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10013 3月29日 雨 良 （27阪神2）第2日 第1競走 1，800�サラブレッド系3歳
発走9時50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

816 エーティーロゼッタ 牝3鹿 54 藤田 伸二荒木 徹氏 木原 一良 登別 青藍牧場 474± 01：54．9 2．3�
713 ユウキエナージー 牝3黒鹿54 岡田 祥嗣ちきり組合 服部 利之 日高 日西牧場 452－ 4 〃 アタマ 20．0�
23 ドラゴンラヴ 牝3鹿 54 藤岡 佑介窪田 康志氏 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 472＋ 61：55．0� 19．2�
35 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 452－ 21：55．1クビ 5．9�
611 ノアズアーク 牝3栗 54 小牧 太早野 誠氏 松永 幹夫 洞�湖 レイクヴィラファーム 432± 0 〃 クビ 19．3�
612 タイセイマリーン 牝3芦 54

51 ▲義 英真田中 成奉氏 羽月 友彦 新冠 新冠橋本牧場 B442－ 41：55．3� 175．4�
714 パープルオンリー 牝3黒鹿54 国分 恭介中野 銀十氏 福島 信晴 新ひだか 竹内 良一 B426－ 21：55．62 28．2	
36 アルテミスアロー 牝3鹿 54

52 △小崎 綾也 
キャロットファーム 中竹 和也 安平 追分ファーム 494－ 61：55．92 38．6�
12 グラマシーパーク 牝3黒鹿54 D．バルジュー 吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 438± 01：56．0クビ 4．4�

（伊）

48 パヴェダイヤモンド 牝3栗 54 A．シュタルケ 大塚 亮一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 442 ―1：56．42� 34．7
（独）

510 エンパイアライン 牝3黒鹿 54
53 ☆松若 風馬 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松下 武士 森 笹川大晃牧場 484－ 41：56．82� 8．0�
24 ハ ー ツ キ ー 牝3黒鹿54 �島 良太橋元 勇氣氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 472± 0 〃 ハナ 160．5�
47 ヴェンティミリア 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 中神牧場 486＋ 81：57．11� 262．4�
59 デ ィ ア デ ム 牝3黒鹿54 松田 大作小林竜太郎氏 鈴木 孝志 千歳 社台ファーム 460－ 41：57．31� 24．3�
815 バトルハイスポット 牝3鹿 54 高倉 稜宮川 秋信氏 本田 優 新冠 樋渡 志尚 434± 01：57．93� 357．1�
11 テイエムトナカイ 牝3栗 54 熊沢 重文竹園 正繼氏 日吉 正和 日高 日高テイエム

牧場株式会社 442－ 81：58．32� 250．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 16，471，700円 複勝： 20，426，200円 枠連： 10，214，600円
馬連： 39，690，500円 馬単： 21，857，400円 ワイド： 21，831，300円
3連複： 57，000，500円 3連単： 76，491，100円 計： 263，983，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 140円 � 400円 � 460円 枠 連（7－8） 830円

馬 連 �� 1，620円 馬 単 �� 2，420円

ワ イ ド �� 620円 �� 1，130円 �� 4，260円

3 連 複 ��� 12，150円 3 連 単 ��� 46，910円

票 数

単勝票数 計 164717 的中 � 56088（1番人気）
複勝票数 計 204262 的中 � 53495（1番人気）� 10772（6番人気）� 9144（7番人気）
枠連票数 計 102146 的中 （7－8） 9483（3番人気）
馬連票数 計 396905 的中 �� 18973（5番人気）
馬単票数 計 218574 的中 �� 6759（8番人気）
ワイド票数 計 218313 的中 �� 9526（5番人気）�� 4948（12番人気）�� 1251（39番人気）
3連複票数 計 570005 的中 ��� 3518（39番人気）
3連単票数 計 764911 的中 ��� 1182（138番人気）

ハロンタイム 12．8―11．0―13．4―13．1―13．1―13．0―12．5―12．7―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．8―37．2―50．3―1：03．4―1：16．4―1：28．9―1：41．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F38．5
1
3
・（3，11）15，12（2，16）（1，9）13，5（4，10）6（7，8）－14・（3，11）15（12，16，13）（1，2）9，5，10，6，4（7，8）－14

