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07061 3月15日 曇 良 （27阪神1）第6日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時00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
1：48．5
1：47．8

重
重

34 デンタルキューティ 牝3青 54
51 ▲加藤 祥太安田 光則氏 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 446＋101：55．3 58．1�

11 ナリタノヘア 牝3鹿 54 M．デムーロ�オースミ 松下 武士 新ひだか 岡田牧場 412－ 81：55．51 12．1�
45 ミヤジレリゴー 牝3鹿 54 和田 竜二曽我 司氏 岩元 市三 浦河 村中牧場 528－ 21：55．71� 2．6�
57 スマートノエル 牝3鹿 54 武 豊大川 徹氏 吉田 直弘 平取 坂東牧場 460＋ 21：55．8� 1．8�
610 パープルオンリー 牝3黒鹿54 国分 優作中野 銀十氏 福島 信晴 新ひだか 竹内 良一 B428－ 61：56．54 23．1�
46 デ ィ ア デ ム 牝3黒鹿54 松山 弘平小林竜太郎氏 鈴木 孝志 千歳 社台ファーム 464－ 21：57．03 23．0	
22 アルテミスアロー 牝3鹿 54 菱田 裕二 
キャロットファーム 中竹 和也 安平 追分ファーム 500＋ 61：57．21� 196．9�
712 トウカイヒロイン 牝3黒鹿54 北村 友一内村 正則氏 松元 茂樹 平取 二風谷ファーム 466＋ 21：57．41� 11．3�
33 シゲルユキマツリ 牝3鹿 54 太宰 啓介森中 蕃氏 沖 芳夫 新ひだか 出羽牧場 432＋ 41：58．03� 213．0
814 ナ ム ラ ピ ピ 牝3黒鹿54 酒井 学奈村 信重氏 浜田多実雄 様似 林 時春 458－ 2 〃 ハナ 107．4�
69 エンジェルウィスパ 牝3黒鹿 54

52 △岩崎 翼阿部 雅英氏 佐々木晶三 浦河 中村 雅明 442＋ 21：58．1クビ 85．7�
58 テイエムトナカイ 牝3栗 54 幸 英明竹園 正繼氏 日吉 正和 日高 日高テイエム

牧場株式会社 450± 0 〃 クビ 113．6�
711 マヤジョワイユ 牝3鹿 54

51 ▲三津谷隼人
まの 大橋 勇樹 浦河 市川フアーム 444＋ 41：59．69 403．6�
813 クィーンアルビレオ 牝3鹿 54 �島 良太髙野 葉子氏 高野 友和 新冠 中央牧場 420± 01：59．81� 255．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 21，593，000円 複勝： 79，209，200円 枠連： 11，289，400円
馬連： 49，355，900円 馬単： 37，389，000円 ワイド： 25，892，500円
3連複： 66，990，600円 3連単： 130，174，400円 計： 421，894，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，810円 複 勝 � 2，610円 � 650円 � 290円 枠 連（1－3） 16，720円

馬 連 �� 20，590円 馬 単 �� 55，520円

ワ イ ド �� 2，440円 �� 2，120円 �� 620円

3 連 複 ��� 20，660円 3 連 単 ��� 325，430円

票 数

単勝票数 計 215930 的中 � 2970（7番人気）
複勝票数 計 792092 的中 � 7055（8番人気）� 30969（3番人気）� 83749（2番人気）
枠連票数 計 112894 的中 （1－3） 523（20番人気）
馬連票数 計 493559 的中 �� 1857（26番人気）
馬単票数 計 373890 的中 �� 505（53番人気）
ワイド票数 計 258925 的中 �� 2643（20番人気）�� 3053（18番人気）�� 11364（6番人気）
3連複票数 計 669906 的中 ��� 2431（40番人気）
3連単票数 計1301744 的中 ��� 290（359番人気）

ハロンタイム 13．0―11．7―13．9―13．0―13．1―13．0―12．5―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．7―38．6―51．6―1：04．7―1：17．7―1：30．2―1：42．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

デンタルキューティ �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 Vicar デビュー 2014．11．9 京都12着

2012．3．13生 牝3青 母 トーホウフローラ 母母 Riffle 6戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔制裁〕 ナリタノヘア号の騎手M．デムーロは，4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：9番）

07062 3月15日 曇 良 （27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30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

59 ノースメイジャイ 牝3鹿 54 M．デムーロ吉澤 克己氏 森田 直行 浦河 藤春 修二 490＋ 21：13．0 1．7�
714 コパノチャールズ 牡3栗 56

53 ▲加藤 祥太小林 祥晃氏 宮 徹 新ひだか 伊藤 敏明 498－ 6 〃 クビ 3．9�
815 セイジャッカル 牡3鹿 56 幸 英明金田 成基氏 服部 利之 新ひだか 嶋田牧場 464－ 61：13．2� 5．3�
11 アサケカペラ 牡3鹿 56

54 △岩崎 翼大橋 堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 432＋ 4 〃 クビ 78．2�
612 カネトシバリアント 牡3栗 56 中谷 雄太兼松 利男氏 西村 真幸 浦河 高昭牧場 470＋ 21：14．15 103．2�
24 ダンツラッシュ 牡3鹿 56 菱田 裕二山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 三石橋本牧場 498－ 21：14．31 19．5�
35 ココロナルハ 牝3黒鹿54 太宰 啓介藤原征士郎氏 福島 信晴 浦河 大西ファーム 444± 0 〃 ハナ 9．9	
816 ストレーニア 牝3鹿 54 荻野 琢真
ノースヒルズ 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 452－ 41：14．51� 354．4�
23 レッドアナベル 牝3栗 54 北村 友一 
東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム 450＋ 41：14．71� 66．8�
36 テイエムジャック 牡3黒鹿56 �島 良太竹園 正繼氏 柴田 光陽 日高 日高テイエム

