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07025 3月7日 曇 稍重 （27阪神1）第3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

12 ト ワ エ モ ア 牝3鹿 54 浜中 俊中辻 明氏 日吉 正和 日高 アイズスタッド株式会社 474－ 21：11．6 2．4�
612 セ ン グ ウ 牝3栗 54

52 △岩崎 翼重松 國建氏 加藤 敬二 浦河 榊原 敏明 448＋ 21：12．98 47．6�
47 コウエイラブリー 牝3鹿 54 小林 徹弥伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 久井牧場 482＋ 81：13．0� 50．0�
24 デ ィ ア エ ナ 牝3黒鹿54 岩田 康誠桑畑 �信氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 514－ 2 〃 クビ 2．6�
23 ラームリュンヌ 牝3黒鹿54 秋山真一郎 �ローレルレーシング 飯田 祐史 新冠 新冠橋本牧場 474－ 41：13．2� 10．5	
48 アグネスエピソード 牝3黒鹿54 国分 優作渡辺公美子氏 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 474－ 6 〃 ハナ 120．4

36 レッドランタン 牝3青鹿54 D．バルジュー K.C．タン氏 中内田充正 浦河 駿河牧場 476 ―1：13．41� 7．0�

（伊）

714 エスペランサルル 牝3栗 54 古川 吉洋江上 幸�氏 飯田 雄三 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 416－ 41：13．72 71．8�

815 ジーシスター 牝3黒鹿54 中谷 雄太�グランプリ 矢作 芳人 浦河 杵臼牧場 430＋ 71：13．8� 180．5
816 モンドリュミエール 牝3鹿 54 �島 良太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 434－ 81：13．9� 14．8�
59 デルマグーリンダイ 牝3鹿 54

53 ☆松若 風馬浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム B452＋ 61：14．0� 43．1�
510 ソ ニ ッ ク 牝3栗 54 太宰 啓介�高瀬牧場 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 418＋ 41：14．42� 60．1�
35 アグネスレジーナ 牝3青 54

52 △小崎 綾也渡辺公美子氏 森 秀行 浦河 高松牧場 394－ 2 〃 ハナ 163．8�
11 グッドピアス 牝3栗 54 松山 弘平杉立 恭平氏 川村 禎彦 新冠 ヒノデファーム 400± 01：15．03� 156．5�
611 セレブデート 牝3鹿 54 幸 英明前原 敏行氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 416± 01：15．63� 27．4�
713 ミスジャングル 牝3鹿 54 水口 優也�イスズ牧場 崎山 博樹 浦河 日優牧場 424＋ 81：18．4大差 330．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，028，300円 複勝： 35，831，200円 枠連： 12，192，300円
馬連： 43，275，500円 馬単： 27，986，700円 ワイド： 28，555，900円
3連複： 62，560，100円 3連単： 97，539，800円 計： 325，969，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 1，240円 � 1，100円 枠 連（1－6） 2，590円

馬 連 �� 6，850円 馬 単 �� 11，280円

ワ イ ド �� 1，910円 �� 2，150円 �� 19，850円

3 連 複 ��� 59，690円 3 連 単 ��� 306，130円

票 数

単勝票数 計 180283 的中 � 59560（1番人気）
複勝票数 計 358312 的中 � 128962（1番人気）� 5016（10番人気）� 5708（8番人気）
枠連票数 計 121923 的中 （1－6） 3640（9番人気）
馬連票数 計 432755 的中 �� 4894（19番人気）
馬単票数 計 279867 的中 �� 1860（30番人気）
ワイド票数 計 285559 的中 �� 3899（17番人気）�� 3460（21番人気）�� 363（72番人気）
3連複票数 計 625601 的中 ��� 786（106番人気）
3連単票数 計 975398 的中 ��� 231（473番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．5―11．8―11．8―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．4―34．9―46．7―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ト ワ エ モ ア �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 ジ ェ リ デビュー 2015．2．15 東京2着

2012．4．22生 牝3鹿 母 キョウエイフルハム 母母 ケイシュウアップ 2戦1勝 賞金 7，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミスジャングル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年4月7日まで平地競走

に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

07026 3月7日 曇 稍重 （27阪神1）第3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

812 エイシンナセル 牡3鹿 56 福永 祐一�栄進堂 川村 禎彦 浦河 栄進牧場 478＋ 21：55．2 1．4�
55 ワンダージュヌオム 牡3栗 56 浜中 俊山本 信行氏 笹田 和秀 浦河 永田 克之 496± 01：55．94 6．9�
811 ワールドリースター 牡3鹿 56 岩田 康誠 �サンデーレーシング 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460－ 2 〃 アタマ 5．3�
79 ミッキーハピネス 牡3黒鹿56 川田 将雅野田みづき氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 496± 01：56．0クビ 7．1�
33 ナムラキャニオン 牡3鹿 56

53 ▲義 英真奈村 睦弘氏 中尾 秀正 浦河 谷川牧場 460－ 61：56．85 132．8	
56 グロビュール 牡3栗 56 小坂 忠士高山 直樹氏 奥村 豊 日高 日西牧場 470＋ 21：57．22� 211．9

68 ウォーターセドナ 牡3芦 56 D．バルジュー 山岡 良一氏 �島 一歩 新ひだか 増本牧場 512＋ 2 〃 ハナ 22．9�

（伊）

22 メイショウハシダテ �3鹿 56 小林 徹弥松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 502－101：57．3� 239．7�
11 グエンザップ 牡3鹿 56

54 △小崎 綾也大久保和夫氏 森 秀行 新ひだか 下屋敷牧場 470＋16 〃 ハナ 76．0
44 ヤマニンラビサン 牝3栗 54 幸 英明土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 476＋ 41：57．62 174．3�
710 ライプツィヒバトル 牡3栗 56 和田 竜二 �グリーンファーム西園 正都 千歳 社台ファーム 466－ 21：58．23� 39．7�
67 アユミドンドン 牝3鹿 54 水口 優也田頭 勇貴氏 崎山 博樹 新ひだか 見上牧場 434－ 41：58．3� 376．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 24，907，300円 複勝： 105，903，000円 枠連： 12，075，000円
馬連： 43，297，700円 馬単： 38，006，900円 ワイド： 28，071，100円
3連複： 63，640，600円 3連単： 140，478，100円 計： 456，379，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 100円 � 130円 � 110円 枠 連（5－8） 340円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 560円