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

勝馬の
紹 介

エーティーロゼッタ �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2014．9．21 阪神5着

2012．4．7生 牝3鹿 母 ヒカルカリーナ 母母 ヒカルパッション 6戦1勝 賞金 7，200，000円
※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） 2頭 ネオヴィーヴ号・パピプペポ号
（非抽選馬） 1頭 ガールズライン号
※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。

10014 3月29日 雨 良 （27阪神2）第2日 第2競走 1，200�サラブレッド系3歳
発走10時15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 レモンイエロー 牝3鹿 54
52 △小崎 綾也青芝商事� 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 418＋121：13．4 85．5�

510 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± 01：13．82� 3．1�

12 セ ン グ ウ 牝3栗 54 川田 将雅重松 國建氏 加藤 敬二 浦河 榊原 敏明 444－ 41：13．9� 5．1�
816 リミットレス 牡3栗 56

53 ▲�島 克駿�ノースヒルズ 武田 博 新冠 有限会社 大
作ステーブル 484－ 21：14．0クビ 13．6�

36 サンビショップ �3栗 56 川島 信二加藤 信之氏 谷 潔 浦河 吉田 又治 456－ 4 〃 ハナ 4．3�
48 エンデヴァー 牡3黒鹿56 D．バルジュー H.H．シェイク・モハメド 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 526± 0 〃 クビ 9．7	
（伊）

59 タガノアルデ 牡3芦 56 松山 弘平八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 482＋ 41：14．63� 18．9


815 プリンセステンダリ 牝3芦 54
51 ▲義 英真田畑 利彦氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 422－ 41：14．7クビ 335．3�

714 コウザンジョウオー 牝3鹿 54 柴田 未崎山下 良子氏 田所 秀孝 新冠 新冠伊藤牧場 428－ 4 〃 クビ 213．6�
35 ダンツストーン 牝3栗 54

53 ☆松若 風馬山元 哲二氏 池添 兼雄 日高 下河辺牧場 460＋121：15．01� 29．8
23 シゲルボンオドリ 牡3栗 56 太宰 啓介森中 蕃氏 沖 芳夫 浦河 鵜木 唯義 466± 0 〃 ハナ 103．3�
47 ロングロザリオ 牝3栗 54 国分 恭介中井 敏雄氏 長浜 博之 浦河 小島牧場 382± 0 〃 ハナ 330．6�
24 ニホンピロラプター 牡3鹿 56 松田 大作小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 450－101：15．1クビ 85．2�
611 ドナソレイユ 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政山田 貢一氏 牧浦 充徳 日高 日西牧場 438－ 41：15．52� 5．2�
612 アイヲトドケマス 牝3鹿 54 西村 太一小田切有一氏 田中 章博 新ひだか 築紫 洋 428＋ 21：16．03 131．1�
713 ビ ッ グ フ ジ 牡3鹿 56 中谷 雄太�ビッグ 西村 真幸 浦河 村下 清志 492－ 41：16．1� 358．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，457，500円 複勝： 24，816，800円 枠連： 9，174，700円
馬連： 38，630，200円 馬単： 24，010，400円 ワイド： 20，503，600円
3連複： 49，833，400円 3連単： 75，561，100円 計： 262，987，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 8，550円 複 勝 � 1，430円 � 160円 � 150円 枠 連（1－5） 700円

馬 連 �� 13，140円 馬 単 �� 34，830円

ワ イ ド �� 3，880円 �� 5，660円 �� 450円

3 連 複 ��� 22，500円 3 連 単 ��� 272，540円

票 数

単勝票数 計 204575 的中 � 1914（10番人気）
複勝票数 計 248168 的中 � 2915（11番人気）� 46002（2番人気）� 51403（1番人気）
枠連票数 計 91747 的中 （1－5） 10122（2番人気）
馬連票数 計 386302 的中 �� 2277（28番人気）
馬単票数 計 240104 的中 �� 517（64番人気）
ワイド票数 計 205036 的中 �� 1288（31番人気）�� 878（38番人気）�� 12869（4番人気）
3連複票数 計 498334 的中 ��� 1661（56番人気）
3連単票数 計 755611 的中 ��� 201（495番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―11．9―12．2―12．5―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―24．0―35．9―48．1―1：00．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レモンイエロー �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2014．8．2 札幌7着