牧場株式会社 436－ 21：14．8クビ 403．1
713 アイノフシギ 牝3栗 54 岡田 祥嗣吉田 照哉氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 478－10 〃 ハナ 160．8�
611 ト ゥ ル エ ノ 牡3鹿 56 国分 優作吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム 428－ 21：15．11� 289．2�
48 スパーディクス 牡3栗 56 酒井 学吉田 修氏 坪 憲章 新ひだか タガミファーム 446 ―1：15．2クビ 121．3�
12 キクノメドウ 牝3青鹿54 岩田 康誠菊池 五郎氏 北出 成人 浦河 松田 憲一 440＋ 21：15．41� 64．9�
510 シートライアル 牡3栗 56 和田 竜二関 駿也氏 浅見 秀一 宮城 関兵牧場 B464－ 41：16．35 81．5�

（15頭）
47 サードグラッド 牡3黒鹿56 藤田 伸二吉岡 泰治氏 浜田多実雄 森 笹川大晃牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 24，944，800円 複勝： 29，957，200円 枠連： 12，043，100円
馬連： 44，920，400円 馬単： 32，663，200円 ワイド： 25，798，700円
3連複： 63，323，700円 3連単： 112，528，100円 計： 346，179，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 120円 � 120円 枠 連（5－7） 320円

馬 連 �� 330円 馬 単 �� 540円

ワ イ ド �� 170円 �� 150円 �� 260円

3 連 複 ��� 350円 3 連 単 ��� 1，030円

票 数

単勝票数 差引計 249448（返還計 37） 的中 � 113857（1番人気）
複勝票数 差引計 299572（返還計 54） 的中 � 126889（1番人気）� 43864（3番人気）� 46951（2番人気）
枠連票数 差引計 120431（返還計 0 ） 的中 （5－7） 28613（1番人気）
馬連票数 差引計 449204（返還計 350） 的中 �� 104738（1番人気）
馬単票数 差引計 326632（返還計 193） 的中 �� 44733（1番人気）
ワイド票数 差引計 257987（返還計 283） 的中 �� 38798（2番人気）�� 47491（1番人気）�� 21281（3番人気）
3連複票数 差引計 633237（返還計 1262） 的中 ��� 134478（1番人気）
3連単票数 差引計1125281（返還計 1722） 的中 ��� 78880（1番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．7―12．2―12．2―13．4

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノースメイジャイ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 サクラユタカオー デビュー 2014．11．24 京都4着

2012．3．22生 牝3鹿 母 ハルカナルタビジ 母母 ニツポーデユレン 5戦1勝 賞金 10，100，000円
〔出走取消〕 サードグラッド号は，疾病〔右後肢挫創〕のため出走取消。
※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 ガールズライン号

第１回 阪神競馬 第６日



07063 3月15日 曇 良 （27阪神1）第6日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時00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

57 サーサルヴァトーレ 牡3黒鹿56 北村 友一 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 486－ 41：54．5 1．5�
33 シゲルホウネンサイ 牡3鹿 56 M．デムーロ森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 佐々木 恵一 554± 01：54．81� 3．4�
712 アースシンフォニー 牡3鹿 56 和田 竜二�ノースヒルズ 高橋 亮 新冠 須崎牧場 B458－141：55．11� 17．5�
814 エンゲルフライト 牡3鹿 56 中谷 雄太嶋田 賢氏 矢作 芳人 日高 シンコーファーム 488－101：55．42 20．7�
22 ワールドレジェンド 牡3栗 56 岩田 康誠菅原 広隆氏 松永 昌博 新冠 佐藤 信広 480＋ 61：55．5� 9．7	
46 メイショウミツボシ 牡3鹿 56 武 幸四郎松本 好雄氏 本田 優 浦河 日の出牧場 478＋ 21：55．71� 141．0

45 ユウキエナージー 牝3黒鹿54 国分 優作ちきり組合 服部 利之 日高 日西牧場 456－ 21：55．9� 26．1�
58 ダンツホーネット 牡3芦 56 松山 弘平山元 哲二氏 池添 兼雄 小清水 千島北斗牧場 472＋ 21：56．11� 59．3�
69 パ ピ プ ペ ポ 牝3鹿 54 菱田 裕二小田切有一氏 田中 章博 浦河 木村牧場 436－ 81：56．52� 145．4
11 シンボリシャガール 牡3鹿 56 太宰 啓介シンボリ牧場 荒川 義之 日高 シンボリ牧場 458－ 4 〃 ハナ 67．8�
711 ウォーターマグレブ 牡3鹿 56 畑端 省吾山岡 良一氏 �島 一歩 浦河 畔高牧場 B518－ 61：56．71� 411．5�
34 ノ ラ ネ コ 	3栗 56 酒井 学�ヒダカファーム中竹 和也 浦河 ヒダカフアーム 454－ 61：56．8クビ 197．0�
610 ハードミルキー 牡3栗 56

53 ▲加藤 祥太津田 一男氏 西橋 豊治 日高 ナカノファーム B478＋ 61：57．33 119．3�
（13頭）

813 キクノステラ 牡3鹿 56 小牧 太菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 松田 憲一 502＋ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 22，581，400円 複勝： 41，588，900円 枠連： 12，460，300円
馬連： 34，707，200円 馬単： 22，849，000円 ワイド： 19，415，900円
3連複： 35，435，800円 3連単： 61，219，000円 計： 250，257，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 110円 � 230円 枠 連（3－5） 280円

馬 連 �� 200円 馬 単 �� 300円

ワ イ ド �� 130円 �� 380円 �� 630円

3 連 複 ��� 1，020円 3 連 単 ��� 2，420円

票 数

単勝票数 差引計 225814（返還計 36809） 的中 � 117913（1番人気）
複勝票数 差引計 415889（返還計 44939） 的中 � 255779（1番人気）� 67822（2番人気）� 13811（5番人気）
枠連票数 差引計 124603（返還計 2063） 的中 （3－5） 33860（1番人気）
馬連票数 差引計 347072（返還計144410） 的中 �� 133336（1番人気）
馬単票数 差引計 228490（返還計104238） 的中 �� 55748（1番人気）
ワイド票数 差引計 194159（返還計 86404） 的中 �� 53100（1番人気）�� 10637（5番人気）�� 5806（8番人気）
3連複票数 差引計 354358（返還計279336） 的中 ��� 26043（4番人気）
3連単票数 差引計 612190（返還計541966） 的中 ��� 18333（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．2―37．5―50．0―1：02．9―1：15．8―1：28．6―1：41．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サーサルヴァトーレ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．11．2 京都5着

