藤田 伸二田中 康弘氏 武田 博 様似 中脇 一幸 462－ 61：10．4クビ 11．8

22 ラ ヴ ィ ー ネ 牝3芦 54 E．ペドロサ �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム 456＋141：10．5	 13．1�

（独）

58 マイネルフォルス 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 476± 01：10．6� 49．3�

813 ブロンシェダーム 牝3鹿 54 小牧 太 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 372－121：10．81� 7．7
57 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 426－ 2 〃 クビ 13．3�

（伊）

711 ワンダフルワールド 牡3栗 56 池添 謙一三田 昌宏氏 高橋 義忠 日高 下河辺牧場 498－101：10．9クビ 33．3�
712 ピクニックソング 牝3鹿 54 秋山真一郎山上 和良氏 境 直行 日高 長田ファーム 446＋ 61：11．21	 44．9�
814 ダイヤモンドハイ 牝3鹿 54 武 幸四郎布施 光章氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 436－ 2 〃 クビ 45．0�
610 ブルーヴァルキリー 牝3栗 54 松山 弘平 �ブルーマネジメント鈴木 孝志 浦河 大島牧場 426－ 21：11．3� 84．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 24，745，400円 複勝： 47，553，400円 枠連： 10，763，400円
馬連： 49，640，900円 馬単： 30，186，600円 ワイド： 25，335，400円
3連複： 67，233，800円 3連単： 105，224，200円 計： 360，683，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 150円 � 360円 � 1，830円 枠 連（3－4） 640円

馬 連 �� 2，090円 馬 単 �� 3，420円

ワ イ ド �� 850円 �� 4，100円 �� 8，140円

3 連 複 ��� 36，200円 3 連 単 ��� 133，890円

票 数

単勝票数 計 247454 的中 � 62025（1番人気）
複勝票数 計 475534 的中 � 127691（1番人気）� 30409（6番人気）� 4844（13番人気）
枠連票数 計 107634 的中 （3－4） 12425（1番人気）
馬連票数 計 496409 的中 �� 17596（7番人気）
馬単票数 計 301866 的中 �� 6527（11番人気）
ワイド票数 計 253354 的中 �� 7791（8番人気）�� 1488（41番人気）�� 743（69番人気）
3連複票数 計 672338 的中 ��� 1371（107番人気）
3連単票数 計1052242 的中 ��� 580（399番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．4―11．7―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．0―34．4―46．1―57．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F35．3
3 3，10，14，2，12（7，13）（9，5）（1，8）－6，4，11 4 3，10（2，14）（7，12）13（1，9）5（8，6）4－11
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ラインスピリット �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2013．8．10 小倉2着

2011．3．26生 牡3黒鹿 母 リボンストライプ 母母 パワフルレデイ 6戦2勝 賞金 22，504，000円
〔制裁〕 ラヴィーネ号の騎手E．ペドロサは，最後の直線コースで外側に斜行したことについて平成26年4月5日から平成26年4月13日

まで騎乗停止。（被害馬：10番・7番・14番・12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。



10007 3月29日 晴 稍重 （26阪神2）第1日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時20分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，55�
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
1：08．8
1：08．7

重
重

811 ボストンビリーヴ 牝4栗 55 国分 優作ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 470± 01：13．1 23．8�
22 マウントフジ 牝6鹿 55 D．バルジュー �グリーンファーム宮本 博 浦河 有限会社

吉田ファーム 436－ 21：13．31� 6．7�
（伊）

79 スピーディードータ 牝5鹿 55 北村 宏司ホースアディクト小西 一男 日高 坂 牧場 468± 01：13．51� 16．1�
812 スマートロデム 牝4鹿 55