2012．2．12生 牝3鹿 母 ルーシーショー 母母 タガノヴィヴィアン 4戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 コウザンジョウオー号の騎手柴田未崎は，向正面で内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：11番・9番）

コウザンジョウオー号の騎手柴田未崎は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番・7番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 スズカレグルス号・トゥルエノ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第２回 阪神競馬 第２日



10015 3月29日 雨 良 （27阪神2）第2日 第3競走 1，800�サラブレッド系3歳
発走10時40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

815 オースミラナキラ 牡3鹿 56 川島 信二�オースミ 荒川 義之 浦河 �川 啓一 514－101：53．7 2．0�
24 タマモアタック 牡3鹿 56 国分 恭介タマモ� 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 480－ 81：54．76 11．4�
59 キングカヌヌ 牡3芦 56 A．シュタルケ �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 502＋ 21：54．91� 3．1�

（独）

12 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 460＋ 21：55．32� 45．5�
47 キングサムソン 牡3鹿 56 D．バルジュー 伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 コスモヴューファーム 472－ 21：55．51� 67．0	

（伊）

816 ナムラキャニオン 牡3鹿 56 小牧 太奈村 睦弘氏 中尾 秀正 浦河 谷川牧場 464＋ 41：55．71� 34．0

36 クリノリュウイーソ 牡3鹿 56

53 ▲�島 克駿栗本 博晴氏 川村 禎彦 新ひだか 松本牧場 470± 01：55．8クビ 170．1�
48 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 474－ 4 〃 クビ 20．3�
612 ロウアンドロウ 牡3栗 56

54 △岩崎 翼谷掛 龍夫氏 加用 正 千歳 社台ファーム B482－ 21：55．9クビ 25．2
23 キングコースト 牡3鹿 56 西村 太一宮本 貞雄氏 羽月 友彦 日高 石原牧場 B440－10 〃 アタマ 53．9�
510 マサノシルバー 牡3芦 56 岡田 祥嗣猪野毛雅人氏 高橋 亮 新ひだか 猪野毛牧場 B484 ―1：56．43 14．4�
611 ガールズライン 牝3芦 54 小林 徹弥吉永 清美氏 目野 哲也 新ひだか 松本牧場 464－ 21：56．5クビ 93．7�
713 カシノゼウス 牡3鹿 56 熊沢 重文柏木 務氏 日吉 正和 鹿児島 柏木 務 494＋ 21：56．6� 34．3�
11 マルイチウラノス 牡3栗 56 太宰 啓介小林 茂行氏 湯窪 幸雄 日高 長谷川牧場 496－ 21：57．02� 32．4�
714 ビ バ ロ ッ ク 牡3黒鹿 56

55 ☆松若 風馬市川 義美氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 520 ―1：58．38 37．8�
35 ネオヴィーヴ 牝3黒鹿 54

51 ▲義 英真小林 仁幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 460± 01：59．910 143．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 22，368，800円 複勝： 27，090，400円 枠連： 11，863，000円
馬連： 41，494，700円 馬単： 26，309，000円 ワイド： 25，385，200円
3連複： 55，770，100円 3連単： 81，825，400円 計： 292，106，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 180円 � 140円 枠 連（2－8） 660円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 1，540円

