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07049 3月14日 曇 稍重 （27阪神1）第5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

815 ヴ ァ ロ ー ア 牝3鹿 54 藤田 伸二�ターフ・スポート牧浦 充徳 浦河 谷川牧場 458± 01：13．1 37．3�
714 シゲルゴホウサイ 牝3鹿 54 幸 英明森中 蕃氏 柴田 政見 新冠 中央牧場 404－ 21：13．2� 14．7�
11 プリュクベル 牝3鹿 54 藤岡 康太加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478－ 61：13．41� 44．7�
48 ショウナンサアーダ 牝3黒鹿54 武 豊国本 哲秀氏 吉村 圭司 浦河 大北牧場 490＋ 21：13．5� 2．0�
612 ソ ラ ー ナ 牝3鹿 54 A．シュタルケ 水上ふじ子氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 424± 01：13．81� 17．9�

（独）

59 ゴールデンレコード 牝3青鹿54 池添 謙一吉田 照哉氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 476 ― 〃 アタマ 32．5	
713 ド リ ス 牝3鹿 54 酒井 学杉澤 光雄氏 石橋 守 浦河 浦河小林牧場 464＋ 41：13．9� 4．1

611 ダ ン シ ン グ 牝3栗 54 秋山真一郎副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 大西ファーム 498± 01：14．0� 25．6�
35 メイショウヒルガオ 牝3鹿 54 武 幸四郎松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 450± 01：14．1� 52．1�
47 エネルリリー 牝3鹿 54

52 △岩崎 翼鈴木 康弘氏 牧田 和弥 新ひだか 武 牧場 478＋101：14．63 91．4
816 ゼットスウィート 牝3鹿 54 和田 竜二�フォーレスト 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 476＋141：14．7� 8．0�
12 サザンソレイユ 牝3栗 54 岡田 祥嗣鈴木 康弘氏 服部 利之 新ひだか 武 牧場 456 ―1：14．8クビ 59．7�
36 ウインドマックス 牝3鹿 54 太宰 啓介福原 正博氏 高橋 亮 平取 川向高橋育

成牧場 454 ― 〃 ハナ 117．8�
23 バトルハイスポット 牝3鹿 54

51 ▲三津谷隼人宮川 秋信氏 本田 優 新冠 樋渡 志尚 434＋ 21：15．43� 264．5�
510 マーベラスカフェ 牝3黒鹿 54

51 ▲義 英真笹原 貞生氏 柴田 政見 新ひだか 酒井 亨 414－ 61：15．61� 408．7�
24 トラストニーケー 牝3鹿 54 福永 祐一菅波 雅巳氏 池江 泰寿 新冠 松浦牧場 480－ 61：16．02� 10．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 14，816，700円 複勝： 25，881，000円 枠連： 10，821，900円
馬連： 36，116，000円 馬単： 20，086，500円 ワイド： 21，311，600円
3連複： 51，900，800円 3連単： 69，338，600円 計： 250，273，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，730円 複 勝 � 1，380円 � 330円 � 1，670円 枠 連（7－8） 1，100円

馬 連 �� 20，500円 馬 単 �� 45，370円

ワ イ ド �� 5，400円 �� 38，260円 �� 9，790円

3 連 複 ��� 598，850円 3 連 単 ��� 4，570，040円

票 数

単勝票数 計 148167 的中 � 3174（9番人気）
複勝票数 計 258810 的中 � 4640（10番人気）� 23985（3番人気）� 3790（11番人気）
枠連票数 計 108219 的中 （7－8） 7612（4番人気）
馬連票数 計 361160 的中 �� 1365（37番人気）
馬単票数 計 200865 的中 �� 332（80番人気）
ワイド票数 計 213116 的中 �� 1025（38番人気）�� 143（96番人気）�� 562（51番人気）
3連複票数 計 519008 的中 ��� 65（337番人気）
3連単票数 計 693386 的中 ��� 11（2199番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―12．1―12．1―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．8―35．9―48．0―1：00．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴ ァ ロ ー ア �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 Tobougg デビュー 2015．2．15 東京6着

2012．3．28生 牝3鹿 母 ボーントゥブーギー 母母 Braissim 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 バトルハイスポット号の騎手三津谷隼人は，最後の直線コースでの御法について戒告。
※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 ラブミーフウジン号
※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。

07050 3月14日 曇 稍重 （27阪神1）第5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

78 タイキオールブルー 牡3青鹿 56
54 △岩崎 翼�大樹ファーム 西園 正都 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム 440－ 21：53．8 8．4�
811 ブレーヴマン 牡3鹿 56 国分 優作栗山 良子氏 羽月 友彦 平取 北島牧場 B442± 0 〃 クビ 3．2�
79 ゴーントレット 牡3黒鹿56 武 豊寺田 寿男氏 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 490＋ 61：54．54 1．9�
22 カ ペ ナ 牡3芦 56 小牧 太金子真人ホール

ディングス� 村山 明 千歳 社台ファーム 532± 01：55．24 10．0�
66 ワールドカップ 牡3黒鹿56 佐久間寛志小島 將之氏 柴田 光陽 浦河 大北牧場 458± 01：55．41� 264．5	
11 タイガーボス 牡3鹿 56 幸 英明伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 456± 01：55．5� 16．0

55 ルナマジック 牡3鹿 56 福永 祐一ニットー商事� 田中 章博 新冠 カミイスタット 480＋ 81：56．03 12．6�
810 メイショウユメハチ 牡3青鹿56 秋山真一郎松本 好雄氏 武田 博 浦河 本巣 敦 502－101：56．21 25．3�
67 フェイバーシチー 牡3鹿 56 太宰 啓介 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 飛野牧場 498＋ 8 〃 クビ 49．2
33 ゼットマーヴェル 牡3栗 56 藤岡 康太�フォーレスト 宮 徹 新ひだか グランド牧場 522－ 41：57．79 246．3�
44 ソ チ 牡3鹿 56 熊沢 重文石川 幸司氏 日吉 正和 新ひだか 大滝 康晴 438－ 21：59．29 391．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 21，460，100円 複勝： 30，629，900円 枠連： 10，188，900円
馬連： 43，993，400円 馬単： 27，394，900円 ワイド： 21，376，100円
3連複： 50，792，200円 3連単： 91，139，500円 計： 296，975，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 160円 � 120円 � 110円 枠 連（7－8） 240円