ワ イ ド �� 180円 �� 150円 �� 340円

3 連 複 ��� 380円 3 連 単 ��� 1，280円

票 数

単勝票数 計 249073 的中 � 133968（1番人気）
複勝票数 計1059030 的中 � 833607（1番人気）� 52603（4番人気）� 69856（2番人気）
枠連票数 計 120750 的中 （5－8） 26858（3番人気）
馬連票数 計 432977 的中 �� 77480（3番人気）
馬単票数 計 380069 的中 �� 50534（2番人気）
ワイド票数 計 280711 的中 �� 39455（3番人気）�� 58731（1番人気）�� 15995（5番人気）
3連複票数 計 636406 的中 ��� 125160（2番人気）
3連単票数 計1404781 的中 ��� 79422（3番人気）

ハロンタイム 13．2―11．1―13．7―13．0―13．0―12．9―12．8―12．6―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．3―38．0―51．0―1：04．0―1：16．9―1：29．7―1：42．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エイシンナセル �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 コロナドズクエスト デビュー 2014．12．21 阪神9着

2012．3．3生 牡3鹿 母 エーシンラクーリエ 母母 ラ リ シ ェ ス 4戦1勝 賞金 8，300，000円
〔制裁〕 ワンダージュヌオム号の騎手浜中俊は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番）

ワールドリースター号の騎手岩田康誠は，決勝線手前での御法（騎乗ぶり）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。

第１回 阪神競馬 第３日



07027 3月7日 曇 稍重 （27阪神1）第3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）
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
1：08．8
1：08．7

重
重

35 ゴマスリオトコ 牡3黒鹿 56
55 ☆松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 高野牧場 510 ―1：12．7 9．0�

612 ビバリーヒルズ 牝3栗 54 A．シュタルケ 近藤 英子氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 424 ― 〃 クビ 3．4�
（独）

47 ホオキパビーチ 牡3鹿 56 浜中 俊金子真人ホール
ディングス� 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 440 ―1：13．76 11．0�

23 クランデール 牝3鹿 54 M．デムーロ �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 464 ―1：13．91� 8．1�
816 モズアリュール 牝3栗 54 川田 将雅 �キャピタル・システム �島 一歩 日高 目黒牧場 462 ―1：14．0クビ 7．1	
11 ゼ ク ト 牝3黒鹿54 国分 優作宮田美恵子氏 大根田裕之 新ひだか 小野 秀治 466 ― 〃 クビ 78．5

36 アドマイヤゼン 牡3芦 56 藤岡 康太近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 472 ―1：14．42� 20．8�
611 カネトシハートフル 牝3黒鹿54 藤懸 貴志兼松 利男氏 高橋 亮 浦河 高昭牧場 400 ―1：14．5� 182．6�
815 ビービーボヌール 牡3青鹿56 岩田 康誠�坂東牧場 中内田充正 浦河 中神牧場 490 ―1：14．6クビ 2．7
59 メイショウショウキ 牡3栗 56 太宰 啓介松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 504 ―1：15．13 176．3�
510 タカノコーラン 牝3芦 54

52 △岩崎 翼山口多賀司氏 福島 信晴 浦河 グラストレーニ
ングセンター 410 ―1：15．2クビ 304．8�

12 インテグラル 牡3黒鹿56 高倉 稜�日進牧場 田中 章博 浦河 日進牧場 486 ―1：15．41 98．9�
714 カワカミハンコック 牝3青鹿54 川島 信二 �三石川上牧場 飯田 祐史 日高 インターナショ

ナル牧場 440 ―1：15．5� 255．4�
48 シ ャ ル ド ン 牝3鹿 54 藤岡 佑介�ターフ・スポート平田 修 日高 ナカノファーム 464 ― 〃 ハナ 31．8�
713 セイマイスター 牡3青鹿 56

53 ▲義 英真金田 成基氏 服部 利之 日高 浜本牧場 492 ―1：16．13� 76．5�
24 メイショウゴザン 牝3鹿 54 秋山真一郎松本 好雄氏 岡田 稲男 むかわ 真壁 信一 486 ―1：17．37 156．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，472，400円 複勝： 29，254，100円 枠連： 15，530，100円
馬連： 44，414，900円 馬単： 27，842，900円 ワイド： 24，729，600円
3連複： 58，572，300円 3連単： 84，297，700円 計： 308，114，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 230円 � 160円 � 260円 枠 連（3－6） 950円

馬 連 �� 1，450円 馬 単 �� 3，530円

ワ イ ド �� 550円 �� 890円 �� 610円

3 連 複 ��� 2，810円 3 連 単 ��� 20，080円

票 数

単勝票数 計 234724 的中 � 20661（5番人気）
複勝票数 計 292541 的中 � 31199（3番人気）� 55166（2番人気）� 26372（5番人気）
枠連票数 計 155301 的中 （3－6） 12639（4番人気）
馬連票数 計 444149 的中 �� 23737（5番人気）
馬単票数 計 278429 的中 �� 5914（14番人気）
ワイド票数 計 247296 的中 �� 11823（5番人気）�� 6863（11番人気）�� 10436（7番人気）
3連複票数 計 585723 的中 ��� 15608（6番人気）
3連単票数 計 842977 的中 ��� 3043（63番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―11．4―11．9―12．4―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．8―35．2―47．1―59．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．9―3F37．5
3 ・（1，5，12）－7（3，16）13（6，10）15－（8，14）11，2－9，4 4 ・（1，5，12）＝7－（3，16）－（6，13）－10，15（14，11）8－2－9－4

勝馬の
紹 介

ゴマスリオトコ �
�
父 オレハマッテルゼ �

�
母父 ア フ リ ー ト 初出走

2012．5．5生 牡3黒鹿 母 ア ッ チ ッ チ 母母 オーパスワン 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔発走状況〕 メイショウショウキ号は，発進不良〔出遅れ〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の17頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）17頭 アウゲンパワー号・アスタープロスパー号・ウインドマックス号・ウインドレイン号・カネトシルメルシェ号・