ワ イ ド �� 320円 �� 140円 �� 380円

3 連 複 ��� 670円 3 連 単 ��� 3，060円

票 数

単勝票数 計 223688 的中 � 88146（1番人気）
複勝票数 計 270904 的中 � 107876（1番人気）� 25021（3番人気）� 41843（2番人気）
枠連票数 計 118630 的中 （2－8） 13807（2番人気）
馬連票数 計 414947 的中 �� 29088（2番人気）
馬単票数 計 263090 的中 �� 12738（3番人気）
ワイド票数 計 253852 的中 �� 16516（2番人気）�� 63853（1番人気）�� 13267（3番人気）
3連複票数 計 557701 的中 ��� 62198（1番人気）
3連単票数 計 818254 的中 ��� 19380（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．8―37．7―50．8―1：03．3―1：16．4―1：29．2―1：41．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オースミラナキラ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 フサイチコンコルド デビュー 2015．2．21 京都7着

2012．3．25生 牡3鹿 母 オースミハルカ 母母 ホッコーオウカ 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 タマモアタック号の騎手国分恭介は，1コーナー手前で外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：9番・10番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ネオヴィーヴ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年4月29日まで平地競走

に出走できない。
※ガールズライン号・ネオヴィーヴ号は，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。

10016 3月29日 雨 良 （27阪神2）第2日 第4競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走11時10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

815 タイガーボス 牡3鹿 56 D．バルジュー 伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 450－ 61：26．0 14．7�
（伊）

714 トップリバティ 牡3黒鹿56 松田 大作�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 496－161：26．1� 3．2�
713 ダノンブライト 牡3青鹿56 川田 将雅�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 460－ 6 〃 クビ 3．1�
36 ケイエスミラージュ 牡3鹿 56

54 △小崎 綾也キヨシサービス� 高橋 義忠 日高 高柳 隆男 492－101：26．2� 8．0�
47 メイショウケンザン 牡3鹿 56 �島 良太松本 和子氏 武田 博 浦河 松栄牧場 444＋ 21：26．52 57．6	
816 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 500－ 61：26．6� 5．5

48 タイキフロンティア 牡3黒鹿 56

54 △岩崎 翼�大樹ファーム 高野 友和 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 444－101：26．92 32．7�

611 ツジスーパーサクラ 牝3芦 54 藤田 伸二辻 俊夫氏 田中 章博 新ひだか 岡田スタツド 464＋ 21：27．53� 26．4�
11 ビービーロイド 牡3鹿 56 武 幸四郎坂東 勝彦氏 千田 輝彦 平取 坂東牧場 452＋ 81：28．03 122．7
35 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 498－ 61：28．42� 52．3�
12 セイマイスター 牡3青鹿56 高倉 稜金田 成基氏 服部 利之 日高 浜本牧場 490－ 21：28．5� 360．5�
510 スマートレジェンド 牡3鹿 56 A．シュタルケ 大川 徹氏 吉村 圭司 新冠

スマートプロジェク
トインコーポレイ
テッド株式会社

482＋ 61：28．6� 13．3�
（独）

24 セ イ ブ ア ス 牡3鹿 56
53 ▲�島 克駿薪浦 亨氏 西村 真幸 日高 下川 茂広 484－ 41：28．92 198．4�

23 ティーベレヌス 牡3栗 56 花田 大昂�高橋ファーム 西橋 豊治 新ひだか 三木田 明仁 468－ 21：29．53� 364．1�
59 アドマイヤゼン 牡3芦 56 藤岡 佑介近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 462－101：29．6� 58．9�
612 サンライズメルシー 牡3栗 56

55 ☆松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 504＋ 61：30．77 30．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 22，850，000円 複勝： 28，618，700円 枠連： 15，453，900円
馬連： 44，355，200円 馬単： 25，954，500円 ワイド： 25，633，600円
3連複： 59，810，100円 3連単： 85，241，200円 計： 307，917，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，470円 複 勝 � 310円 � 150円 � 170円 枠 連（7－8） 310円