馬 連 �� 1，920円 馬 単 �� 4，710円

ワ イ ド �� 440円 �� 390円 �� 160円

3 連 複 ��� 1，010円 3 連 単 ��� 12，230円

票 数

単勝票数 計 214601 的中 � 20410（3番人気）
複勝票数 計 306299 的中 � 33048（4番人気）� 67839（2番人気）� 94403（1番人気）
枠連票数 計 101889 的中 （7－8） 32510（1番人気）
馬連票数 計 439934 的中 �� 17706（8番人気）
馬単票数 計 273949 的中 �� 4354（18番人気）
ワイド票数 計 213761 的中 �� 10329（7番人気）�� 12147（5番人気）�� 43664（1番人気）
3連複票数 計 507922 的中 ��� 37602（3番人気）
3連単票数 計 911395 的中 ��� 5400（40番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．9―38．7―51．5―1：04．2―1：16．8―1：29．3―1：41．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タイキオールブルー �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー 2014．11．9 東京2着

2012．4．27生 牡3青鹿 母 リープリッヒ 母母 ファーストブリーズ 4戦1勝 賞金 8，550，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ソチ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年4月14日まで平地競走に出走

できない。

第１回 阪神競馬 第５日

追 加 記 事（第 1回阪神競馬第 4日第 12 競走）
〔その他〕　　デオヴォレンテ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕　　デオヴォレンテ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成 27

年 4月8日まで出走できない。



07051 3月14日 曇 稍重 （27阪神1）第5日 第3競走 ��
��1，400�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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

816 グランシュクレ 牝3芦 54
51 ▲加藤 祥太間宮 秀直氏 庄野 靖志 新冠 芳住 鉄兵 452± 01：25．3 2．9�

23 ペプチドアルマ 牡3黒鹿56 浜中 俊沼川 一彦氏 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 460－ 4 〃 アタマ 3．9�
714 メイショウサンゾウ 牡3鹿 56 武 幸四郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 三嶋牧場 526＋ 21：25．4クビ 11．3�
12 ノースウッド 牡3鹿 56 幸 英明 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 510 ―1：26．03� 13．3�
47 タガノロブロイ 牡3鹿 56 小牧 太八木 良司氏 笹田 和秀 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 506＋121：26．63� 21．8�
815 シゲルタウエマツリ 牡3芦 56 酒井 学森中 蕃氏 柴田 政見 新冠 中央牧場 494± 01：26．92 338．7�
713 ショウナンラージャ 牡3青鹿56 池添 謙一国本 哲秀氏 須貝 尚介 日高 中原牧場 430－ 4 〃 ハナ 4．2	
612 メイショウアライソ 牡3黒鹿56 武 豊松本 好雄氏 湯窪 幸雄 様似 中脇 一幸 490－ 61：27．0� 20．7

59 ナムラジョフレ 牡3黒鹿56 藤岡 康太奈村 信重氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 428＋ 81：27．1� 68．9�
36 ケンブリッジデイズ 牝3栗 54

51 ▲三津谷隼人中西 宏彰氏 本田 優 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 428－ 21：27．31	 30．4�

35 イチバンクジ 
3栗 56 小林 徹弥蛭川 年明氏 安達 昭夫 むかわ 真壁 信一 432－141：27．72� 438．6
48 シ ー ク ロ ム 牡3青鹿 56

53 ▲義 英真大久保和夫氏 田中 章博 新冠 村上牧場 444＋ 21：27．8� 100．5�
510 メイケイヘリオス 牡3黒鹿56 藤田 伸二名古屋競馬� 清水 久詞 新ひだか 山本 昇寿 522＋ 21：27．9� 14．1�
611 ロープアドープ 牡3青鹿56 田中 健 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 奥村 豊 浦河 日進牧場 474－10 〃 ハナ 111．0�
24 キタサンサイモン 牝3黒鹿 54

52 △岩崎 翼�大野商事 河内 洋 日高 ヤナガワ牧場 440＋ 41：28．22 293．0�
11 ティーエスナイン 牡3栗 56 太宰 啓介田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 440－ 61：31．7大差 59．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，141，700円 複勝： 32，527，200円 枠連： 14，195，000円
馬連： 50，297，300円 馬単： 26，702，200円 ワイド： 26，840，400円
3連複： 65，491，200円 3連単： 79，298，700円 計： 322，493，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 160円 � 140円 � 270円 枠 連（2－8） 490円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 930円

ワ イ ド �� 280円 �� 970円 �� 820円

3 連 複 ��� 3，060円 3 連 単 ��� 11，110円

票 数

単勝票数 計 271417 的中 � 74436（1番人気）
複勝票数 計 325272 的中 � 57319（3番人気）� 69929（1番人気）� 24033（4番人気）
枠連票数 計 141950 的中 （2－8） 22279（2番人気）
馬連票数 計 502973 的中 �� 78670（1番人気）
馬単票数 計 267022 的中 �� 21491（1番人気）
ワイド票数 計 268404 的中 �� 28201（1番人気）�� 6514（12番人気）�� 7767（6番人気）
3連複票数 計 654912 的中 ��� 16043（7番人気）
3連単票数 計 792987 的中 ��� 5174（13番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―11．8―12．3―12．4―12．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．4―35．2―47．5―59．9―1：12．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．1―3F37．8
3 ・（10，13，14）（2，16，3）（5，9，15）－（6，8，11，12）1（4，7） 4 ・（10，13，14）（2，16，3）－15－（5，9，12）11（8，7）（6，1）－4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

グランシュクレ �
�
父 サムライハート �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2015．1．24 京都2着