2012．1．26生 牡3黒鹿 母 マリアヴァレリア 母母 ラスティックベル 5戦1勝 賞金 8，950，000円
〔競走除外〕 キクノステラ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。発馬機内で転倒し，疾病〔外傷性鼻出血〕を発症したため競走除外。発

走時刻7分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 キクノステラ号は，平成27年3月16日から平成27年4月14日まで出走停止。停止期間の満了後に

発走調教再審査。

07064 3月15日 曇 良 （27阪神1）第6日 第4競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走11時30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
1：19．9
1：19．0

良
良

714 シャンデリアハウス 牝3黒鹿54 A．シュタルケ �サンデーレーシング 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 432＋ 41：23．1 3．8�
（独）

816 マイアベーア 牡3青鹿56 M．デムーロ �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 462＋ 41：23．52� 1．6�
713 ダンツレガリア 牡3青 56 武 豊山元 哲二氏 本田 優 浦河 ガーベラパー

クスタツド 446 ―1：23．71� 16．5�
815 サウンドドゥイット 牡3鹿 56 北村 友一増田 雄一氏 吉田 直弘 浦河 三嶋牧場 444－ 4 〃 クビ 13．6�
23 フォースター 牡3栗 56 藤田 伸二中西 功氏 日吉 正和 厚真 大川牧場 458＋ 4 〃 ハナ 140．7�
36 パンプキンパイ 牝3栗 54

52 △岩崎 翼山本 茂氏 西橋 豊治 新冠 秋田牧場 408－ 41：24．44 32．8	
510 ドラゴンラヴ 牝3鹿 54 川田 将雅窪田 康志氏 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 466－ 21：24．5	 37．3

11 サンフレイム 牝3芦 54 四位 洋文 �キャロットファーム 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 488＋101：24．6	 29．2�
612 バトルボンネビル 牡3芦 56 国分 優作宮川 秋信氏 森田 直行 浦河 山田 昇史 446＋ 6 〃 アタマ 262．5�
611 デルマチハヤ 牝3栗 54 太宰 啓介浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 浦河 金成吉田牧場 442＋ 61：24．91	 193．9
24 フミノインパルス 牡3黒鹿56 福永 祐一谷 二氏 目野 哲也 日高 白瀬 盛雄 480＋181：25．0クビ 9．3�
48 トウカイララバイ 牝3鹿 54 菱田 裕二内村 正則氏 村山 明 平取 二風谷ファーム 508 ― 〃 ハナ 154．6�
59 ナ ゴ ミ 牝3鹿 54 岡田 祥嗣�イクタ 崎山 博樹 新冠 ムラカミファーム 442＋12 〃 クビ 358．8�
47 チ ト セ チ ヨ 牝3鹿 54 西村 太一小嶋 將則氏 山内 研二 浦河 小島牧場 402± 01：25．1� 233．0�
12 ウインドレイン 牝3鹿 54 松山 弘平福原 正博氏 鈴木 孝志 平取 雅 牧場 446 ―1：25．31� 252．9�
35 デストリアー 牝3鹿 54 
島 良太 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 442－ 41：25．4クビ 50．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，486，300円 複勝： 45，545，700円 枠連： 16，480，200円
馬連： 54，113，000円 馬単： 36，671，600円 ワイド： 31，335，700円
3連複： 72，371，800円 3連単： 122，668，200円 計： 407，672，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 130円 � 110円 � 290円 枠 連（7－8） 220円

馬 連 �� 270円 馬 単 �� 830円

ワ イ ド �� 170円 �� 1，030円 �� 530円

3 連 複 ��� 1，360円 3 連 単 ��� 7，290円

票 数

単勝票数 計 284863 的中 � 58788（2番人気）
複勝票数 計 455457 的中 � 62414（2番人気）� 236842（1番人気）� 17570（5番人気）
枠連票数 計 164802 的中 （7－8） 56019（1番人気）
馬連票数 計 541130 的中 �� 151334（1番人気）
馬単票数 計 366716 的中 �� 32996（2番人気）
ワイド票数 計 313357 的中 �� 63792（1番人気）�� 6210（13番人気）�� 12914（5番人気）
3連複票数 計 723718 的中 ��� 39731（3番人気）
3連単票数 計1226682 的中 ��� 12196（16番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．6―12．2―12．2―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．4―35．0―47．2―59．4―1：11．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シャンデリアハウス �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 ジヤツジアンジエルーチ デビュー 2014．11．30 京都2着

2012．4．5生 牝3黒鹿 母 カーリーエンジェル 母母 ダイナカール 4戦1勝 賞金 10，550，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時35分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 シンゼンライカー号・ニシノクラレット号
（非抽選馬） 5頭 ウイングタイガー号・クリノテンホー号・スーサンジョイ号・ヤマイチサクラ号・レディローズ号
※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。



07065 3月15日 曇 良 （27阪神1）第6日 第5競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走12時20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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

78 ショコラブラン 牡3芦 56 福永 祐一 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム 468± 01：24．9 2．1�
810 ミ ツ バ 牡3鹿 56 幸 英明�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 448＋ 21：25．11� 13．1�
66 タマモワカサマ 牡3鹿 56 岩田 康誠タマモ� 五十嵐忠男 新冠 新冠伊藤牧場 476－ 61：25．31 8．9�
44 テイケイラピッド 牝3栗 54 A．シュタルケ 兼松 忠男氏 荒川 義之 洞�湖 レイクヴィラファーム 504＋ 8 〃 クビ 24．0�

（独）

33 メイショウヒマワリ 牝3栗 54 和田 竜二松本 好	氏 荒川 義之 浦河 富田牧場 488－ 41：25．4クビ 112．8

22 コ モ ド ー 牡3青鹿56 M．デムーロ H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476± 0 〃 クビ 9．0�
67 カジノプレイヤー 牡3栗 56 松山 弘平吉田 照哉氏 本田 優 千歳 社台ファーム 468＋ 41：25．71	 13．0�
11 ナムラオウテ 牡3黒鹿56 菱田 裕二奈村 信重氏 福島 信晴 日高 ナカノファーム 448－ 21：25．91 165．6
811 メジャーガラメキ 牝3栗 54 川田 将雅髙野 哲氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 472－ 81：26．11� 5．0�
79 ヤサカナンティー 牡3鹿 56 藤田 伸二志邑 宣彦氏 浜田多実雄 むかわ 新井牧場 480± 0 〃 クビ 40．4�
55 ハトマークエース 牡3黒鹿 56

53 ▲加藤 祥太山田美喜男氏 庄野 靖志 白老 社台牧場 462± 01：26．95 7．4�
（11頭）

売 得 金
単勝： 29，492，500円 複勝： 43，765，200円 枠連： 11，939，200円
馬連： 59，411，700円 馬単： 36，814，000円 ワイド： 32，991，800円
3連複： 74，865，900円 3連単： 132，864，500円 計： 422，144，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 260円 � 210円 枠 連（7－8） 360円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 1，670円

ワ イ ド �� 480円 �� 380円 �� 1，210円

3 連 複 ��� 2，210円 3 連 単 ��� 8，690円

票 数

単勝票数 計 294925 的中 � 108837（1番人気）
複勝票数 計 437652 的中 � 162257（1番人気）� 29155（7番人気）� 39784（4番人気）
枠連票数 計 119392 的中 （7－8） 25383（1番人気）
馬連票数 計 594117 的中 �� 42415（6番人気）
馬単票数 計 368140 的中 �� 16525（7番人気）
ワイド票数 計 329918 的中 �� 18024（6番人気）�� 23897（3番人気）�� 6379（17番人気）
3連複票数 計 748659 的中 ��� 25350（9番人気）
3連単票数 計1328645 的中 ��� 11083（23番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．8―12．2―12．5―12．1―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―35．1―47．3―59．8―1：11．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショコラブラン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．11．22 京都1着

2012．3．21生 牡3芦 母 アグネスショコラ 母母 スキーパラダイス 6戦2勝 賞金 23，958，000円
〔騎手変更〕 ハトマークエース号の騎手小牧太は，検査のため加藤祥太に変更。
〔制裁〕 ヤサカナンティー号の調教師浜田多実雄は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。
※メジャーガラメキ号は，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。

07066 3月15日 曇 良 （27阪神1）第6日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走12時55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

78 � フィドゥーシア 牝3鹿 54 武 豊前田 幸治氏 松元 茂樹 米 North Hills
Co. LTD. 470－ 21：10．6 2．5�

22 アグネスユーリヤ 牡3鹿 56 岩田 康誠渡辺公美子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 470＋ 4 〃 ハナ 4．5�
55 カレンローザネーラ 牝3鹿 54 松山 弘平鈴木 隆司氏 安田 隆行 日高 高柳 隆男 462－ 41：10．81� 12．5�
33 グランジゲレイロ 牡3青鹿56 藤田 伸二 �ローレルレーシング 昆 貢 新冠 村田牧場 468－ 61：11．01� 5．3�
11 セトノビーナス 牝3鹿 54 幸 英明難波 澄子氏 鈴木 孝志 千歳 社台ファーム 436－ 41：11．1	 30．2�
67 
 タイセイスウォード 牡3芦 56 菱田 裕二田中 成奉氏 森田 直行 むかわ 上水牧場 466＋ 21：11．31� 51．0	
44 コスモピーコック 牝3鹿 54 M．デムーロ 
ビッグレッドファーム 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム 484＋101：11．62 5．7�
810 ゲンキチハヤブサ �3栗 56 和田 竜二荒井 壽明氏 川村 禎彦 日高 サンシャイン

牧場 452＋ 41：11．81 7．4�
79 タマモクラリティー 牝3鹿 54

52 △岩崎 翼タマモ� 中竹 和也 新ひだか 曾我 博 430－ 21：12．01� 238．7
66 � エ ス テ バ ン 牡3鹿 56 藤原 幹生折手 邦雄氏 後藤 正義 新ひだか 折手牧場 476－ 91：12．21� 140．8�

（笠松） （笠松）

811 キクノサージ 牝3鹿 54 北村 友一菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 惣田 英幸 442－ 41：12．41 196．3�
（11頭）

売 得 金
単勝： 28，983，400円 複勝： 34，007，000円 枠連： 11，010，400円
馬連： 57，479，100円 馬単： 37，028，400円 ワイド： 29，456，500円
3連複： 71，839，900円 3連単： 136，715，000円 計： 406，519，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 140円 � 290円 枠 連（2－7） 550円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 950円

ワ イ ド �� 260円 �� 620円 �� 790円

3 連 複 ��� 2，360円 3 連 単 ��� 7，540円

票 数

単勝票数 計 289834 的中 � 89657（1番人気）
複勝票数 計 340070 的中 � 80168（1番人気）� 67547（2番人気）� 21344（6番人気）
枠連票数 計 110104 的中 （2－7） 15512（1番人気）
馬連票数 計 574791 的中 �� 67852（2番人気）
馬単票数 計 370284 的中 �� 29231（1番人気）
ワイド票数 計 294565 的中 �� 32915（1番人気）�� 11337（8番人気）�� 8651（12番人気）
3連複票数 計 718399 的中 ��� 22800（8番人気）
3連単票数 計1367150 的中 ��� 13135（21番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―12．0―11．9―11．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．4―35．4―47．3―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�フィドゥーシア �
�
父 Medaglia d’Oro �

�
母父 Sunday Silence デビュー 2014．9．14 阪神2着

2012．2．17生 牝3鹿 母 Believe 母母 Great Christine 6戦2勝 賞金 18，100，000円
※キクノサージ号は，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，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