グレースドゥモナコ号・コーリンスピカ号・ゴールデンレコード号・サザンソレイユ号・サトノシャルマン号・
スパーディクス号・ダンツレガリア号・デンコウシュク号・マルシゲジャパン号・メイショウエボウシ号・
リチャード号・ワンダーヴィグルー号

※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。

07028 3月7日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（27阪神1）第3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

34 � リバータイキ 牡6栗 60 植野 貴也河越 武治氏 作田 誠二 平取 稲原牧場 522－ 23：21．4 7．4�
57 グレイトエンブレム �5栗 60 平沢 健治小川 勲氏 作田 誠二 浦河 信成牧場 428＋ 2 〃 クビ 4．3�
46 カッパドキア 牡5黒鹿60 西谷 誠寺田千代乃氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 464－ 23：22．03� 3．5�
11 シゲルヒダカ 牡4黒鹿59 佐久間寛志森中 蕃氏 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 530＋ 83：22．42� 8．9�
711 ワールドマッチ 牡4栗 59 林 満明 �サンデーレーシング 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 494－ 63：22．5	 17．9�
58 テイエムロカビリー 牡4芦 59 田村 太雅竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 松浦牧場 488± 03：26．3大差 159．4	
610 トミケンパシエンテ �4栗 59 金子 光希冨樫 賢二氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 486＋123：26．61	 166．0

22 トゥルーフレンド 牡6鹿 60 難波 剛健武田 茂男氏 加藤 敬二 むかわ ヤマイチ牧場 486＋ 43：26．7� 48．7�
69 カシノランナウェイ �5栗 60 黒岩 悠柏木 務氏 池添 学 鹿児島 柏木 務 500＋ 23：29．0大差 3．0�
814� カンタベリーラウス 牝4鹿 57 高野 和馬峰 哲馬氏 二本柳俊一 浦河 川越牧場 448± 03：29．32 199．1
712� モズノハナミチ 牡4鹿 59 白浜 雄造 �キャピタル・システム 中尾 秀正 浦河 谷川牧場 472－ 43：31．3大差 22．7�
33 ヤギリヒマワリ 牝4鹿 57 上野 翔内田ヤエ子氏 高橋 義博 浦河 田中スタッド 468－ 2 〃 クビ 238．9�
45 ダンシングバトー 牝4芦 57 熊沢 重文山科 統氏 柴田 政見 浦河 バンダム牧場 468＋ 83：31．93� 79．4�
813 イ キ �5栗 60 中村 将之前田 幸治氏 北出 成人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478＋ 23：33．07 56．5�
（14頭）

売 得 金
単勝： 18，371，900円 複勝： 23，283，900円 枠連： 11，574，800円
馬連： 37，359，000円 馬単： 24，389，300円 ワイド： 19，530，500円
3連複： 54，105，700円 3連単： 84，445，600円 計： 273，060，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 190円 � 160円 � 180円 枠 連（3－5） 1，890円

馬 連 �� 1，750円 馬 単 �� 4，160円

ワ イ ド �� 550円 �� 660円 �� 470円

3 連 複 ��� 2，850円 3 連 単 ��� 22，780円

票 数

単勝票数 計 183719 的中 � 19689（4番人気）
複勝票数 計 232839 的中 � 29169（4番人気）� 39455（2番人気）� 34061（3番人気）
枠連票数 計 115748 的中 （3－5） 4729（10番人気）
馬連票数 計 373590 的中 �� 16461（6番人気）
馬単票数 計 243893 的中 �� 4391（17番人気）
ワイド票数 計 195305 的中 �� 9163（7番人気）�� 7346（8番人気）�� 10788（5番人気）
3連複票数 計 541057 的中 ��� 14191（9番人気）
3連単票数 計 844456 的中 ��� 2687（70番人気）
上り 1マイル 1：46．2 4F 52．3－3F 39．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�

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

勝馬の
紹 介

�リバータイキ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 オペラハウス

2009．3．24生 牡6栗 母 エアコムロー 母母 コニーストン 障害：3戦1勝 賞金 7，000，000円
初出走 JRA

〔その他〕 カシノランナウェイ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 カシノランナウェイ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成27年4月7日まで出走できない。



07029 3月7日 曇 良 （27阪神1）第3日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12時15分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

58 レーゲンヴァルト 牡3栗 56 M．デムーロ �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム 494－ 42：03．4 2．2�
34 ドンアルフォンス 牡3黒鹿56 小牧 太山田 貢一氏 庄野 靖志 日高 日西牧場 452＋ 42：03．61� 9．2�
610 レジメンタル 牡3栗 56 浜中 俊�G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム 438＋ 22：03．7� 4．8�
712 アウトゼアー 牡3鹿 56 和田 竜二薪浦 亨氏 西橋 豊治 新ひだか 木下牧場 496± 02：04．01� 53．7�
33 アーミーバローズ 牡3黒鹿56 岩田 康誠猪熊 広次氏 松田 博資 浦河 富田牧場 456－ 22：04．32 10．4	
711 ビセックスタイル 牝3栗 54 松山 弘平前田 幸治氏 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 454± 02：04．51	 86．9

11 シャイニングスター 牡3鹿 56 川田 将雅杉山 忠国氏 池江 泰寿 新ひだか 明治牧場 494＋ 4 〃 クビ 6．6�
22 フィリオドベント 牡3鹿 56 A．シュタルケ �G1レーシング 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 450－ 42：04．71	 54．0�

（独）

45 ショウナンランボ 牡3青鹿 56
54 △小崎 綾也�湘南 高野 友和 日高 森永牧場 468－ 62：05．12� 282．0

814 ショウナンハルカス 牡3黒鹿56 福永 祐一国本 哲秀氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 482－ 62：05．2� 7．5�
69 
 エイシンカリバーン 牡3鹿 56 太宰 啓介�栄進堂 川村 禎彦 米 Red Dog