2012．3．20生 牝3芦 母 ゴッドビラブドミー 母母 ゴッドインチーフ 3戦1勝 賞金 7，400，000円
〔発走状況〕 メイショウサンゾウ号は，枠入り不良。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ティーエスナイン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年4月14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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 コスモプランニング号

07052 3月14日 曇 稍重 （27阪神1）第5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）
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

24 ネオヴァシュラン 牝3黒鹿54 武 豊小林 仁幸氏 須貝 尚介 日高 下河辺牧場 506 ―1：54．4 2．3�
11 デンコウシュク 牡3青 56 池添 謙一田中 康弘氏 庄野 靖志 様似 中脇 一幸 436 ― 〃 クビ 26．6�
713 カフジエンパイア 牡3鹿 56 幸 英明加藤 守氏 湯窪 幸雄 新ひだか 前田牧場 514 ―1：55．25 19．8�
59 スズカセルリアン 牝3鹿 54 太宰 啓介永井 啓弍氏 坪 憲章 浦河 辻 牧場 454 ―1：55．62� 17．7�
47 メイショウクニツグ 牡3栗 56 武 幸四郎松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 452 ―1：55．81� 51．9�
12 ムンドゥース 牡3青鹿56 荻野 琢真馬場 祥晃氏 今野 貞一 平取 高橋 啓 552 ―1：56．01� 155．3�
611 アウゲンパワー 牡3鹿 56 国分 優作槙 清孝氏 大根田裕之 浦河 高岸 順一 498 ―1：57．06 168．1	
714 グランアトス 牡3栗 56 藤岡 康太岡田 牧雄氏 宮 徹 新冠 小泉 学 508 ―1：57．1クビ 4．6

48 ワンダーヴィグルー 牝3鹿 54

52 △岩崎 翼山本 信行氏 吉村 圭司 浦河 村下農場 482 ―1：57．2� 15．9�
35 メイショウエボウシ 牡3鹿 56 岡田 祥嗣松本 好雄氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 512 ―1：57．3	 95．1�
23 マコトセニシエンタ 牝3鹿 54 藤田 伸二ディアマント 松田 国英 新冠 新冠橋本牧場 472 ―1：57．83 10．7�
816 マルイチウラノス 牡3栗 56 福永 祐一小林 茂行氏 湯窪 幸雄 日高 長谷川牧場 498 ―1：57．9	 5．1�
510 リ チ ャ ー ド 牡3鹿 56

53 ▲義 英真林 進氏 大根田裕之 新冠 協和牧場 508 ―2：00．3大差 63．1�
815 ジュリエッタ 牝3鹿 54 古川 吉洋中辻 明氏 大久保龍志 浦河 川越ファーム 446 ―2：00．4	 21．9�
612 カネトシルメルシェ 牝3栗 54 森 一馬兼松 利男氏 田中 章博 新ひだか 武 牧場 426 ―2：02．3大差 140．7�

（15頭）
36 エンパイアブルー 牝3鹿 54 浜中 俊広尾レース 藤原 英昭 新ひだか 木村 秀則 462 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 15，513，900円 複勝： 19，719，500円 枠連： 12，973，800円
馬連： 21，079，400円 馬単： 13，347，300円 ワイド： 13，035，000円
3連複： 20，453，400円 3連単： 27，185，300円 計： 143，307，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 500円 � 410円 枠 連（1－2） 3，300円

馬 連 �� 2，240円 馬 単 �� 3，220円

ワ イ ド �� 1，190円 �� 1，350円 �� 5，240円

3 連 複 ��� 15，540円 3 連 単 ��� 37，320円

票 数

単勝票数 差引計 155139（返還計 42815） 的中 � 53577（1番人気）
複勝票数 差引計 197195（返還計 37539） 的中 � 65057（1番人気）� 7267（9番人気）� 9260（7番人気）
枠連票数 差引計 129738（返還計 525） 的中 （1－2） 3041（11番人気）
馬連票数 差引計 210794（返還計144378） 的中 �� 7268（6番人気）
馬単票数 差引計 133473（返還計 89978） 的中 �� 3102（11番人気）
ワイド票数 差引計 130350（返還計 79344） 的中 �� 2865（12番人気）�� 2511（14番人気）�� 622（42番人気）
3連複票数 差引計 204534（返還計253163） 的中 ��� 987（43番人気）
3連単票数 差引計 271853（返還計372637） 的中 ��� 528（108番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―12．8―12．4―13．0―12．8―12．8―12．8―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．2―37．0―49．4―1：02．4―1：15．2―1：28．0―1：40．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F39．2
1
3
4－8（1，14）－（7，16）3，9，13，15（2，11）5－12－10
4－（1，8）14（7，16）－13，3，9，2，5－（15，11）＝12－10

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

勝馬の
紹 介

ネオヴァシュラン �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2012．3．29生 牝3黒鹿 母 ピサノキャニオン 母母 オーパスワン 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔競走除外〕 エンパイアブルー号は，発走地点で他の馬に蹴られ，疾病〔右後肢挫創〕を発症したため競走除外。発走時刻7分遅

延。
〔制裁〕 ムンドゥース号の騎手荻野琢真は，3コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：5番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カネトシルメルシェ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年4月14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17頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）17頭 エイシンハリケーン号・ガールズルール号・ギャラクシーツアー号・キヨマサ号・サトノゼウス号・

サンライズリゾート号・ジェイエルフリート号・スズカファイン号・ゼットジョイ号・ダノンプレジデント号・
タマモミルフィーユ号・テイエムジンソク号・ノークライ号・ハイエストシルバー号・メイショウソウソウ号・
ラフィングクラブ号・ランドギャラクシー号



07053 3月14日 曇 稍重 （27阪神1）第5日 第5競走 ��
��1，800�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
1：44．5
1：43．9