馬 連 �� 2，130円 馬 単 �� 5，500円

ワ イ ド �� 670円 �� 700円 �� 250円

3 連 複 ��� 1，720円 3 連 単 ��� 16，920円

票 数

単勝票数 計 228500 的中 � 12417（6番人気）
複勝票数 計 286187 的中 � 18388（6番人気）� 59236（2番人気）� 47057（3番人気）
枠連票数 計 154539 的中 （7－8） 38538（1番人気）
馬連票数 計 443552 的中 �� 16120（9番人気）
馬単票数 計 259545 的中 �� 3534（20番人気）
ワイド票数 計 256336 的中 �� 8942（8番人気）�� 8628（9番人気）�� 30683（1番人気）
3連複票数 計 598101 的中 ��� 25941（4番人気）
3連単票数 計 852412 的中 ��� 3652（42番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―35．2―47．7―1：00．4―1：12．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイガーボス �
�
父 カ ン パ ニ ー �

�
母父 Caerleon デビュー 2014．9．14 阪神8着

2012．5．14生 牡3鹿 母 レディアレグレット 母母 Old Domesday Book 9戦1勝 賞金 8，500，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 テイエムジャック号・メイケイヘリオス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



10017 3月29日 雨 稍重 （27阪神2）第2日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時00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

35 ウェスタールンド 牡3栗 56 川田 将雅 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 468－ 41：49．7 1．9�
713 ウインアーマー 牡3栗 56 D．バルジュー �ウイン 中村 均 新冠 コスモヴューファーム 438－ 61：50．02 19．1�

（伊）

816 ヤマニンロードン 牝3鹿 54
52 △岩崎 翼土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 466＋ 21：50．1クビ 34．2�

48 シャッターチャンス 牡3鹿 56 小牧 太前田 晋二氏 荒川 義之 新ひだか 土田 扶美子 434－ 4 〃 アタマ 8．3�
11 エバーハーモニー 牡3黒鹿56 藤岡 佑介 �社台レースホース藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466－ 41：50．42 5．3	
47 ケ ン ト オ ー 牡3黒鹿56 �島 良太田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 ハクツ牧場 460－ 21：50．61� 38．5

818 ユヴェーレン 牝3鹿 54 柴田 未崎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 新冠 ビッグレッドファーム 444－ 21：50．7� 90．9�
714 アグネスエンジェル 牝3鹿 54 藤田 伸二渡辺公美子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 424＋ 2 〃 ハナ 125．4�
510 シンボリシャガール 牡3鹿 56 川島 信二シンボリ牧場 荒川 義之 日高 シンボリ牧場 460＋ 21：50．8クビ 134．1
59 クローディオ 牡3鹿 56 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 472＋121：50．9� 5．1�

（独）

611 エンジェルキッス 牝3鹿 54 松山 弘平小川 勲氏 作田 誠二 日高 本間牧場 466－ 41：51．32� 29．0�
817 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 486－ 21：51．4� 50．3�
612 ティーエスベスト 牡3鹿 56

53 ▲義 英真田畑 利彦氏 岩元 市三 日高 Shall Farm 424 ― 〃 ハナ 348．6�
24 カガノカリスマ 牡3黒鹿56 松田 大作畔柳 年言氏 崎山 博樹 浦河 アイオイファーム 396－ 41：52．03� 131．2�
36 カプリオーレ 牝3黒鹿54 太宰 啓介 �ローレルレーシング 佐々木晶三 新冠 村上 欽哉 432－ 41：52．21� 152．4�
23 グロッシュラー 牝3黒鹿 54

53 ☆松若 風馬�イクタ 田中 章博 日高 長谷川 一男 446－ 21：52．3� 143．4�
12 プリミティブライフ 牝3栗 54

52 △小崎 綾也飯田 正剛氏 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 442－ 21：52．83 149．0�
715 ジャーマテーラ 牡3芦 56

53 ▲城戸 義政本間 茂氏 �島 一歩 新ひだか 森 政巳 470± 0 〃 クビ 253．6�
（18頭）

売 得 金
単勝： 28，720，300円 複勝： 55，569，800円 枠連： 14，022，500円
馬連： 53，180，000円 馬単： 34，064，700円 ワイド： 32，657，900円
3連複： 72，006，500円 3連単： 124，555，100円 計： 414，776，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 350円 � 580円 枠 連（3－7） 890円