Stables 462－ 82：05．51� 301．5�
57 オヤマタイザン 牡3鹿 56 高倉 稜加藤 泰章氏 松永 幹夫 新冠 石郷岡 雅樹 474－10 〃 ハナ 202．6�
46 バイザウェイ 牡3青鹿56 D．バルジュー Him Rock Racing 高橋 義忠 浦河 桑田フアーム 470＋ 22：06．13� 22．3�

（伊）

813 シアワセノキザシ 牝3鹿 54
51 ▲義 英真窪田 康志氏 浜田多実雄 浦河 有限会社

吉田ファーム 470－102：06．73� 168．1�
（14頭）

売 得 金
単勝： 29，509，500円 複勝： 51，877，800円 枠連： 16，210，900円
馬連： 64，434，500円 馬単： 39，424，200円 ワイド： 35，291，000円
3連複： 88，526，000円 3連単： 133，708，300円 計： 458，982，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 180円 � 140円 枠 連（3－5） 510円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 1，350円

ワ イ ド �� 340円 �� 220円 �� 660円

3 連 複 ��� 1，280円 3 連 単 ��� 5，940円

票 数

単勝票数 計 295095 的中 � 105447（1番人気）
複勝票数 計 518778 的中 � 191733（1番人気）� 51369（4番人気）� 77789（2番人気）
枠連票数 計 162109 的中 （3－5） 24413（2番人気）
馬連票数 計 644345 的中 �� 57167（4番人気）
馬単票数 計 394242 的中 �� 21785（5番人気）
ワイド票数 計 352910 的中 �� 25948（4番人気）�� 47347（1番人気）�� 11688（9番人気）
3連複票数 計 885260 的中 ��� 51539（2番人気）
3連単票数 計1337083 的中 ��� 16299（9番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―13．0―13．1―12．5―12．2―11．8―12．1―11．7―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．3―37．3―50．4―1：02．9―1：15．1―1：26．9―1：39．0―1：50．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レーゲンヴァルト �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2014．10．26 京都7着

2012．5．9生 牡3栗 母 レインダンス 母母 レ ン Ⅱ 7戦1勝 賞金 11，800，000円
〔制裁〕ドンアルフォンス号の騎手小牧太は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：11番・14

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。

07030 3月7日 曇 稍重 （27阪神1）第3日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時45分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，200，000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
1：48．5
1：47．8

重
重

58 ラインルーフ 牡3栗 56 武 幸四郎大澤 繁昌氏 松永 昌博 新冠 村田牧場 478－181：53．5 6．9�
712 サージェントバッジ 牡3黒鹿56 A．シュタルケ 大塚 亮一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B488± 0 〃 アタマ 10．6�

（独）

814 シンゼンガンプ 牡3鹿 56 秋山真一郎原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 樋渡 志尚 460－ 21：53．6� 24．6�
47 レッドルグラン 牡3鹿 56 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 大久保龍志 日高 下河辺牧場 506－ 61：53．7� 4．2�
713	 シゲルエベッサン 牡3鹿 56 藤岡 佑介森中 蕃氏 木原 一良 米 Paca Paca

Farm 482－ 21：53．91
 35．8�
610 アドマイヤスター 牡3青鹿56 和田 竜二近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 490－ 4 〃 ハナ 18．6	
815 マルカライン 牡3栗 56 幸 英明日下部 猛氏 松永 昌博 日高 ヤナガワ牧場 498－ 4 〃 ハナ 33．0

11 ユ イ マ ー ル 牡3鹿 56 武 豊松島 正昭氏 松永 幹夫 新冠 パカパカ

ファーム 474－ 41：54．0� 7．4�
34 ヤマカツライデン 牡3黒鹿56 池添 謙一山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 520－ 21：54．1� 4．3�
22 マイネルカペラ 牡3鹿 56 M．デムーロ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 高野 友和 新冠 ビッグレッドファーム 440－ 61：54．52� 21．5
611 ドラゴンヴァース 牡3黒鹿56 浜中 俊窪田 芳郎氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 490－ 21：55．03 5．4�
46 ウイングアクティブ 牡3鹿 56

55 ☆松若 風馬池田 實氏 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 462－ 61：55．1クビ 62．0�
23 メイショウカシュウ 牡3鹿 56 太宰 啓介松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 480－ 61：55．41� 88．1�
35 � エメラルヒマワリ 牝3青鹿54 岡田 祥嗣高橋 勉氏 服部 利之 平取 スガタ牧場 436± 01：55．82� 146．8�

（14頭）
59 シ ン ダ ー ズ 牝3青鹿54 D．バルジュー H.H．シェイク・モハメド 荒川 義之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ― （出走取消）
（伊）

売 得 金
単勝： 33，645，300円 複勝： 50，035，900円 枠連： 16，992，100円
馬連： 70，032，400円 馬単： 35，159，200円 ワイド： 40，066，400円
3連複： 88，793，700円 3連単： 117，437，500円 計： 452，162，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 310円 � 320円 � 630円 枠 連（5－7） 4，380円

馬 連 �� 3，270円 馬 単 �� 5，470円

ワ イ ド �� 1，140円 �� 2，130円 �� 2，730円

3 連 複 ��� 19，010円 3 連 単 ��� 84，550円

票 数

単勝票数 計 336453 的中 � 38469（4番人気）
複勝票数 計 500359 的中 � 44133（4番人気）� 42308（5番人気）� 18921（9番人気）
枠連票数 計 169921 的中 （5－7） 3000（21番人気）
馬連票数 計 700324 的中 �� 16588（12番人気）
馬単票数 計 351592 的中 �� 4819（20番人気）
ワイド票数 計 400664 的中 �� 9265（11番人気）�� 4802（24番人気）�� 3724（33番人気）
3連複票数 計 887937 的中 ��� 3502（64番人気）
3連単票数 計1174375 的中 ��� 1007（291番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―13．6―13．1―12．8―12．0―12．0―12．5―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．2―37．8―50．9―1：03．7―1：15．7―1：27．7―1：40．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラインルーフ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2014．11．9 京都4着

2012．3．27生 牡3栗 母 サルトリーガール 母母 アイレスバリーヒル 4戦2勝 賞金 13，300，000円
〔出走取消〕 シンダーズ号は，疾病〔右前管骨々膜炎〕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。