良
良

24 ナ ム ラ ア ン 牝3黒鹿54 A．シュタルケ 奈村 睦弘氏 福島 信晴 様似 猿倉牧場 458－ 41：49．3 5．2�
（独）

48 ウェスタールンド 牡3栗 56 浜中 俊 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 472＋ 41：49．62 2．7�
23 ワイドグローリー 牡3鹿 56 池添 謙一幅田 昌伸氏 池添 兼雄 新冠 石田牧場 470－ 61：50．23� 29．0�
11 レパードクリフ 牡3鹿 56 福永 祐一吉田 和子氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 474－10 〃 クビ 4．8�
12 トウカイトレジャー 牡3栗 56 藤岡 康太内村 正則氏 野中 賢二 登別 青藍牧場 506－ 21：50．3� 16．0�
35 ウインベントゥーラ 牡3鹿 56 和田 竜二	ウイン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 446－ 41：50．4� 7．9

510 ワーキングプライド 牝3鹿 54 武 豊 �社台レースホース岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494＋ 2 〃 クビ 5．6�
815 タガノヴェリテ 牡3鹿 56 古川 吉洋八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 466＋ 21：50．93 36．0�
816 トラベリックス 牝3鹿 54 幸 英明八木 昌司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 434－ 61：51．32� 178．1
611 ロ ン ギ ヌ ス 牡3黒鹿56 国分 優作冨沢 敦子氏 崎山 博樹 新ひだか 高橋 義浩 420－ 41：51．72� 299．4�
714 アムールサンライズ 牝3芦 54

52 △岩崎 翼松岡 隆雄氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 430＋ 41：52．01� 122．9�
47 ディファースト 牡3鹿 56 酒井 学大八木信行氏 松田 博資 新ひだか 水上 習孝 502＋ 61：52．53 30．9�
36 ルトルヴェール 牝3栗 54

51 ▲義 英真 �サンデーレーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 458－ 41：52．6� 148．7�
713 クロスザボーダー 牡3栗 56 川島 信二松田 整二氏 森田 直行 浦河 大北牧場 422－12 〃 ハナ 341．4�
59 ハ ー ツ キ ー 牝3黒鹿54 藤田 伸二橋元 勇氣氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 472－ 41：52．81	 268．0�
612 ノアズアーク 牝3栗 54 武 幸四郎早野 誠氏 松永 幹夫 洞
湖 レイクヴィラファーム 432＋ 6 〃 アタマ 126．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，966，600円 複勝： 43，231，500円 枠連： 13，130，600円
馬連： 52，160，700円 馬単： 28，707，500円 ワイド： 28，458，400円
3連複： 68，536，400円 3連単： 97，037，000円 計： 356，228，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 160円 � 120円 � 440円 枠 連（2－4） 550円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，510円

ワ イ ド �� 300円 �� 1，300円 �� 920円

3 連 複 ��� 3，510円 3 連 単 ��� 15，060円

票 数

単勝票数 計 249666 的中 � 37729（3番人気）
複勝票数 計 432315 的中 � 71308（2番人気）� 125113（1番人気）� 15902（7番人気）
枠連票数 計 131306 的中 （2－4） 18430（1番人気）
馬連票数 計 521607 的中 �� 58728（2番人気）
馬単票数 計 287075 的中 �� 14218（3番人気）
ワイド票数 計 284584 的中 �� 27875（1番人気）�� 5135（16番人気）�� 7423（12番人気）
3連複票数 計 685364 的中 ��� 14642（10番人気）
3連単票数 計 970370 的中 ��� 4670（42番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―11．6―12．4―12．8―12．8―12．4―11．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―35．5―47．9―1：00．7―1：13．5―1：25．9―1：37．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．6―3F35．8
3 6，7，1（5，13）4（12，14）（3，8）（2，10，15）－9－11－16 4 ・（6，7）（1，5）（4，13，14）（3，12，8，15）（2，10）－（11，9）16

勝馬の
紹 介

ナ ム ラ ア ン �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．1．18 京都3着

2012．5．14生 牝3黒鹿 母 アイリッシュピース 母母 アイリッシュダンス 4戦1勝 賞金 8，550，000円
※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 ゼンノアヴィット号・マサノボーラー号
※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。

07054 3月14日 曇 稍重 （27阪神1）第5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

11 ダンツキャッチ �4鹿 57 和田 竜二山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 522± 01：51．6 8．9�
33 イスカンダル 牡5鹿 57 浜中 俊前田 葉子氏 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 488－ 61：51．81	 1．6�
44 ダイナミックウオー 牡5黒鹿57 福永 祐一小川 勲氏 目野 哲也 浦河 駿河牧場 524－ 41：51．9クビ 5．9�
55 クラウンシュバルツ 牡5栗 57 太宰 啓介�クラウン 大根田裕之 青森 一山育成牧場 480－ 21：53．39 43．9�
77 ナムライットウセイ 牡5黒鹿57 A．シュタルケ 奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 478± 01：53．62 19．2�

（独）

66 ニホンピロバロン 牡5栗 57 秋山真一郎小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 484＋ 41：53．7	 24．9	
89 ミッキーボクサー 牡4黒鹿57 幸 英明三木 久史氏 中尾 秀正 青森 ワールドファーム 430＋ 2 〃 アタマ 34．0

78 ニジノハヤテ 牡5黒鹿57 小坂 忠士三宅 勝俊氏 奥村 豊 新ひだか 三石ファーム 472－101：54．23 78．4�
810 インテグラード 牡4青鹿57 藤田 伸二�リーヴァ 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 474－ 21：54．62	 5．4
22 ヴァルティカル 牡5鹿 57 古川 吉洋 �社台レースホース飯田 雄三 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B456＋101：54．92 67．7�
（10頭）

売 得 金
単勝： 25，046，600円 複勝： 43，663，500円 枠連： 10，449，000円
馬連： 45，119，900円 馬単： 32，117，900円 ワイド： 25，894，800円
3連複： 54，500，100円 3連単： 117，577，600円 計： 354，369，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 170円 � 110円 � 140円 枠 連（1－3） 640円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 2，380円