07067 3月15日 曇 良 （27阪神1）第6日 第7競走 ��
��2，400�サラブレッド系4歳以上

発走13時25分 （芝・右・外）
500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
2：24．2
2：22．1

良
良

77 レ オ ニ ー ズ 牡4鹿 56 福永 祐一 �社台レースホース小島 茂之 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 500－ 22：29．5 3．8�

66 ウェーブゴールド 牡4黒鹿56 菱田 裕二万波 健二氏 松田 博資 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 498＋24 〃 ハナ 6．6�
55 フォルトファーレン 牡6黒鹿57 松山 弘平 �キャロットファーム 大和田 成 安平 ノーザンファーム 454－ 22：29．71� 40．7�
89 メイショウビザン 牝4栗 54 川田 将雅松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 498＋ 22：29．8� 3．0�
78 マイネルフレスコ 牡4栗 56 岩田 康誠 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 480＋ 8 〃 クビ 6．9	
22 コーラルタワー 牡5黒鹿57 幸 英明田和 廣通氏 矢野 英一 新ひだか 鳥谷 勝彦 442－102：30．22� 6．1

11 ローザズカレッジ 牡5黒鹿57 A．シュタルケ �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 474－ 42：30．41 9．9�

（独）

33 ジ リ オ ン 牡5黒鹿57 北村 友一近藤 克麿氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B544－ 22：30．93 14．3�
44 サ チ ヒ メ 牝5青鹿 55

53 △岩崎 翼林 孝輝氏 日吉 正和 日高 鹿戸 美明 446± 02：31．21	 153．2
810
 ジンライムデザイア 牡4黒鹿56 国分 優作飯田総一郎氏 南田美知雄 日高 千葉飯田牧場 466± 02：32．9大差 277．5�

（10頭）

売 得 金
単勝： 24，560，900円 複勝： 32，061，500円 枠連： 12，100，500円
馬連： 56，256，500円 馬単： 32，271，100円 ワイド： 27，306，200円
3連複： 67，082，500円 3連単： 125，054，500円 計： 376，693，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 160円 � 280円 � 680円 枠 連（6－7） 1，210円

馬 連 �� 1，430円 馬 単 �� 2，490円

ワ イ ド �� 560円 �� 1，930円 �� 3，670円

3 連 複 ��� 15，930円 3 連 単 ��� 55，380円

票 数

単勝票数 計 245609 的中 � 51633（2番人気）
複勝票数 計 320615 的中 � 65582（2番人気）� 28281（5番人気）� 9643（8番人気）
枠連票数 計 121005 的中 （6－7） 7700（5番人気）
馬連票数 計 562565 的中 �� 30483（6番人気）
馬単票数 計 322711 的中 �� 9707（9番人気）
ワイド票数 計 273062 的中 �� 13536（6番人気）�� 3532（21番人気）�� 1827（26番人気）
3連複票数 計 670825 的中 ��� 3157（43番人気）
3連単票数 計1250545 的中 ��� 1637（179番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―12．5―12．7―12．5―12．6―12．9―13．1―12．8―12．0―11．6―12．7

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―24．1―36．6―49．3―1：01．8―1：14．4―1：27．3―1：40．4―1：53．2―2：05．2―2：16．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レ オ ニ ー ズ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Alzao デビュー 2013．11．2 東京12着

2011．1．26生 牡4鹿 母 ミスアナレオ 母母 Monkey Business 11戦2勝 賞金 20，050，000円
※レオニーズ号は，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。

07068 3月15日 曇 良 （27阪神1）第6日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時55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
1：08．8
1：08．7

重
重

712 フィールドメジャー 牝5栗 55 酒井 学地田 勝三氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 446－ 41：12．1 85．1�
815 ナガラブルボン 牡4鹿 57 四位 洋文長良レーシングクラブ 高橋 亮 浦河 グラストレーニ

ングセンター 474± 0 〃 クビ 4．9�
35 ディープミタカ 牡4栗 57 川田 将雅深見 敏男氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 468－ 41：12．31 7．0�
23 トリックデック 牡4栗 57 岩田 康誠前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 470－ 61：12．51� 4．9�
22 サンクフルネス 牡6青 57

55 △岩崎 翼小林竜太郎氏 沖 芳夫 日高 いとう牧場 476＋121：12．6クビ 53．9�
713 マ チ ル ダ 牝4栗 55 中井 裕二萩 英男氏 飯田 雄三 日高 中川 哲也 470± 0 〃 クビ 19．5�
610 エ ゴ イ ス ト 牝4鹿 55 菱田 裕二田端 修氏 加用 正 日高 タバタファーム 480－ 21：12．81 32．6	
814 ボールドジャパン 牡4鹿 57 M．デムーロ増田 陽一氏 中村 均 新冠 武田 修一 514＋ 21：13．01� 6．9

47 ウォーターショパン 牡4黒鹿57 武 豊山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 460± 0 〃 クビ 5．5�
34 ロードメビウス 牡4鹿 57 和田 竜二 �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 B500－ 41：13．1クビ 40．8
59 ピンクプリンセス 牝4芦 55 大下 智木村 久子氏 服部 利之 日高 沖田牧場 B516＋ 21：13．31� 47．6�
46 タガノビーンズ 牝4鹿 55

52 ▲加藤 祥太八木 秀之氏 西橋 豊治 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 422－ 21：13．4� 19．9�

611 タマモライト 牡4鹿 57 松山 弘平タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 450－121：13．82� 36．7�
11 メイショウカフウ 牡4鹿 57 武 幸四郎松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 470＋ 21：14．12 31．7�
58 ワイレアワヒネ 牝4栗 55 幸 英明横瀬 兼二氏 池添 兼雄 新冠 対馬 正 484－ 81：14．2� 8．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 28，664，300円 複勝： 42，373，500円 枠連： 23，222，500円
馬連： 76，142，100円 馬単： 35，218，000円 ワイド： 40，089，800円
3連複： 100，511，700円 3連単： 129，734，400円 計： 475，956，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 8，510円 複 勝 � 1，850円 � 180円 � 230円 枠 連（7－8） 1，850円