07031 3月7日 雨 稍重 （27阪神1）第3日 第7競走 ��
��1，400�サラブレッド系4歳以上

発走13時15分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000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

711� ライオンズバイツ 牡5鹿 57 四位 洋文黒岩 晴男氏 浜田多実雄 米 Green
Gates Farm 478＋ 41：24．7 7．3�

22 	 サトノユニコーン 牡5鹿 57 小牧 太里見 治氏 橋口弘次郎 新ひだか グランド牧場 B478－ 2 〃 ハナ 3．0�
610 ジョーウォルター 牡4鹿 57 浜中 俊上田けい子氏 清水 久詞 浦河 斉藤 政志 466＋ 21：25．12
 17．4�
11 ヴェアデイロス 牡6鹿 57 藤岡 佑介�ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント 452± 01：25．31� 3．7�
712 ゴールデンアタック 牡7栗 57 幸 英明�協栄 北出 成人 日高 タバタファーム 494－ 2 〃 クビ 28．0�
34 � アートオブキング 牡6栗 57

54 ▲城戸 義政岡田 隆寛氏 佐藤 正雄 米 Okada Farm 482± 01：25．4クビ 45．7	
58 ムーントラベラー 牝4鹿 55 池添 謙一吉田 勝己氏 宮本 博 安平 ノーザンファーム 456＋ 41：25．5
 41．9

814 ア バ ン サ ル 牡4栗 57 国分 恭介今西 和雄氏 中村 均 新冠 石田牧場 504－141：25．92
 21．9�
46 � メンカウラー 牡4黒鹿57 岩田 康誠前田 幸治氏 小崎 憲 米

Caroline Huck-
abay & Ash-
ford Stud

B482－ 2 〃 ハナ 5．7�
69 グレートエンジェル 牝5鹿 55

54 ☆松若 風馬田畑 利彦氏 西村 真幸 浦河 村下 清志 484－ 6 〃 クビ 96．2
33 ラ ラ ガ ニ エ 牡5栗 57 D．バルジューフジイ興産� 今野 貞一 新ひだか 千代田牧場 520＋ 2 〃 アタマ 10．2�

（伊）

813 サンレイロッキー 牡4鹿 57
54 ▲義 英真永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 466－ 21：26．11 284．1�

57 ローレルシャイニー 牡5黒鹿 57
54 ▲加藤 祥太 �ローレルレーシング 庄野 靖志 日高 豊郷牧場 470＋ 61：26．52
 158．6�

45 グロシュラライト 牡5黒鹿57 M．デムーロ吉田 照哉氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 466＋ 41：26．6� 23．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 31，147，600円 複勝： 45，078，000円 枠連： 19，372，000円
馬連： 68，814，400円 馬単： 35，755，400円 ワイド： 40，160，800円
3連複： 90，134，800円 3連単： 127，747，300円 計： 458，210，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 240円 � 160円 � 320円 枠 連（2－7） 1，090円

馬 連 �� 1，320円 馬 単 �� 2，900円

ワ イ ド �� 550円 �� 1，690円 �� 990円

3 連 複 ��� 6，850円 3 連 単 ��� 36，230円

票 数

単勝票数 計 311476 的中 � 33833（4番人気）
複勝票数 計 450780 的中 � 45516（4番人気）� 89994（1番人気）� 30573（6番人気）
枠連票数 計 193720 的中 （2－7） 13697（4番人気）
馬連票数 計 688144 的中 �� 40123（3番人気）
馬単票数 計 357554 的中 �� 9216（8番人気）
ワイド票数 計 401608 的中 �� 19714（3番人気）�� 5855（20番人気）�� 10322（10番人気）
3連複票数 計 901348 的中 ��� 9861（20番人気）
3連単票数 計1277473 的中 ��� 2556（107番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．7―36．0―48．3―1：00．3―1：12．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ライオンズバイツ �
�
父 Lion Heart �

�
母父 Lure デビュー 2013．3．10 阪神10着

2010．2．11生 牡5鹿 母 Matsue 母母 Kooyonga 15戦3勝 賞金 28，520，000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。

07032 3月7日 雨 稍重 （27阪神1）第3日 第8競走 ��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

89 ナムララオウ 牡5栗 57 D．バルジュー 奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 500－ 81：52．4 17．5�
（伊）

77 ハッピーメモリーズ 牡4芦 57 国分 優作石瀬 浩三氏 大根田裕之 新冠 競優牧場 478± 01：53．14 19．7�
66 メイショウシシマル 牡4鹿 57 太宰 啓介松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 村下 明博 490＋ 61：53．52� 10．4�
22 エアーウェーブ 牡5鹿 57

54 ▲加藤 祥太小林竜太郎氏 梅田 智之 平取 船越 伸也 532＋14 〃 クビ 136．2�
55 アダムズアップル 牡4鹿 57

55 △岩崎 翼吉田 照哉氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 520＋ 41：53．92� 14．5�
44 タガノハヤテ 牡4栗 57 岩田 康誠八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 岡牧場 486－101：54．1� 1．6�
11 スカイライン 牡4青鹿57 川田 将雅窪田 康志氏 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 486＋161：55．27 6．0	
88 シャトーウインド 牡5黒鹿57 川須 栄彦円城 幸男氏 松下 武士 日高 宝寄山 忠則 470＋ 21：55．3� 5．9

33 イ ク ラ ト ロ 牡4鹿 57 中谷 雄太 �キャピタル・システム 矢作 芳人 日高 目黒牧場 436＋141：55．4� 48．1�

（9頭）

売 得 金
単勝： 36，718，100円 複勝： 67，286，500円 枠連： 16，730，600円
馬連： 62，407，900円 馬単： 48，670，700円 ワイド： 35，884，800円
3連複： 75，105，100円 3連単： 198，627，600円 計： 541，431，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，750円 複 勝 � 510円 � 470円 � 430円 枠 連（7－8） 2，330円

馬 連 �� 7，130円 馬 単 �� 17，120円

ワ イ ド �� 1，450円 �� 1，400円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 14，680円 3 連 単 ��� 121，110円