52 ▲義 英真大川 徹氏 森 秀行 浦河 有限会社
松田牧場 448－ 41：13．71� 10．3�

56 マーティンオート 牝4鹿 55 太宰 啓介大戸 志浦氏 沖 芳夫 新ひだか 高橋 修 464－ 81：13．9� 4．3�
67 メイショウヒメユリ 牝5青鹿55 武 幸四郎松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 436－ 4 〃 ハナ 5．5	
44 エーシングランダム 牝5黒鹿55 藤田 伸二�栄進堂 小崎 憲 浦河 多田 善弘 494－ 81：14．22 3．8

710 ヨゾラニネガイヲ 牝4鹿 55 E．ペドロサ �キャロットファーム 森田 直行 安平 ノーザンファーム 456＋ 21：14．3� 14．5�

（独）

11 チェリーミルズ 牝4鹿 55 松山 弘平 H.H．シェイク・モハメド 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 468－ 21：14．4� 21．2

33 ミ チ シ ル ベ 牝5鹿 55 柴田 大知小田切有一氏 本間 忍 日高 下河辺牧場 438－ 81：14．61� 65．6�
55 サンマルリジイ 牝5黒鹿55 和田 竜二相馬 勇氏 山内 研二 浦河 アイオイファーム 498＋ 61：14．7クビ 78．4�
68 ルーシーブライド 牝4黒鹿 55

52 ▲松若 風馬�ターフ・スポート藤原 英昭 浦河 岡本牧場 450－ 41：17．0大差 11．1�
（12頭）

売 得 金
単勝： 20，363，200円 複勝： 37，435，000円 枠連： 11，530，700円
馬連： 45，938，400円 馬単： 26，861，800円 ワイド： 22，251，900円
3連複： 57，300，200円 3連単： 91，140，800円 計： 312，822，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，380円 複 勝 � 480円 � 280円 � 480円 枠 連（2－8） 2，970円

馬 連 �� 7，680円 馬 単 �� 15，680円

ワ イ ド �� 2，340円 �� 5，280円 �� 1，970円

3 連 複 ��� 35，010円 3 連 単 ��� 161，300円

票 数

単勝票数 計 203632 的中 � 6766（10番人気）
複勝票数 計 374350 的中 � 19588（10番人気）� 39180（4番人気）� 19671（9番人気）
枠連票数 計 115307 的中 （2－8） 2873（15番人気）
馬連票数 計 459384 的中 �� 4418（34番人気）
馬単票数 計 268618 的中 �� 1265（67番人気）
ワイド票数 計 222519 的中 �� 2356（35番人気）�� 1023（51番人気）�� 2820（32番人気）
3連複票数 計 573002 的中 ��� 1208（119番人気）
3連単票数 計 911408 的中 ��� 417（563番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．8―12．4―12．5―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．3―35．1―47．5―1：00．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．8―3F38．0
3 ・（8，10）6，2，9（1，4）7，12，3，5－11 4 10，8（6，9）2（1，4，7）12－（3，5）－11

勝馬の
紹 介

ボストンビリーヴ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 アイネスフウジン デビュー 2012．10．28 京都6着

2010．2．3生 牝4栗 母 イサミサクラ 母母 ハマナジユビー 20戦2勝 賞金 23，770，000円
〔制裁〕 ルーシーブライド号の騎手松若風馬は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番・1番）

ボストンビリーヴ号の騎手国分優作は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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。

10008 3月29日 晴 稍重 （26阪神2）第1日 第8競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走13時50分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

45 ラ ラ ガ ニ エ 牡4栗 57 和田 竜二フジイ興産� 今野 貞一 新ひだか 千代田牧場 488－121：25．2 18．7�
711 メイショウマルマル 牡4芦 57 藤田 伸二松本 和子氏 白井 寿昭 浦河 日の出牧場 498－ 21：25．41� 1．7�
813 エアーウェーブ 牡4鹿 57 国分 恭介小林竜太郎氏 梅田 智之 平取 船越 伸也 512－121：25．72 94．4�
710 ケリーダノビア 牝5鹿 55 A．シュタルケ 吉田 照哉氏 田中 章博 千歳 社台ファーム B458± 01：26．02 10．7�

（独）

56 サンクフルネス 牡5青 57 国分 優作小林竜太郎氏 沖 芳夫 日高 いとう牧場 458－ 4 〃 ハナ 5．8�
68 � ク ー デ タ ー 牡5黒鹿57 水口 優也杉立 恭平氏 川村 禎彦 平取 二風谷ファーム 464－ 41：26．1クビ 69．1	
22 ジョーラプター 牡5鹿 57 北村 宏司上田けい子氏 柴田 光陽 浦河 ハッピーネ

モファーム 482－ 41：26．31 9．8

812� レーザービーム 牡4栗 57 松山 弘平畑佐 博氏 牧田 和弥 新ひだか 折手牧場 450－ 81：26．72� 85．7�
11 オウケンイチゲキ 牡5鹿 57

54 ▲松若 風馬福井 明氏 音無 秀孝 新冠 高瀬牧場 454＋ 41：26．8� 46．0�
33 クレバーカイオウ 牡4鹿 57 柴田 大知岡崎牧場 小西 一男 新冠 長浜牧場 456± 0 〃 アタマ 10．6�
44 テイケイフロックス 牝5黒鹿55 秋山真一郎兼松 忠男氏 大橋 勇樹 新冠 新冠橋本牧場 500± 0 〃 クビ 51．1�
57 ワンダーゴヴェルノ 牡6栗 57

54 ▲義 英真山本 信行氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 442± 01：26．9	 16．3�
69 � オレタチセッカチ 牡4栗 57 E．ペドロサ 飯田 正剛氏 牧浦 充徳 新ひだか 千代田牧場 B452－ 41：27．75 222．1�

（独）

（13頭）

売 得 金
単勝： 22，794，900円 複勝： 47，185，200円 枠連： 12，413，800円
馬連： 40，747，500円 馬単： 32，967，000円 ワイド： 22，746，400円
3連複： 59，989，100円 3連単： 120，756，900円 計： 359，600，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，870円 複 勝 � 310円 � 110円 � 2，090円 枠 連（4－7） 920円

馬 連 �� 1，330円 馬 単 �� 4，210円

ワ イ ド �� 680円 �� 13，950円 �� 3，050円

3 連 複 ��� 37，080円 3 連 単 ��� 192，900円

票 数

単勝票数 計 227949 的中 � 9637（7番人気）
複勝票数 計 471852 的中 � 26892（6番人気）� 222711（1番人気）� 3068（12番人気）
枠連票数 計 124138 的中 （4－7） 9999（5番人気）
馬連票数 計 407475 的中 �� 22671（6番人気）
馬単票数 計 329670 的中 �� 5785（13番人気）
ワイド票数 計 227464 的中 �� 8828（6番人気）�� 384（61番人気）�� 1790（27番人気）
3連複票数 計 599891 的中 ��� 1194（80番人気）
3連単票数 計1207569 的中 ��� 462（383番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．6―12．2―12．6―12．5―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―34．9―47．1―59．7―1：12．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．3―3F38．1
3 10，11（2，4，12）13（3，7，9）5，1，8，6 4 10，11，12（2，4，13）（7，9，5）3（1，8）6

勝馬の
紹 介

ラ ラ ガ ニ エ �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2012．6．16 阪神2着

2010．2．21生 牡4栗 母 サトノローズヒップ 母母 スターマイライフ 13戦2勝 賞金 18，769，000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。



10009 3月29日 晴 良 （26阪神2）第1日 第9競走 ��1，800�
く ん し ら ん

君 子 蘭 賞
発走14時25分 （芝・右・外）

牝，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 2，000，000
2，000，000

円
円 980，000円

付 加 賞 259，000円 74，000円 19，000
19，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：44．1