馬 連 �� 24，380円 馬 単 �� 79，550円

ワ イ ド �� 6，580円 �� 7，770円 �� 630円

3 連 複 ��� 41，920円 3 連 単 ��� 475，030円

票 数

単勝票数 計 286643 的中 � 2692（15番人気）
複勝票数 計 423735 的中 � 4432（15番人気）� 74706（1番人気）� 49441（4番人気）
枠連票数 計 232225 的中 （7－8） 9719（9番人気）
馬連票数 計 761421 的中 �� 2420（64番人気）
馬単票数 計 352180 的中 �� 332（160番人気）
ワイド票数 計 400898 的中 �� 1511（69番人気）�� 1277（74番人気）�� 17615（3番人気）
3連複票数 計1005117 的中 ��� 1798（131番人気）
3連単票数 計1297344 的中 ��� 198（1213番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―11．7―12．0―11．8―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．8―35．5―47．5―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フィールドメジャー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2012．10．28 京都1着

2010．4．10生 牝5栗 母 ギャラリートーク 母母 ヒットザスポット 20戦2勝 賞金 22，200，000円
〔発走状況〕 メイショウカフウ号は，枠内駐立不良〔坐る〕。



07069 3月15日 曇 良 （27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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 203，000円 58，000円 29，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：10．0

良
良

55 メドウラーク 牡4鹿 56 岩田 康誠吉田 勝己氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 498－ 22：15．0 3．8�
44 ヤマイチパートナー 牡5栗 57 武 豊坂本 肇氏 高橋 亮 新ひだか 猪野毛牧場 504＋ 42：15．1� 2．6�
33 エイシンハドソン 牡4鹿 56 和田 竜二�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 540＋102：15．2クビ 6．6�
11 マハロチケット 牡4鹿 56 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 池江 泰寿 日高 白井牧場 470＋ 22：15．83	 12．6�
89 サンライズタイセイ 牡5鹿 57 福永 祐一松岡 隆雄氏 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 478－ 22：16．01
 9．0�
66 ダンディーズムーン 牡4鹿 56 幸 英明田島 大史氏 中村 均 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470－ 42：16．53 5．8	
88 レッドカイザー 牡4黒鹿56 四位 洋文 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム B488－ 62：16．6� 13．4

77 キンショータイム 牡5栗 57 松山 弘平礒野日出夫氏 中村 均 厚真 阿部 栄乃進 492＋ 82：16．91� 109．7�
22 フミノスナイパー 牡4栗 56 藤田 伸二谷 二氏 本田 優 日高 春木 昭雄 494＋12 〃 アタマ 47．2�

（9頭）

売 得 金
単勝： 37，535，100円 複勝： 49，446，900円 枠連： 19，374，100円
馬連： 99，920，500円 馬単： 53，974，800円 ワイド： 43，986，100円
3連複： 113，795，400円 3連単： 238，327，500円 計： 656，360，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 140円 � 110円 � 170円 枠 連（4－5） 460円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 1，150円

ワ イ ド �� 210円 �� 380円 �� 310円

3 連 複 ��� 890円 3 連 単 ��� 4，250円

票 数

単勝票数 計 375351 的中 � 78234（2番人気）
複勝票数 計 494469 的中 � 84719（2番人気）� 143446（1番人気）� 60253（4番人気）
枠連票数 計 193741 的中 （4－5） 32277（1番人気）
馬連票数 計 999205 的中 �� 142513（1番人気）
馬単票数 計 539748 的中 �� 34981（2番人気）
ワイド票数 計 439861 的中 �� 60488（1番人気）�� 26803（5番人気）�� 34791（3番人気）
3連複票数 計1137954 的中 ��� 95152（2番人気）
3連単票数 計2383275 的中 ��� 40607（5番人気）

ハロンタイム 12．9―11．0―12．0―13．3―12．7―12．4―12．3―12．3―12．0―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．9―23．9―35．9―49．2―1：01．9―1：14．3―1：26．6―1：38．9―1：50．9―2：02．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．4―3F36．1
1
3
6－3－（5，8）＝4，7（1，9）－2
6－3（5，8）－4，7（1，9）－2

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

勝馬の
紹 介

メドウラーク 
�
父 タニノギムレット 

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2014．2．8 京都2着

2011．4．5生 牡4鹿 母 ア ゲ ヒ バ リ 母母 トゥザヴィクトリー 10戦3勝 賞金 40，674，000円

07070 3月15日 曇 良 （27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，26．3．15以降27．3．8まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 455，000円 130，000円 65，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

59 ピ ン ポ ン 牡5鹿 55 武 豊小田切有一氏 田中 章博 新冠 大栄牧場 468＋ 41：23．6 5．4�
713 ゴーインググレート 牡5栗 54 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 484＋ 41：23．7� 23．4�
48 キングズガード 牡4鹿 57 川田 将雅�日進牧場 田中 章博 浦河 日進牧場 444＋ 6 〃 ハナ 2．9�
816 カーティスバローズ 牡5鹿 55 太宰 啓介猪熊 広次氏 中竹 和也 浦河 大北牧場 502－ 21：24．02 20．1�
36 メイショウオセアン 牡4鹿 54 松山 弘平松本 好�氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 542－ 61：24．21 13．3	
815 ミッキーヘネシー 牡6栃栗54 �島 良太野田みづき氏 橋口弘次郎 新冠 秋田牧場 488＋ 61：24．51	 52．6