票 数

単勝票数 計 367181 的中 � 16704（6番人気）
複勝票数 計 672865 的中 � 34446（7番人気）� 38097（6番人気）� 42133（4番人気）
枠連票数 計 167306 的中 （7－8） 5564（8番人気）
馬連票数 計 624079 的中 �� 6778（19番人気）
馬単票数 計 486707 的中 �� 2132（43番人気）
ワイド票数 計 358848 的中 �� 6326（18番人気）�� 6574（17番人気）�� 8498（15番人気）
3連複票数 計 751051 的中 ��� 3835（37番人気）
3連単票数 計1986276 的中 ��� 1189（242番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―13．3―13．3―12．8―12．4―12．2―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．5―36．8―50．1―1：02．9―1：15．3―1：27．5―1：39．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ナムララオウ 
�
父 ストーミングホーム 

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2013．1．14 京都8着

2010．5．5生 牡5栗 母 ナムラシゲコ 母母 ケイジヨイナー 24戦2勝 賞金 25，790，000円
［他本会外：2戦1勝］

※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。

追 加 記 事（第 1回阪神競馬第 2日第 8競走）
〔その他〕　　ワンダーバイファル号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕　　ワンダーバイファル号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成

27年 4月1日まで出走できない。



07033 3月7日 雨 稍重 （27阪神1）第3日 第9競走 ��
��2，000�

せ ん り や ま

千 里 山 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，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

58 シ ホ ウ 牡4鹿 57 浜中 俊�協和牧場 笹田 和秀 新冠 協和牧場 508± 02：03．7 4．7�
23 カラフルブラッサム 牝5鹿 55 武 豊吉田 勝己氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 486＋ 22：03．8� 7．9�
47 ハドソンヤード 牡4黒鹿57 松若 風馬 �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 464－ 42：04．11	 27．5�
22 メイショウブシン 牡5鹿 57 太宰 啓介松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 472＋122：04．41	 170．9�
11 ヤマニンプードレ 牝5芦 55 岩崎 翼土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 476＋142：04．5� 32．6�
712 サトノレオパード 
6鹿 57 M．デムーロ里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 508－ 4 〃 クビ 12．3	
814 モンドシャルナ 牡4鹿 57 藤岡 康太山本 英俊氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 448± 02：04．6� 16．8

815 ヒロノプリンス 牡5鹿 57 小崎 綾也山口多賀司氏 村山 明 日高 オリオンファーム 472－ 82：05．23� 40．6�
46 ポセイドンバローズ 牡5栗 57 D．バルジュー 猪熊 広次氏 武田 博 新冠 新冠橋本牧場 B480＋ 8 〃 アタマ 39．5�

（伊）

610 アドマイヤツヨシ 牡5鹿 57 岩田 康誠近藤 利一氏 松田 博資 新冠 新冠橋本牧場 466＋ 42：05．3� 16．7
34 カレンバッドボーイ 牡5鹿 57 小牧 太鈴木 隆司氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 490＋ 4 〃 アタマ 11．7�
35 � アウォーディー 牡5鹿 57 幸 英明前田 幸治氏 松永 幹夫 米 North Hills

Management B500－ 82：05．51� 3．5�
611� メイショウテッサイ 牡7鹿 57 藤岡 佑介松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 富田牧場 496－ 42：05．6	 104．2�
713 リラヴァティ 牝4黒鹿55 A．シュタルケ �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 464＋182：05．7� 4．8�

（独）

59 ナインテイルズ 牡4栗 57 川島 信二岡田 牧雄氏 中村 均 浦河 山田牧場 478－ 22：05．91� 66．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 46，661，000円 複勝： 76，695，500円 枠連： 36，232，900円
馬連： 128，370，900円 馬単： 54，608，100円 ワイド： 63，837，400円
3連複： 164，353，000円 3連単： 213，661，100円 計： 784，419，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 200円 � 240円 � 740円 枠 連（2－5） 1，890円

馬 連 �� 1，670円 馬 単 �� 2，920円

ワ イ ド �� 640円 �� 2，280円 �� 3，040円

3 連 複 ��� 17，210円 3 連 単 ��� 67，340円

票 数

単勝票数 計 466610 的中 � 77899（2番人気）
複勝票数 計 766955 的中 � 119194（2番人気）� 85613（4番人気）� 21533（11番人気）
枠連票数 計 362329 的中 （2－5） 14856（8番人気）
馬連票数 計1283709 的中 �� 59412（4番人気）
馬単票数 計 546081 的中 �� 14016（7番人気）
ワイド票数 計 638374 的中 �� 27493（4番人気）�� 7001（30番人気）�� 5207（39番人気）
3連複票数 計1643530 的中 ��� 7161（64番人気）
3連単票数 計2136611 的中 ��� 2300（220番人気）

ハロンタイム 12．8―11．9―13．2―13．1―12．4―12．1―11．9―11．8―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．7―37．9―51．0―1：03．4―1：15．5―1：27．4―1：39．2―1：51．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シ ホ ウ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Danehill デビュー 2013．11．10 京都7着

2011．2．22生 牡4鹿 母 ゴ コ ウ 母母 Moment of Truth 9戦3勝 賞金 34，196，000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。

07034 3月7日 雨 稍重 （27阪神1）第3日 第10競走 ��
��1，600�

む こ が わ

武庫川ステークス
発走15時00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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000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
1：32．0
1：30．7

良
良

611 テイエムタイホー 牡6栗 57 松田 大作竹園 正繼氏 鈴木 孝志 日高 若林 武雄 496＋ 21：36．3 23．8�
12 サトノアラジン 牡4鹿 57 池添 謙一里見 治氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 534＋121：36．62 4．1�
11 ウインプリメーラ 牝5黒鹿55 松山 弘平�ウイン 大久保龍志 新冠 ビッグレッドファーム 448－ 2 〃 ハナ 14．3�
23 マンボネフュー 牡5青 57 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 国枝 栄 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482－161：36．7� 6．8�
59 エイシンペペラッツ 牡4栗 57 武 豊�栄進堂 田所 秀孝 浦河 栄進牧場 472± 01：37．33� 16．4�
713 ラ デ ィ ウ ス 牡4鹿 57 岩田 康誠名古屋友豊� 高野 友和 新冠 オリエント牧場 460＋ 61：37．4	 59．2	
510 ピークトラム 牡4黒鹿57 D．バルジュー 吉田 照哉氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 494－ 21：37．5� 59．4