良
良

22 ブランネージュ 牝3鹿 54 秋山真一郎 �社台レースホース藤岡 健一 安平 追分ファーム 462＋ 41：48．8 3．3�
33 タガノスカイ 牝3鹿 54 和田 竜二八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 472＋121：49．01� 21．1�
55 マイネリベルタス 牝3鹿 54 柴田 大知 �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± 01：49．32 26．3�
89 アイスブレイク 牝3青鹿54 北村 宏司安原 浩司氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 466＋10 〃 同着 7．0�
66 ヤマニンアリエッタ 牝3黒鹿54 藤田 伸二土井 肇氏 山内 研二 新冠 錦岡牧場 506＋161：49．4クビ 17．6	
77 ウインリバティ 牝3黒鹿54 A．シュタルケ�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 430－ 2 〃 ハナ 6．2


（独）

44 アルトゥーナ 牝3黒鹿54 池添 謙一 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム 424－ 41：49．93 2．3�
810 ナムラユキヒメ 牝3栗 54 国分 優作奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 漆原 哲雄 414± 01：50．11� 186．7�
11 カレンコティヤール 牝3栗 54 松山 弘平鈴木 隆司氏 鈴木 孝志 様似 スイートフアーム 446－ 41：50．73� 17．9
78 � ゴールドソレイユ 牝3栗 54 吉井 友彦合同会社JPN技研 山中 輝久 日高 ナカノファーム 418－ 31：51．23 231．9�

（笠松） （笠松）

（10頭）

売 得 金
単勝： 32，184，700円 複勝： 51，365，800円 枠連： 11，723，400円
馬連： 67，200，300円 馬単： 46，231，600円 ワイド： 27，936，700円
3連複： 83，043，300円 3連単： 197，073，800円 計： 516，759，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 140円 � 360円 �
�

290円
180円 枠 連（2－3） 3，900円

馬 連 �� 3，750円 馬 単 �� 6，130円

ワ イ ド �� 580円 ��
��

410円
240円

��
��

1，570円
780円

3 連 複 ���
���

6，930円
2，740円 3 連 単 ���

���
33，310円
14，480円

票 数

単勝票数 計 321847 的中 � 78689（2番人気）
複勝票数 計 513658 的中 �

�
101510
60655

（2番人気）
（4番人気）

� 21640（8番人気）� 29386（5番人気）

枠連票数 計 117234 的中 （2－3） 2221（14番人気）
馬連票数 計 672003 的中 �� 13256（14番人気）
馬単票数 計 462316 的中 �� 5573（21番人気）
ワイド票数 計 279367 的中 ��

��
6922
2318
（13番人気）
（24番人気）

��
��

10358
4921
（8番人気）
（17番人気）

�� 21310（5番人気）

3連複票数 計 830433 的中 ��� 4391（37番人気）��� 11293（23番人気）
3連単票数 計1970738 的中 ��� 2180（183番人気） ��� 5031（93番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．4―35．6―48．6―1：01．8―1：14．2―1：25．9―1：36．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F34．6
3 1，9，2（5，7）3（4，6）－（10，8） 4 ・（1，9）5（2，3，7）（4，6）10－8

勝馬の
紹 介

ブランネージュ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2013．6．29 中京3着

2011．1．25生 牝3鹿 母 シナノネージュ 母母 コードネーム 8戦2勝 賞金 28，559，000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。

10010 3月29日 晴 稍重 （26阪神2）第1日 第10競走 ��
��2，000�

こうなん

甲南ステークス
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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
2：01．0
2：01．0

不良
不良

612 トウショウヘイロー 牡5鹿 57 A．シュタルケトウショウ産業� 庄野 靖志 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 534± 02：05．4 5．4�
（独）

713 ハ ス ラ ー 牡6黒鹿57 秋山真一郎水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 526－ 6 〃 クビ 32．8�
611 スターバリオン 牡5芦 57 四位 洋文幅田 昌伸氏 藤岡 健一 日高 合資会社カ

ネツ牧場 502＋ 42：05．71� 5．9�
59 ヴォーグトルネード 牡5栗 57 和田 竜二深見 富朗氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 468＋ 82：06．02 2．5�
11 バトードール 牡7栗 57 北村 宏司 �キャロットファーム 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 522± 02：06．53 32．2	
48 コウユーヒーロー 牡7青 57 太宰 啓介加治屋貞光氏 大根田裕之 熊本 村山 光弘 526＋ 42：06．6	 88．1