ワ イ ド �� 240円 �� 540円 �� 200円

3 連 複 ��� 1，150円 3 連 単 ��� 10，800円

票 数

単勝票数 計 250466 的中 � 22501（4番人気）
複勝票数 計 436635 的中 � 32269（4番人気）� 239554（1番人気）� 45769（3番人気）
枠連票数 計 104490 的中 （1－3） 12502（3番人気）
馬連票数 計 451199 的中 �� 48810（3番人気）
馬単票数 計 321179 的中 �� 10102（8番人気）
ワイド票数 計 258948 的中 �� 28045（3番人気）�� 10125（8番人気）�� 38340（2番人気）
3連複票数 計 545001 的中 ��� 35375（3番人気）
3連単票数 計1175776 的中 ��� 7890（35番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．0―37．4―49．8―1：02．0―1：14．4―1：26．6―1：38．6

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダンツキャッチ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 タバスコキャット デビュー 2013．9．28 阪神1着

2011．4．11生 �4鹿 母 ウェルカムキャット 母母 グレイスフルホーク 20戦2勝 賞金 20，400，000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。



07055 3月14日 曇 稍重 （27阪神1）第5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）

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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

33 レッドセイリング 牝5鹿 55 浜中 俊 �東京ホースレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 504＋ 61：25．0 19．8�
68 ヒデノヒロイン 牝4芦 55 幸 英明大石 秀夫氏 佐藤 正雄 浦河 グラストレーニ

ングセンター 434－ 41：25．42� 14．4�
813 サウンドアドバイス 牝5栗 55 武 豊加藤 守氏 松元 茂樹 新ひだか タイヘイ牧場 456± 01：25．5� 2．6�
812� レディカリビアン 牝4芦 55 国分 優作山内 邦一氏 安達 昭夫 新冠 森永 聡 446－ 21：25．81� 17．3�
711 ボストンビリーヴ 牝5栗 55

52 ▲義 英真ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 474＋ 21：25．9� 7．1�
69 テーオーレイチェル 牝5芦 55 秋山真一郎小笹 公也氏 岡田 稲男 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B444＋ 8 〃 ハナ 6．2	
57 アリエスムーン 牝4青鹿 55

52 ▲加藤 祥太橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 442± 0 〃 ハナ 3．8

22 ディオレサンス 牝4栗 55 和田 竜二�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 458＋ 41：26．11� 77．6�
710� ウイングパラダイス 牝4鹿 55

52 ▲三津谷隼人池田 實氏 目野 哲也 新ひだか フジワラフアーム 460＋ 41：26．2� 86．0�
45 オベーション 牝4鹿 55 福永 祐一岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 新ひだか 坂本牧場 448＋ 4 〃 クビ 11．0
11 ヒ ラ リ ア ス 牝4鹿 55 太宰 啓介岡田 牧雄氏 飯田 雄三 新ひだか 本桐牧場 452－ 41：26．41	 149．3�
44 シュバインハーベン 牝4栗 55

53 △岩崎 翼長井 純一氏 沖 芳夫 新ひだか 谷岡牧場 416± 01：27．25 401．6�
56 ポイントキセキ 牝5栗 55 酒井 学合同会社小林英一

ホールディングス 岩戸 孝樹 日高 出口牧場 508＋ 21：27．3� 133．5�
（13頭）

売 得 金
単勝： 22，594，300円 複勝： 31，127，600円 枠連： 13，117，200円
馬連： 55，484，900円 馬単： 29，273，400円 ワイド： 27，706，200円
3連複： 68，355，000円 3連単： 100，815，100円 計： 348，473，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，980円 複 勝 � 450円 � 260円 � 140円 枠 連（3－6） 4，230円

馬 連 �� 12，470円 馬 単 �� 25，170円

ワ イ ド �� 2，620円 �� 1，060円 �� 720円

3 連 複 ��� 8，930円 3 連 単 ��� 105，010円

票 数

単勝票数 計 225943 的中 � 9106（8番人気）
複勝票数 計 311276 的中 � 13982（8番人気）� 28169（5番人気）� 75052（1番人気）
枠連票数 計 131172 的中 （3－6） 2400（14番人気）
馬連票数 計 554849 的中 �� 3448（28番人気）
馬単票数 計 292734 的中 �� 872（60番人気）
ワイド票数 計 277062 的中 �� 2608（28番人気）�� 6765（15番人気）�� 10281（8番人気）
3連複票数 計 683550 的中 ��� 5736（36番人気）
3連単票数 計1008151 的中 ��� 696（293番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―12．2―12．5―12．3―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．7―35．9―48．4―1：00．7―1：12．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．1―3F36．6
3 3（7，13）（8，9）10，5（6，12）（4，2）11，1 4 3，13，9（8，7，10）（5，12）（4，2）11（1，6）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

レッドセイリング �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Grindstone デビュー 2013．3．17 阪神1着

2010．3．1生 牝5鹿 母 チャールストンハーバー 母母 Penny’s Valentine 8戦2勝 賞金 13，500，000円

07056 3月14日 晴 稍重 （27阪神1）第5日 第8競走 ��3，900�第17回阪神スプリングジャンプ（Ｊ・ＧⅡ）
発走13時50分 （ 芝 ）
4歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�
減，J・GⅠ競走1着馬2�増，J・GⅡ競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 40，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，000，000円 4，000，000円
付 加 賞 497，000円 142，000円 71，000円 � コースレコード4：19．8良

812 サンレイデューク 牡7鹿 61 難波 剛健永井 啓弍氏 高橋 義忠 新ひだか 岡野牧場 454－ 84：22．8 7．9�
33 サンライズロイヤル 牡6鹿 60 植野 貴也松岡 隆雄氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 548＋ 2 〃 ハナ 12．7�
68 ソ ン ブ レ ロ 牡5鹿 60 高田 潤谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 472－ 64：23．01 8．6�
711 アップトゥデイト 牡5芦 60 林 満明今西 和雄氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 526＋ 44：23．42� 3．3�
69 ダノンゴールド 牡6黒鹿60 五十嵐雄祐�ダノックス 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B534－ 44：24．03� 6．5�
11 メイショウヨウドウ �7黒鹿60 西谷 誠松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 484－ 24：24．1クビ 31．2	
44 � マ サ ラ イ ト 牡11鹿 60 白浜 雄造丸井サカミ氏 浜田多実雄 三石 本桐牧場 510＋ 84：24．63 21．3