（伊）

48 ミヤジタイガ 牡5鹿 57 和田 竜二曽我 司氏 岩元 市三 日高 白井牧場 512－ 21：37．6クビ 18．0�
36 ファントムライト 牡6黒鹿57 川田 将雅 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 494± 0 〃 ハナ 13．0
816 シルクドリーマー 牡6鹿 57 A．シュタルケ �シルクレーシング 音無 秀孝 浦河 笠松牧場 484－ 8 〃 クビ 77．7�

（独）

24 オースミナイン 牡5鹿 57 福永 祐一�オースミ 松永 昌博 様似 猿倉牧場 480＋ 21：37．7クビ 3．9�
35 キミノナハセンター 牡4鹿 57 四位 洋文山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 472－ 4 〃 クビ 14．2�
47 タガノエトワール 牝4鹿 55 藤岡 康太八木 良司氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456＋101：37．9	 7．8�
815 アイウォントユー 牡8栗 57 幸 英明薪浦 亨氏 西村 真幸 新ひだか 木下牧場 474－ 61：38．21	 313．3�
612 マ カ ハ 牡6鹿 57 浜中 俊広尾レース� 小崎 憲 大樹 大樹ファーム B472＋ 61：38．3� 17．5�
714
 イエスイットイズ 牡6鹿 57 国分 恭介薪浦 亨氏 西村 真幸 安平 吉田 三郎 522－141：40．0大差 256．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 61，334，300円 複勝： 102，642，800円 枠連： 48，633，100円
馬連： 186，072，600円 馬単： 78，075，100円 ワイド： 91，937，700円
3連複： 239，384，200円 3連単： 323，239，800円 計： 1，131，319，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，380円 複 勝 � 660円 � 230円 � 540円 枠 連（1－6） 1，940円

馬 連 �� 5，380円 馬 単 �� 14，330円

ワ イ ド �� 1，590円 �� 3，610円 �� 980円

3 連 複 ��� 21，300円 3 連 単 ��� 135，300円

票 数

単勝票数 計 613343 的中 � 20555（11番人気）
複勝票数 計1026428 的中 � 36763（11番人気）� 141178（2番人気）� 46469（10番人気）
枠連票数 計 486331 的中 （1－6） 19346（10番人気）
馬連票数 計1860726 的中 �� 26766（21番人気）
馬単票数 計 780751 的中 �� 4084（54番人気）
ワイド票数 計 919377 的中 �� 14874（18番人気）�� 6375（49番人気）�� 24797（8番人気）
3連複票数 計2393842 的中 ��� 8428（80番人気）
3連単票数 計3232398 的中 ��� 1732（484番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―12．2―12．5―12．2―11．9―11．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．0―36．2―48．7―1：00．9―1：12．8―1：24．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テイエムタイホー �
�
父 ニューイングランド �

�
母父 Lord At War デビュー 2011．7．2 京都4着

2009．4．29生 牡6栗 母 マンダリンママ 母母 Stani River 34戦5勝 賞金 117，289，000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。



07035 3月7日 雨 重 （27阪神1）第3日 第11競走 ��
��1，600�第22回チューリップ賞（ＧⅢ）

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

賞 品
本 賞 34，000，000円 14，000，000円 8，500，000円 5，100，000円 3，400，000円
付 加 賞 602，000円 172，000円 86，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．0
1：30．7

良
良

714 ココロノアイ 牝3鹿 54 横山 典弘�酒井牧場 尾関 知人 浦河 酒井牧場 460＋101：37．7 8．2�
11 アンドリエッテ 牝3鹿 54 川田 将雅永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 436＋101：37．91� 15．2�
815 レッツゴードンキ 牝3栗 54 岩田 康誠廣崎 利洋氏 梅田 智之 平取 清水牧場 468＋ 21：38．0� 3．8�
612 ロ カ 牝3鹿 54 M．デムーロ吉田 勝己氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 490－ 21：38．32 6．1�
24 アスカビレン 牝3鹿 54 秋山真一郎神田 紘爾氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 458－ 21：38．51� 103．7�
47 コンテッサトゥーレ 牝3鹿 54 北村 友一 �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム 446－ 21：38．6クビ 6．9	
816 ウインアキレア 牝3鹿 54 D．バルジュー 
ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 448－ 2 〃 クビ 257．1�

（伊）

36 ティーエスクライ 牝3芦 54 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 446－ 81：38．81 42．3�
59 タッチングスピーチ 牝3鹿 54 福永 祐一 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 450± 0 〃 アタマ 30．9
48 ウインソワレ 牝3鹿 54 松山 弘平
ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 454± 01：38．9� 117．2�
23 ク ル ミ ナ ル 牝3鹿 54 池添 謙一 �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 486－ 81：39．0	 3．7�
35 マイティティー 牝3鹿 54 太宰 啓介五影 慶則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 444－ 4 〃 クビ 289．3�
12 レッドカーラ 牝3黒鹿54 川須 栄彦 
東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 422－ 21：39．21� 99．9�
817 ブ チ コ 牝3白 54 武 豊金子真人ホール

ディングス
 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 470－ 21：39．41� 9．0�
510 ノーブルリーズン 牝3黒鹿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 430－101：39．82	 69．6�
611 オ デ ッ タ 牝3黒鹿54 A．シュタルケ 近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 456－ 41：40．65 159．6�

（独）

713 オリエンタルダンス 牝3黒鹿54 藤岡 康太 �シルクレーシング 佐々木晶三 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 430－ 61：46．6大差 192．1�

（17頭）

売 得 金
単勝： 178，884，600円 複勝： 251，493，200円 枠連： 98，209，700円
馬連： 545，173，200円 馬単： 238，568，700円 ワイド： 219，879，800円
3連複： 748，225，800円 3連単： 1，261，924，900円 計： 3，542，359，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 220円 � 310円 � 150円 枠 連（1－7） 4，530円