611
 セ イ ラ 牝6栗 53 藤田 伸二萩 英男氏 飯田 雄三 日高 中川 哲也 488＋ 41：24．6	 32．9�
24 
 クリノエリザベス 牝4鹿 54 岩田 康誠栗本 博晴氏 須貝 尚介 新ひだか タイヘイ牧場 504－ 61：24．8	 3．9�
12 メイショウアイアン 牡5鹿 55 武 幸四郎松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 藤沢牧場 498－ 2 〃 アタマ 33．5
47 テ ム ジ ン 牡6鹿 55 菱田 裕二熊谷 貴之氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 494＋ 4 〃 クビ 68．5�
714 アビリティラヴ 牡5鹿 57．5 幸 英明本間 充氏 本間 忍 浦河 田中スタッド 488－ 21：24．9� 24．6�
510 オ ソ レ イ ユ 牡6鹿 54 岩崎 翼松岡 隆雄氏 河内 洋 新冠 高瀬牧場 B526＋101：25．1	 91．3�
35 マヤノオントロジー 牡6黒鹿55 北村 友一田所 英子氏 安達 昭夫 平取 北島牧場 500＋ 2 〃 アタマ 41．6�
612 コスモパルダ 牡6青鹿53 柴田 未崎 �ビッグレッドファーム 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム 486＋ 21：25．73� 351．1�
23 � ベストルーラー 牡4黒鹿55 M．デムーロ馬場 幸夫氏 石坂 正 米 J. Adcock 502＋ 61：26．23 10．3�
11 トップボンバー 牡4鹿 54 福永 祐一�コオロ 庄野 靖志 日高 庄野牧場 448± 01：27．58 28．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 51，095，000円 複勝： 81，462，300円 枠連： 39，038，500円
馬連： 170，728，400円 馬単： 76，745，500円 ワイド： 76，999，900円
3連複： 210，007，300円 3連単： 320，479，200円 計： 1，026，556，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 180円 � 510円 � 130円 枠 連（5－7） 3，070円

馬 連 �� 6，880円 馬 単 �� 12，590円

ワ イ ド �� 2，050円 �� 330円 �� 1，240円

3 連 複 ��� 6，260円 3 連 単 ��� 52，330円

票 数

単勝票数 計 510950 的中 � 75593（3番人気）
複勝票数 計 814623 的中 � 118384（3番人気）� 28071（9番人気）� 214082（1番人気）
枠連票数 計 390385 的中 （5－7） 9828（14番人気）
馬連票数 計1707284 的中 �� 19229（26番人気）
馬単票数 計 767455 的中 �� 4569（44番人気）
ワイド票数 計 769999 的中 �� 8852（26番人気）�� 67701（2番人気）�� 14982（10番人気）
3連複票数 計2100073 的中 ��� 25131（16番人気）
3連単票数 計3204792 的中 ��� 4440（140番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．4―12．4―12．5―12．1―12．5

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ピ ン ポ ン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2012．8．5 小倉4着

2010．4．4生 牡5鹿 母 ピ ア ニ ス ト 母母 ミツワイーグル 26戦5勝 賞金 91，714，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔騎手変更〕 トップボンバー号の騎手小牧太は，負傷のため福永祐一に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の19頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）19頭 アルボナンザ号・アーバンレジェンド号・イーグルカザン号・オールブラックス号・キクノフレヴァン号・

グランプリナイト号・ゲンパチメジャー号・サクセスフェイト号・サクラエール号・ダノンウィスラー号・
テイクエイム号・ドニカナルボーイ号・ナリタシーズン号・ビッグギグ号・ビッグリバティ号・ヒミノオオタカ号・
ポメグラネイト号・ヤマノサファイア号・リバーソウル号

１レース目



07071 3月15日 曇 良 （27阪神1）第6日 第11競走 ��
��1，400�第49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 1，330，000円 380，000円 190，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．9
1：19．0

良
良

817 クイーンズリング 牝3黒鹿54 M．デムーロ吉田 哲哉氏 吉村 圭司 千歳 社台ファーム 444－201：22．5 3．6�
713 ペ ル フ ィ カ 牝3黒鹿54 菱田 裕二前田 幸治氏 岡田 稲男 新冠 株式会社

ノースヒルズ 424－ 61：22．6� 17．4�
510 ムーンエクスプレス 牝3鹿 54 松山 弘平 �ローレルレーシング 鈴木 孝志 日高 坂 牧場 418＋ 41：22．7� 4．6�
714 スマートプラネット 牝3鹿 54 酒井 学田島榮二郎氏 和田 雄二 浦河 大柳ファーム 446± 01：22．8� 28．5�
12 ラッフォルツァート 牝3鹿 54 A．シュタルケ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 466＋ 21：22．9� 5．8�

（独）

612 ノーブルヴィーナス 牝3黒鹿54 四位 洋文吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 服部 牧場 436＋ 21：23．11	 28．5	
11 レオパルディナ 牝3鹿 54 武 豊 
キャロットファーム 高橋 康之 平取 坂東牧場 422± 01：23．2� 8．3�
48 スマートグレイス 牝3栗 54 武 幸四郎大川 徹氏 河内 洋 新ひだか 飛野牧場 456－ 4 〃 クビ 33．6�
35 グレイスフルワード 牝3鹿 54 和田 竜二 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 牧田 和弥 新ひだか 岡田スタツド 410－101：23．41	 243．9
36 バ チ ス タ 牝3鹿 54 川田 将雅 P.S．スライ氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 444± 0 〃 クビ 64．2�
816 エ フ ェ ク ト 牝3青鹿54 国分 優作山本 武司氏 服部 利之 鹿児島 新保牧場 462＋ 41：23．5クビ 238．0�
715 ダノングラシアス 牝3黒鹿54 福永 祐一�ダノックス 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 494－ 2 〃 アタマ 15．7�
24 クールホタルビ 牝3栗 54 藤田 伸二川上 哲司氏 清水 久詞 新ひだか 畠山牧場 436－ 21：23．71� 34．2�
818 ラホーヤビーチ 牝3青鹿54 
島 良太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 448± 01：23．91 294．8�
611 オーミアリス 牝3黒鹿54 北村 友一岩﨑 僖澄氏 藤沢 則雄 新冠 松木 加代 430－10 〃 クビ 54．9�
23 コートシャルマン 牝3鹿 54 岩田 康誠 
社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 442＋ 21：24．0クビ 5．8�
47 ウィッシュハピネス 牝3青鹿54 幸 英明前田 晋二氏 沖 芳夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 454＋ 21：24．21	 186．4�
59 ラ ク ア ミ 牝3栗 54 小林 徹弥西浦 和男氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 444＋ 41：24．83� 277．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 194，489，000円 複勝： 264，340，500円 枠連： 164，509，100円
馬連： 735，892，700円 馬単： 312，262，700円 ワイド： 274，921，300円
3連複： 1，082，117，400円 3連単： 1，759，208，600円 計： 4，787，741，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 190円 � 360円 � 170円 枠 連（7－8） 1，140円