45 ティリアンパープル 牝5鹿 58 金子 光希飯田 正剛氏 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 468± 04：26．9大差 144．1�
56 テーオーゼウス 牡7黒鹿60 佐久間寛志小笹 公也氏 日吉 正和 むかわ 上水牧場 506－ 64：27．32� 183．8�
22 タマモプラネット 牡5芦 60 小坂 忠士タマモ� 南井 克巳 新ひだか 前田牧場 488－ 44：27．93� 3．5
710 ケイアイドウソジン 牡9鹿 61 江田 勇亮亀田 和弘氏 田村 康仁 新冠 村田牧場 500± 04：34．3大差 23．1�
57 ティアップワイルド 牡9栗 60 熊沢 重文田中 昇氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 528－124：37．0大差 21．4�
813 ラガートモヒーロ 牡6黒鹿60 北沢 伸也奥村 啓二氏 柴田 政見 浦河 山春牧場 470－ 4 （競走中止） 49．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 30，678，400円 複勝： 42，779，500円 枠連： 20，583，800円
馬連： 75，763，500円 馬単： 38，186，900円 ワイド： 36，661，000円
3連複： 110，140，200円 3連単： 156，526，200円 計： 511，319，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 230円 � 320円 � 250円 枠 連（3－8） 3，580円

馬 連 �� 4，510円 馬 単 �� 8，140円

ワ イ ド �� 1，460円 �� 970円 �� 880円

3 連 複 ��� 9，310円 3 連 単 ��� 57，370円

票 数

単勝票数 計 306784 的中 � 30940（4番人気）
複勝票数 計 427795 的中 � 50546（4番人気）� 32411（6番人気）� 45279（5番人気）
枠連票数 計 205838 的中 （3－8） 4448（13番人気）
馬連票数 計 757635 的中 �� 13005（16番人気）
馬単票数 計 381869 的中 �� 3517（31番人気）
ワイド票数 計 366610 的中 �� 6344（16番人気）�� 9786（12番人気）�� 10847（11番人気）
3連複票数 計1101402 的中 ��� 8870（32番人気）
3連単票数 計1565262 的中 ��� 1978（194番人気）
上り 1マイル 1：49．2 4F 53．3－3F 39．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンレイデューク �
�
父 デュランダル �

�
母父 Cozzene デビュー 2010．12．25 阪神10着

2008．3．24生 牡7鹿 母 サンレイククイン 母母 レイクワース 障害：19戦5勝 賞金 147，701，000円
〔競走中止〕 ラガートモヒーロ号は，3周目4号障害〔いけ垣〕着地時に騎手がバランスをくずし落馬したため競走中止。
〔制裁〕 サンライズロイヤル号の騎手植野貴也は，決勝線手前での御法（騎乗ぶり）について平成27年3月21日から平成27年3月

22日まで騎乗停止。
※出走取消馬 エリタージュ号（疾病〔右後肢フレグモーネ〕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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 カウウェラ号
（非抽選馬） 1頭 テイエムオペラドン号



07057 3月14日 晴 稍重 （27阪神1）第5日 第9競走 ��
��2，400�ゆ き や な ぎ 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 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．2
2：22．1

良
良

44 アルバートドック 牡3鹿 56 藤岡 康太�G1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 478＋ 22：31．1 3．2�

22 クリプトグラム 牡3栗 56 福永 祐一 �キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 456－ 22：31．2� 7．4�
66 サトノラーゼン 牡3鹿 56 和田 竜二里見 治氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 452± 02：31．41� 3．3�
55 エトランドル 牡3鹿 56 浜中 俊 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 528＋ 62：31．5クビ 4．6�
11 ドリームチェイサー 牡3栗 56 武 豊三田 昌宏氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 460－ 42：31．81� 7．5	
33 トーセンアーネスト 牡3鹿 56 酒井 学島川 
哉氏 中川 公成 日高 有限会社 エ

スティファーム 504－ 82：32．43	 59．8�
77 ブロウユアマインド 牡3鹿 56 A．シュタルケ �シルクレーシング 吉田 直弘 平取 坂東牧場 448－ 42：32．72 7．5�

（独）

88 テイエムフタエマル 牝3鹿 54 岡田 祥嗣竹園 正繼氏 岩元 市三 日高 アイズスタッド株式会社 490＋162：35．9大差 103．7
（8頭）

売 得 金
単勝： 33，189，400円 複勝： 41，672，500円 枠連： 発売なし
馬連： 77，853，600円 馬単： 42，933，500円 ワイド： 28，348，900円
3連複： 76，920，500円 3連単： 191，315，600円 計： 492，234，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 120円 � 160円 � 130円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，450円 馬 単 �� 2，190円

ワ イ ド �� 430円 �� 200円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，060円 3 連 単 ��� 6，500円

票 数

単勝票数 計 331894 的中 � 82759（1番人気）
複勝票数 計 416725 的中 � 98470（1番人気）� 52763（5番人気）� 89074（2番人気）
馬連票数 計 778536 的中 �� 41425（8番人気）
馬単票数 計 429335 的中 �� 14644（9番人気）
ワイド票数 計 283489 的中 �� 14992（7番人気）�� 41926（1番人気）�� 18774（5番人気）
3連複票数 計 769205 的中 ��� 54286（3番人気）
3連単票数 計1913156 的中 ��� 21337（18番人気）

ハロンタイム 13．2―12．3―13．7―13．4―12．7―12．5―12．8―12．4―12．4―12．0―11．3―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．2―25．5―39．2―52．6―1：05．3―1：17．8―1：30．6―1：43．0―1：55．4―2：07．4―2：18．7

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
3，8（2，4）6（1，7）5・（3，8）（2，6）（4，7）1，5

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

勝馬の
紹 介

アルバートドック �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Unusual Heat デビュー 2014．9．21 阪神6着

2012．1．21生 牡3鹿 母 ゴールデンドックエー 母母 Penpont 5戦2勝 賞金 21，146，000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。