12 タイガーシード 牡5黒鹿57 小牧 太伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 浦河 桑田 正己 504＋ 22：06．7� 26．0�
24 
 グレイレジェンド 牡6芦 57 松山 弘平小野 博郷氏 松永 幹夫 新ひだか 稲葉牧場 468＋ 22：07．01� 151．5�
510 アサクサポイント �6青鹿57 国分 優作田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 476－ 82：07．1	 79．4
815 サンマルデューク 牡5黒鹿57 武 幸四郎相馬 勇氏 小島 太 日高 田端牧場 498－ 42：07．2クビ 57．6�
714� ベルサリエーレ 牡4鹿 57 E．ペドロサ 藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 Takeshi

Fujita 486± 0 〃 クビ 4．4�
（独）

36 � ヒ ュ ウ マ 牡4鹿 57 川島 信二林 正道氏 矢作 芳人 米 Aaron Sones 496＋ 62：07．52 15．6�
47 アサクサショパン 牡6黒鹿57 D．バルジュー 田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 484＋ 22：08．24 39．2�

（伊）

35 デルマイザナミ 牝5鹿 55 島 良太浅沼 廣幸氏 高野 友和 日高 ファニーヒルファーム 454－ 22：08．62	 43．3�
23 アルムダプタ 牡4栗 57 国分 恭介﨑川美枝子氏 五十嵐忠男 浦河 安原 実 506－ 22：08．91� 129．6�
816 メイショウブンブク 牡8栗 57 藤田 伸二松本 好雄氏 白井 寿昭 新ひだか 酒井 静男 478＋ 22：09．0	 214．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，629，000円 複勝： 64，244，000円 枠連： 26，596，700円
馬連： 102，495，800円 馬単： 58，071，200円 ワイド： 42，473，300円
3連複： 132，196，200円 3連単： 228，750，000円 計： 688，456，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 210円 � 640円 � 200円 枠 連（6－7） 560円

馬 連 �� 5，460円 馬 単 �� 10，220円

ワ イ ド �� 1，770円 �� 740円 �� 2，270円

3 連 複 ��� 12，570円 3 連 単 ��� 75，270円

票 数

単勝票数 計 336290 的中 � 49850（3番人気）
複勝票数 計 642440 的中 � 89510（4番人気）� 21169（7番人気）� 96249（3番人気）
枠連票数 計 265967 的中 （6－7） 35527（3番人気）
馬連票数 計1024958 的中 �� 13876（17番人気）
馬単票数 計 580712 的中 �� 4196（28番人気）
ワイド票数 計 424733 的中 �� 5804（17番人気）�� 14765（5番人気）�� 4495（26番人気）
3連複票数 計1321962 的中 ��� 7764（37番人気）
3連単票数 計2287500 的中 ��� 2243（212番人気）

ハロンタイム 12．2―11．6―11．2―13．7―12．6―12．6―12．5―12．8―12．8―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―23．8―35．0―48．7―1：01．3―1：13．9―1：26．4―1：39．2―1：52．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F39．0
1
3

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

勝馬の
紹 介

トウショウヘイロー �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 オ ジ ジ ア ン デビュー 2011．11．6 京都13着

2009．4．2生 牡5鹿 母 アンジュトウショウ 母母 ヌエボトウショウ 14戦5勝 賞金 70，484，000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。



10011 3月29日 晴 良 （26阪神2）第1日 第11競走 ��
��1，800�第61回毎 日 杯（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・右・外）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金1，800万
円以上の馬1�増，�：馬齢重量，重賞競走1着馬1�増

毎日新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 37，000，000円 15，000，000円 9，300，000円 5，600，000円 3，700，000円
付 加 賞 518，000円 148，000円 74，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：44．1

良
良

11 マイネルフロスト 牡3芦 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高木 登 新冠 競優牧場 486± 01：46．7 8．0�

22 	 エイシンブルズアイ 牡3栗 56 秋山真一郎�栄進堂 野中 賢二 米 Elijah Bailey 452－ 4 〃 ハナ 6．2�
814 ステファノス 牡3鹿 56 A．シュタルケ �キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 468－ 6 〃 クビ 6．3�

（独）

712 ラ ン グ レ ー 牡3鹿 56 北村 宏司 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 472－ 21：46．8
 3．7�
46 アズマシャトル 牡3鹿 56 松山 弘平東 哲次氏 加用 正 日高 下河辺牧場 484－ 41：46．9
 4．4	
69 パドルウィール 牡3芦 56 四位 洋文有限会社シルク中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488－ 6 〃 ハナ 18．3

34 ピークトラム 牡3黒鹿56 小牧 太吉田 照哉氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 476－ 61：47．0クビ 24．9�
58 サ ン グ ラ ス 牡3青鹿56 E．ペドロサ 玉置 潔氏 谷 潔 浦河 冨岡 博一 482－ 61：47．63
 64．8�

（独）

711	 シ ン ガ ン 牡3青鹿56 川島 信二林 正道氏 松田 国英 愛 Castlemartin Sky
& Skymarc Farm 456＋ 41：47．81
 12．8

33 カ ゼ ノ コ 牡3鹿 56 武 幸四郎�嶋 孝司氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 458－ 21：48．43
 159．1�
45 アドマイヤヤング 牡3青鹿56 和田 竜二近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 508－101：48．5クビ 14．9�
610 デ ビ ル 牡3黒鹿56 D．バルジュー 寺田 寿男氏 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 502－ 81：48．71� 72．0�

（伊）

57 リーゼントロック 牡3黒鹿56 中谷 雄太三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 服部 牧場 508－ 41：48．8
 24．0�
813 クリノジュロウジン 牡3栗 56 太宰 啓介栗本 博晴氏 川村 禎彦 新ひだか 土田 陽介 458－ 21：48．9 550．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 92，148，100円 複勝： 167，866，700円 枠連： 53，102，700円
馬連： 310，735，000円 馬単： 145，548，600円 ワイド： 114，510，900円
3連複： 434，718，000円 3連単： 736，130，800円 計： 2，054，760，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 240円 � 240円 � 230円 枠 連（1－2） 2，570円

馬 連 �� 2，430円 馬 単 �� 5，430円

ワ イ ド �� 880円 �� 990円 �� 870円

3 連 複 ��� 6，050円 3 連 単 ��� 40，230円

票 数

単勝票数 計 921481 的中 � 91105（5番人気）
複勝票数 計1678667 的中 � 181168（5番人気）� 192288（4番人気）� 195991（3番人気）
枠連票数 計 531027 的中 （1－2） 15250（12番人気）
馬連票数 計3107350 的中 �� 94649（11番人気）
馬単票数 計1455486 的中 �� 19815（22番人気）
ワイド票数 計1145109 的中 �� 32390（9番人気）�� 28296（10番人気）�� 32591（8番人気）
3連複票数 計4347180 的中 ��� 53090（20番人気）
3連単票数 計7361308 的中 ��� 13506（144番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―11．5―12．0―12．3―12．0―11．9―10．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．9―35．4―47．4―59．7―1：11．7―1：23．6―1：34．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネルフロスト �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2013．6．9 東京1着

2011．3．8生 牡3芦 母 スリースノーグラス 母母 ダイヤモンドスノー 6戦3勝 賞金 68，412，000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。

10012 3月29日 曇 良 （26阪神2）第1日 第12競走 ��
��1，600�サラブレッド系4歳以上

発走16時10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

45 ゴールドベル 牡5黒鹿57 小牧 太松岡 隆雄氏 庄野 靖志 日高 下河辺牧場 482± 01：35．4 9．8�
711 タ マ ラ マ �5黒鹿57 北村 宏司 H.H．シェイク・モハメド 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500＋ 2 〃 クビ 9．4�
44 オーキッドレイ 牝4鹿 55 E．ペドロサ 金子真人ホール