馬 連 �� 5，780円 馬 単 �� 11，040円

ワ イ ド �� 1，530円 �� 380円 �� 760円

3 連 複 ��� 4，020円 3 連 単 ��� 30，600円

票 数

単勝票数 計1788846 的中 � 174383（5番人気）
複勝票数 計2514932 的中 � 276449（4番人気）� 168117（7番人気）� 561090（1番人気）
枠連票数 計 982097 的中 （1－7） 16779（19番人気）
馬連票数 計5451732 的中 �� 73096（21番人気）
馬単票数 計2385687 的中 �� 16194（39番人気）
ワイド票数 計2198798 的中 �� 34197（19番人気）�� 160289（2番人気）�� 72988（7番人気）
3連複票数 計7482258 的中 ��� 139319（11番人気）
3連単票数 計12619249 的中 ��� 29898（94番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．7―35．9―48．5―1：01．4―1：13．6―1：25．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．2―3F36．3
3 ・（15，17）8（13，11，16）5（7，14）6（2，12）3（1，10）4，9 4 ・（15，17，11，16）8（13，7，14）5（3，6，10）（2，12）1（9，4）

勝馬の
紹 介

ココロノアイ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 デ イ ン ヒ ル デビュー 2014．7．19 福島2着

2012．4．28生 牝3鹿 母 ビューティソング 母母 マックスジョリー 5戦3勝 賞金 87，221，000円
〔発走状況〕 マイティティー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりココロノアイ号・アンドリエッテ号・レッツゴードンキ号は，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。

07036 3月7日 雨 重 （27阪神1）第3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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

35 テイエムダイパワー 牡5栗 57 古川 吉洋竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 多田 善弘 486± 01：50．4 4．7�
712 エアカミュゼ 牡4黒鹿57 武 豊 �ラッキーフィールド池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 500－ 81：51．14 2．3�
611 キングブレイク 牡6栗 57 藤岡 康太宮田 守氏 崎山 博樹 浦河 バンブー牧場 514－101：51．2� 6．5�
22 カ ト ラ ス 	5芦 57

55 △岩崎 翼村上 稔氏 大橋 勇樹 小清水 千島北斗牧場 466＋ 1 〃 ハナ 58．9�
814 ファイヤーロック 牡4黒鹿57 M．デムーロ 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 482－ 61：51．94 10．6�
59 ジャマイカジョー 牡7黒鹿57 太宰 啓介薪浦 英稔氏 西村 真幸 新ひだか 秋田育成牧場 468－ 21：52．0� 115．3	
815 サンライズワールド 	5栗 57 浜中 俊松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 436－ 21：52．1� 6．4

713 パフュームボム 牝4鹿 55 川田 将雅飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 460－101：52．63 30．1�
46 
 ジャストヴィークル 牡4鹿 57 松田 大作大塚 亮一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 520＋10 〃 クビ 16．2�
58 キングスバーン 牡6鹿 57 A．シュタルケ 林 正道氏 大久保龍志 浦河 酒井牧場 B506－101：52．7� 40．5

（独）

11 マンハッタンコード 牡6鹿 57 D．バルジュー 林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 502＋ 41：52．8クビ 160．7�
（伊）

34 ツルマルスピリット 牡8青鹿57 小牧 太鶴田 鈴子氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 522＋161：53．11� 34．9�
47 タイセイジーニアス 牡7黒鹿 57

54 ▲義 英真田中 成奉氏 宮本 博 新ひだか カントリー牧場 474± 01：53．42 131．8�
23 オウケンゴールド 牡4栃栗 57

56 ☆松若 風馬福井 明氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 B486－ 81：53．61 61．1�
（14頭）

610 メイショウウタゲ 牡4栗 57 小林 徹弥松本 好雄氏 安達 昭夫 新冠 隆栄牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 55，359，900円 複勝： 73，486，300円 枠連： 40，788，200円
馬連： 192，019，000円 馬単： 72，939，500円 ワイド： 69，909，500円
3連複： 185，103，800円 3連単： 314，306，300円 計： 1，003，912，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 170円 � 120円 � 160円 枠 連（3－7） 600円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，370円

ワ イ ド �� 310円 �� 700円 �� 310円

3 連 複 ��� 1，400円 3 連 単 ��� 6，590円

票 数

単勝票数 計 553599 的中 � 93272（2番人気）
複勝票数 計 734863 的中 � 98600（4番人気）� 195222（1番人気）� 101038（3番人気）
枠連票数 計 407882 的中 （3－7） 52576（2番人気）
馬連票数 計1920190 的中 �� 219956（3番人気）
馬単票数 計 729395 的中 �� 39763（4番人気）
ワイド票数 計 699095 的中 �� 61502（2番人気）�� 22762（7番人気）�� 59457（3番人気）
3連複票数 計1851038 的中 ��� 99121（2番人気）
3連単票数 計3143063 的中 ��� 34555（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．8―36．6―48．9―1：01．2―1：13．5―1：25．8―1：37．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

テイエムダイパワー �
�
父 アドマイヤジャパン �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2012．10．27 京都1着

2010．5．16生 牡5栗 母 フミノオリヒメ 母母 リ フ ァ ン 18戦4勝 賞金 90，503，000円
〔出走取消〕 メイショウウタゲ号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
〔制裁〕 ファイヤーロック号の騎手M．デムーロは，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※出走取消馬 イッツガナハプン号（疾病〔左後肢フレグモーネ〕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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 エクセルフラッグ号・カレンマタドール号・スズカルパン号・セフティーエムアイ号
※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。



（27阪神1）第3日 3月7日（土曜日） 曇後雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良後稍重後重
稍重後重

競走回数 12回 出走頭数 171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

243，840，000円
2，080，000円
6，460，000円
1，830，000円
22，200，000円
68，841，000円
5，549，800円
1，641，600円

勝馬投票券売得金
558，040，200円
912，868，200円
344，541，700円
1，485，672，000円
721，426，700円
697，854，500円
1，918，505，100円
3，097，414，000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 9，736，322，400円

総入場人員 16，235名 （有料入場人員 15，223名）
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