07058 3月14日 晴 良 （27阪神1）第5日 第10競走 ��
��1，400�うずしおステークス

発走15時00分 （芝・右）
牝，4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，55�

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 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．9
1：19．0

良
良

48 コナブリュワーズ 牝5黒鹿55 武 豊 �サンデーレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 482＋121：22．0 4．8�
816 フロアクラフト 牝5黒鹿55 A．シュタルケ �キャロットファーム 西園 正都 安平 ノーザンファーム 512＋ 2 〃 クビ 6．0�

（独）

36 トーセンソレイユ 牝5鹿 55 秋山真一郎島川 �哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 442± 01：22．21� 5．0�
24 サ マ ー ル ナ 牝6鹿 55 古川 吉洋セゾンレースホース� 木原 一良 新冠 松本 信行 464＋ 2 〃 アタマ 9．9	
47 ゴールデンムーン 牝6栗 55 福永 祐一�G1レーシング 須貝 尚介 厚真 大川牧場 B482＋ 4 〃 アタマ 44．4

12 ローガンサファイア 牝5鹿 55 藤岡 康太 �キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 450－ 4 〃 アタマ 7．4�
35 フェブノヘア 牝4栗 55 太宰 啓介釘田 義広氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 454＋ 81：22．4	 153．1�
510 プリンセスジャック 牝5栗 55 幸 英明�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 484－ 41：22．5� 30．7
611 ボンジュールココロ 牝5鹿 55 和田 竜二田中善次郎氏 天間 昭一 新冠 平山牧場 476－ 81：22．6クビ 40．3�
713 ウキヨノカゼ 牝5黒鹿55 竹之下智昭國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 ファニーフレンズファーム 484± 01：22．81
 26．0�
815 グランデアモーレ 牝5芦 55 酒井 学 �キャロットファーム 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472＋ 4 〃 ハナ 39．1�
11 タガノミューチャン 牝5鹿 55 武 幸四郎八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 522＋ 4 〃 クビ 21．1�
23 エイシンオルドス 牝4栗 55 岩崎 翼�栄進堂 坂口 正則 浦河 梅田牧場 B498＋ 21：23．01 45．5�
59 モズハツコイ 牝4芦 55 池添 謙一 �キャピタル・システム 牧田 和弥 浦河 上山牧場 472＋121：23．42� 10．8�
612 レ ム ミ ラ ス 牝4鹿 55 小牧 太�ダイリン 高橋 義忠 浦河 谷川牧場 450＋ 41：24．03� 44．9�
714 エアジェルブロワ 牝6黒鹿55 浜中 俊 �ラッキーフィールド笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 484＋ 41：24．1	 9．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，624，800円 複勝： 66，322，200円 枠連： 33，300，000円
馬連： 133，547，000円 馬単： 57，252，000円 ワイド： 61，610，000円
3連複： 175，920，400円 3連単： 238，319，300円 計： 806，895，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 180円 � 180円 � 160円 枠 連（4－8） 900円

馬 連 �� 1，520円 馬 単 �� 2，530円

ワ イ ド �� 670円 �� 510円 �� 650円

3 連 複 ��� 2，400円 3 連 単 ��� 11，080円

票 数

単勝票数 計 406248 的中 � 67481（1番人気）
複勝票数 計 663222 的中 � 92424（2番人気）� 90178（3番人気）� 114379（1番人気）
枠連票数 計 333000 的中 （4－8） 28628（1番人気）
馬連票数 計1335470 的中 �� 67787（2番人気）
馬単票数 計 572520 的中 �� 16936（2番人気）
ワイド票数 計 616100 的中 �� 23288（3番人気）�� 31701（1番人気）�� 24190（2番人気）
3連複票数 計1759204 的中 ��� 54778（1番人気）
3連単票数 計2383193 的中 ��� 15581（2番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―11．2―11．8―11．7―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．0―34．2―46．0―57．7―1：09．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コナブリュワーズ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2012．6．16 函館2着

2010．3．22生 牝5黒鹿 母 アンブロワーズ 母母 フサイチミニヨン 15戦4勝 賞金 60，682，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 フロアクラフト号の騎手A．シュタルケは，向正面で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番・13番・12番）
〔その他〕 エアジェルブロワ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 エアジェルブロワ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成27年4月14日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 デンファレ号・ビリオネア号
※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。



07059 3月14日 晴 良 （27阪神1）第5日 第11競走 ��
��2，000�

に が わ

仁川ステークス
発走15時35分 （ダート・右）
4歳以上；負担重量は，日本馬：56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過
額1，200万円毎1�増，�：56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�
増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 21，000，000円 8，400，000円 5，300，000円 3，200，000円 2，100，000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
2：01．0
2：01．0

不良
不良

22 マルカプレジオ 牡7栃栗57 福永 祐一日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 498－ 62：03．7 1．8�
89 ドコフクカゼ 牡5黒鹿56 竹之下智昭國分 純氏 友道 康夫 日高 ファニーフレンズファーム 526－ 8 〃 クビ 4．4�
44 マイネルバイカ 牡6鹿 57 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西村 真幸 新ひだか 乾 皆雄 492－ 82：04．02 6．4�
11 ヴァンヌーヴォー 牡6鹿 56 池添 謙一 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 B518＋162：04．42	 56．6�
55 メイショウイチオシ 牡4黒鹿56 武 幸四郎松本 好雄氏 庄野 靖志 新冠 八木 常郎 538－ 42：04．61
 6．5�
33 タガノゴールド 牡4栗 56 A．シュタルケ 八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 472－ 62：04．7� 9．8	
（独）

77 ナリタポセイドン 牡6鹿 56 幸 英明�オースミ 南井 克巳 千歳 社台ファーム 492＋ 62：04．8クビ 22．3

78 キングヒーロー 牡6黒鹿56 小牧 太伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 小松 隆弘 504＋ 82：05．01	 58．8�
66 クラシカルノヴァ 牡7黒鹿56 国分 優作岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 登別 青藍牧場 478＋ 22：05．21
 192．8�
810 トップカミング �9黒鹿56 川島 信二コオロ 萱野 浩二 浦河 木戸口牧場 454－142：05．3	 162．6�

（10頭）

売 得 金
単勝： 56，062，700円 複勝： 79，964，400円 枠連： 29，604，000円
馬連： 167，726，100円 馬単： 101，504，100円 ワイド： 62，424，600円
3連複： 199，935，000円 3連単： 507，600，300円 計： 1，204，821，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 130円 � 140円 枠 連（2－8） 470円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 670円

ワ イ ド �� 190円 �� 180円 �� 380円

3 連 複 ��� 700円 3 連 単 ��� 2，090円

票 数

単勝票数 計 560627 的中 � 236339（1番人気）
複勝票数 計 799644 的中 � 417445（1番人気）� 96386（2番人気）� 85520（3番人気）
枠連票数 計 296040 的中 （2－8） 48099（1番人気）
馬連票数 計1677261 的中 �� 278209（1番人気）
馬単票数 計1015041 的中 �� 113206（1番人気）
ワイド票数 計 624246 的中 �� 89040（2番人気）�� 94799（1番人気）�� 33905（5番人気）
3連複票数 計1999350 的中 ��� 211315（1番人気）
3連単票数 計5076003 的中 ��� 175887（2番人気）

ハロンタイム 12．9―12．0―11．9―13．2―12．9―12．7―12．2―11．8―11．5―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．9―36．8―50．0―1：02．9―1：15．6―1：27．8―1：39．6―1：51．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F35．9
1
3
4，5，8，9，6（1，2）（3，7）－10
4，5（8，9）6，2（1，7）3，10

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マルカプレジオ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2011．2．12 京都2着

2008．4．20生 牡7栃栗 母 バトルエンプレス 母母 レディータイクーン 21戦7勝 賞金 130，453，000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。

07060 3月14日 晴 良 （27阪神1）第5日 第12競走 ��
��1，400�サラブレッド系4歳以上

発走16時10分 （芝・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
1：19．9
1：19．0

良
良

33 ラインハート 牝4鹿 55 福永 祐一 P.S．スライ氏 須貝 尚介 平取 坂東牧場 B464＋141：22．2 7．5�
22 � ウエスタンムサシ 牡6芦 57 小牧 太西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 522－ 41：22．41	 42．1�
11 タガノスカイ 牝4鹿 55 浜中 俊八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 462－ 41：22．5クビ 4．9�
34 メイショウライナー 牡5鹿 57 藤岡 康太松本 好�氏 高橋 義忠 浦河 小島牧場 476－ 41：22．6
 4．5�
57 サチノクイーン 牝4鹿 55 国分 優作佐藤 勝士氏 服部 利之 浦河トラストスリーファーム B474＋ 21：22．7� 10．2�
711� ホッコーアムール 牝5青 55 秋山真一郎矢部 道晃氏 飯田 祐史 日高 川端 正博 446－ 2 〃 アタマ 14．3	
58 ラーストチカ 牝5黒鹿55 幸 英明岡田 牧雄氏 宮 徹 浦河 村下農場 448－ 21：22．91	 11．2

813 ラインロバート 牡6青鹿57 古川 吉洋大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 464－ 61：23．0クビ 187．4�
610 ゼンノコリオリ 牡5鹿 57 武 幸四郎大迫久美子氏 高橋 亮 浦河 中村 雅明 478＋ 4 〃 クビ 64．3�
814 ト シ ザ キ ミ 牝4鹿 55

52 ▲義 英真上村 利幸氏 �島 一歩 浦河 浦河小林牧場 462－101：23．1クビ 17．8
69 ビットスターダム 牡7芦 57 太宰 啓介馬場 祥晃氏 大根田裕之 日高 合資会社カ

ネツ牧場 464± 0 〃 ハナ 59．3�
46 スピリットレイク 牝5鹿 55 酒井 学 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 500± 0 〃 クビ 22．0�
712 ナムラマサシゲ 牡4栗 57 A．シュタルケ 奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 502± 01：23．52
 4．2�

（独）

45 マイネノンノ 牝5栗 55 和田 竜二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 梅田 智之 千歳 社台ファーム 434－ 81：23．6� 24．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 36，416，900円 複勝： 55，773，300円 枠連： 33，338，800円
馬連： 141，182，000円 馬単： 51，663，000円 ワイド： 53，821，700円
3連複： 152，954，600円 3連単： 228，685，600円 計： 753，835，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 280円 � 690円 � 180円 枠 連（2－3） 6，700円

馬 連 �� 15，950円 馬 単 �� 24，610円

ワ イ ド �� 3，030円 �� 660円 �� 2，540円

3 連 複 ��� 18，130円 3 連 単 ��� 142，800円

票 数

単勝票数 計 364169 的中 � 38601（4番人気）
複勝票数 計 557733 的中 � 50308（4番人気）� 17125（11番人気）� 97784（1番人気）
枠連票数 計 333388 的中 （2－3） 3852（22番人気）
馬連票数 計1411820 的中 �� 7295（46番人気）
馬単票数 計 516630 的中 �� 1574（88番人気）
ワイド票数 計 538217 的中 �� 4428（40番人気）�� 22254（4番人気）�� 5307（37番人気）
3連複票数 計1529546 的中 ��� 6325（69番人気）
3連単票数 計2286856 的中 ��� 1161（496番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラインハート �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2013．6．30 中京3着

2011．1．23生 牝4鹿 母 チ ェ ル カ 母母 ウエスタンワールド 12戦3勝 賞金 33，648，000円
※ラインロバート号は，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。



（27阪神1）第5日 3月14日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 158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

267，670，000円
9，180，000円
1，860，000円
24，570，000円
62，242，000円
5，140，400円
1，516，800円

勝馬投票券売得金
348，512，100円
513，292，100円
201，703，000円
900，323，800円
469，169，200円
407，488，700円
1，095，899，800円
1，904，838，800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 5，841，227，500円

総入場人員 11，695名 （有料入場人員 10，913名）
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