ディングス� 村山 明 安平 ノーザンファーム 466－101：35．61	 7．8�
（独）

33 オビーディエント 牡5黒鹿57 秋山真一郎�ノースヒルズ 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント 456－ 61：35．7	 14．8�
813 ウィザーズポケット 牡5鹿 57 四位 洋文�ターフ・スポート昆 貢 新冠 村田牧場 452± 01：35．8クビ 10．6	
710 タツストロング 牡5栗 57 和田 竜二原 司郎氏 
島 一歩 日高 坂戸 節子 494－ 41：35．9� 4．8

11 ダンツクロノス 牡4鹿 57 藤田 伸二山元 哲二氏 山内 研二 新冠 細川農場 506± 0 〃 アタマ 4．1�
56 コスモトゥルーラヴ 牡5鹿 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 栗田 博憲 日高 戸川牧場 498－241：36．0クビ 8．6�
57 ライブリシーラ 牡7栗 57 中谷 雄太加藤 哲郎氏 森田 直行 厚真 大川牧場 512－121：36．21� 136．4
68 サウンドバラッド �7鹿 57 A．シュタルケ 増田 雄一氏 佐藤 正雄 千歳 社台ファーム 470－ 81：36．3	 13．0�

（独）

812 タイセイジーニアス 牡6黒鹿57 D．バルジュー 田中 成奉氏 宮本 博 新ひだか カントリー牧場 472－ 4 〃 クビ 100．7�
（伊）

69  アグネスティンクル 牡7栗 57
54 ▲義 英真渡辺 孝男氏 森 秀行 米 Swetten-

ham Stud 474－ 61：36．4	 147．5�
22 モンテフジサン 牡7栗 57 松山 弘平毛利 喜昭氏 武井 亮 青森 ワールドファーム 480－ 6 〃 ハナ 11．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 33，205，800円 複勝： 55，680，400円 枠連： 23，724，400円
馬連： 103，557，800円 馬単： 47，923，600円 ワイド： 39，472，900円
3連複： 122，445，100円 3連単： 209，216，600円 計： 635，226，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 330円 � 320円 � 250円 枠 連（4－7） 620円

馬 連 �� 3，530円 馬 単 �� 8，210円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 1，300円 �� 1，310円

3 連 複 ��� 12，100円 3 連 単 ��� 78，030円

票 数

単勝票数 計 332058 的中 � 26841（6番人気）
複勝票数 計 556804 的中 � 43468（7番人気）� 44694（6番人気）� 64012（3番人気）
枠連票数 計 237244 的中 （4－7） 28564（2番人気）
馬連票数 計1035578 的中 �� 21703（15番人気）
馬単票数 計 479236 的中 �� 4309（41番人気）
ワイド票数 計 394729 的中 �� 8811（14番人気）�� 7479（20番人気）�� 7429（21番人気）
3連複票数 計1224451 的中 ��� 7470（59番人気）
3連単票数 計2092166 的中 ��� 1979（371番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―12．0―12．3―12．2―11．7―10．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．2―36．2―48．5―1：00．7―1：12．4―1：23．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴールドベル �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Red Ransom デビュー 2011．9．18 阪神3着

2009．2．26生 牡5黒鹿 母 シルバーベル 母母 ノベンバーサンライズ 22戦4勝 賞金 44，803，000円
※ライブリシーラ号は，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。



（26阪神2）第1日 3月29日（土曜日） 曇一時晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 167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

232，760，000円
6，700，000円
1，601，000円
21，240，000円
65，095，500円
4，554，000円
1，603，200円

勝馬投票券売得金
352，804，500円
784，348，800円
195，559，100円
891，878，400円
523，138，800円
385，163，900円
1，206，310，000円
2，188，072，000円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 6，527，275，500円

総入場人員 13，680名 （有料入場人員 12，739名）
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