馬 連 �� 3，260円 馬 単 �� 4，290円

ワ イ ド �� 1，520円 �� 570円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 4，790円 3 連 単 ��� 23，720円

票 数

単勝票数 計1944890 的中 � 423737（1番人気）
複勝票数 計2643405 的中 � 372587（4番人気）� 153270（6番人気）� 463187（1番人気）
枠連票数 計1645091 的中 （7－8） 111354（6番人気）
馬連票数 計7358927 的中 �� 174851（11番人気）
馬単票数 計3122627 的中 �� 54535（15番人気）
ワイド票数 計2749213 的中 �� 44952（18番人気）�� 131593（4番人気）�� 56540（12番人気）
3連複票数 計10821174 的中 ��� 169125（10番人気）
3連単票数 計17592086 的中 ��� 53750（55番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．2―34．7―46．7―58．4―1：10．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．8―3F35．8
3 7（4，10）（1，18）（2，3）（5，9，14）15（13，16）17，6（8，12）－11 4 7（4，10，18）（1，2，3，14）（5，9，16）15（13，17）（6，8，12）－11

勝馬の
紹 介

クイーンズリング �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Anabaa デビュー 2014．12．21 中山1着

2012．5．25生 牝3黒鹿 母 アクアリング 母母 シ ー リ ン グ 3戦3勝 賞金 68，673，000円
〔騎手変更〕 クールホタルビ号の騎手小牧太は，負傷のため藤田伸二に変更。
※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。
（非当選馬） 3頭 キクノサージ号・コパノハート号・メジャーガラメキ号
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりクイーンズリング号・ペルフィカ号・ムーンエクスプレス号は，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15日 曇 良 （27阪神1）第6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

69 メイショウソラーレ 牡5鹿 57 福永 祐一松本 好雄氏 中内田充正 浦河 太陽牧場 482＋ 61：51．8 8．1�
33 マ ノ ワ ー ル 牡5鹿 57 武 豊�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 452－ 21：51．9� 2．5�
57 プリンスダム 牡4黒鹿57 M．デムーロ �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B492－ 21：52．0� 5．4�
813 スズカウラノス 牡6鹿 57 幸 英明永井 啓弍氏 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 464－ 2 〃 ハナ 49．3�
56 ロードフォワード 牡4青鹿57 川田 将雅 �ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 460＋121：52．1� 5．1	
22 スズカルパン 牡6鹿 57 和田 竜二永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 468＋ 41：52．31	 19．3

68 ヴァンヘルシング 牡6青鹿57 菱田 裕二市川真奈美氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 454－ 41：52．72� 45．9�
45 クレスコモア 牡5黒鹿57 A．シュタルケ 堀川 三郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 526－ 6 〃 クビ 27．8�

（独）

11 サトノアビリティ 牡5栗 57 岩田 康誠里見 治氏 角居 勝彦 新ひだか 千代田牧場 506－ 21：52．8クビ 6．6
710 エクセルフラッグ 牡8鹿 57 
島 良太橋場 勇二氏 千田 輝彦 えりも エクセルマネジメント 518＋ 41：52．9� 124．3�
711 カレンマタドール �4鹿 57 北村 友一鈴木 隆司氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B500＋ 21：53．96 46．3�
812 セフティーエムアイ 牡4鹿 57

54 ▲三津谷隼人池田 實氏 目野 哲也 日高 沖田牧場 474＋ 61：54．43 128．4�
44 フォントルロイ 牡6鹿 57 松山 弘平大林 一彦氏 村山 明 安平 ノーザンファーム 506－ 61：54．72 23．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 55，025，300円 複勝： 67，911，400円 枠連： 37，730，000円
馬連： 197，582，000円 馬単： 74，179，300円 ワイド： 68，580，700円
3連複： 191，428，200円 3連単： 357，766，200円 計： 1，050，203，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 220円 � 140円 � 190円 枠 連（3－6） 1，010円

馬 連 �� 1，160円 馬 単 �� 2，940円

ワ イ ド �� 410円 �� 910円 �� 370円

3 連 複 ��� 2，340円 3 連 単 ��� 17，740円

票 数

単勝票数 計 550253 的中 � 53865（5番人気）
複勝票数 計 679114 的中 � 68664（5番人気）� 150302（1番人気）� 85307（4番人気）
枠連票数 計 377300 的中 （3－6） 28734（3番人気）
馬連票数 計1975820 的中 �� 140175（4番人気）
馬単票数 計 741793 的中 �� 18908（8番人気）
ワイド票数 計 685807 的中 �� 43643（4番人気）�� 17682（12番人気）�� 49380（3番人気）
3連複票数 計1914282 的中 ��� 61162（6番人気）
3連単票数 計3577662 的中 ��� 14620（50番人気）

ハロンタイム 12．8―11．0―13．0―12．7―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�
12．8―23．8―36．8―49．5―1：02．3―1：14．7―1：26．9―1：39．0

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウソラーレ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2013．1．27 京都9着

2010．4．23生 牡5鹿 母 メイショウシスタス 母母 ブラッシングロマン 31戦4勝 賞金 63，600，000円
〔騎手変更〕 フォントルロイ号の騎手小牧太は，負傷のため松山弘平に変更。
※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。

４レース目



（27阪神1）第6日 3月15日（日曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 161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

272，810，000円
2，080，000円
6，680，000円
2，840，000円
25，170，000円
65，307，000円
4，492，000円
1，545，600円

勝馬投票券売得金
547，451，000円
811，669，300円
371，197，300円
1，636，509，500円
788，066，600円
696，775，100円
2，149，770，200円
3，626，739，600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 10，628，178，600円

総入場人員 15，534名 （有料入場人員 14，561名）
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