馬 連 �� 1，180円 馬 単 �� 1，660円

ワ イ ド �� 500円 �� 970円 �� 4，390円

3 連 複 ��� 8，610円 3 連 単 ��� 25，260円

票 数

単勝票数 計 287203 的中 � 120667（1番人気）
複勝票数 計 555698 的中 � 325556（1番人気）� 19250（5番人気）� 10674（7番人気）
枠連票数 計 140225 的中 （3－7） 12122（4番人気）
馬連票数 計 531800 的中 �� 34731（4番人気）
馬単票数 計 340647 的中 �� 15366（6番人気）
ワイド票数 計 326579 的中 �� 17850（4番人気）�� 8570（9番人気）�� 1786（32番人気）
3連複票数 計 720065 的中 ��� 6271（23番人気）
3連単票数 計1245551 的中 ��� 3574（71番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―11．8―12．4―12．6―12．8―12．3―11．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．8―35．6―48．0―1：00．6―1：13．4―1：25．7―1：37．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．1―3F36．3
3 2，3（15，9）（6，10）（5，12，13）18（1，11，16）（8，14）4，7－17 4 ・（2，3）9（6，15，10）（5，12，13）（11，16，18）（1，14）8（4，7）17

勝馬の
紹 介

ウェスタールンド �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Marquetry デビュー 2014．8．24 札幌5着

2012．2．11生 牡3栗 母 ユーアンミー 母母 Archimillionnaire 8戦1勝 賞金 17，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を12時01分に変更。
〔制裁〕 ティーエスベスト号の騎手義英真は，向正面で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番・18番）
※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 ウォーターマグレブ号・グランアトス号・フミノインパルス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

10018 3月29日 雨 稍重 （27阪神2）第2日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走12時30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
1：08．8
1：08．7

重
重

66 キタサンサジン 牡3栗 56 小牧 太�大野商事 梅田 智之 新ひだか 米田牧場 504± 01：11．8 1．6�
33 スマートアヴァロン 牡3黒鹿56 松山 弘平大川 徹氏 西園 正都 新ひだか グランド牧場 492＋101：12．01� 10．4�
55 サウスリバティー 牡3栗 56

55 ☆松若 風馬南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 450－ 41：12．21� 30．1�
22 � カフジオリオン 牡3鹿 56 D．バルジュー 加藤 守氏 中竹 和也 米 Lester Kwok &

Dr. Naoya Yoshida 468－ 61：12．3クビ 24．8�
（伊）

79 カシノトラダマシイ 牡3黒鹿 56
53 ▲義 英真柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 柏木 一則 454± 01：12．72� 101．1�

11 � ウ リ ボ ー 牡3栗 56
54 △岩崎 翼冨士井直哉氏 森 秀行 米 Dr. Char-

les S. Giles 506＋ 2 〃 クビ 28．6	
810 トウケイファルコン 牡3栗 56

54 △小崎 綾也木村 信彦氏 池添 兼雄 新ひだか 木下牧場 486＋ 21：12．8� 52．1

78 ミッキーシーガル 牡3青鹿56 川田 将雅野田みづき氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 486± 01：13．01� 3．7�
44 タ ピ エ ス 牡3鹿 56

53 ▲�島 克駿細川祐季子氏 浅見 秀一 新ひだか 萩澤 俊雄 462－ 41：13．42� 114．5�
67 ヴィクタープライム 牡3青鹿56 藤田 伸二村上 憲政氏 本田 優 新ひだか 三木田牧場 440－ 2 〃 クビ 30．2
811 ヨウライフク 牡3栗 56 A．シュタルケ 小野 建氏 奥村 豊 浦河 三好牧場 490＋ 61：14．57 8．9�

（独）

（11頭）

売 得 金
単勝： 29，953，600円 複勝： 80，640，800円 枠連： 10，975，800円
馬連： 54，276，700円 馬単： 42，185，300円 ワイド： 27，631，700円
3連複： 70，163，200円 3連単： 167，097，500円 計： 482，924，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 180円 � 320円 枠 連（3－6） 820円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 930円

ワ イ ド �� 360円 �� 520円 �� 1，920円

3 連 複 ��� 3，350円 3 連 単 ��� 7，740円

票 数

単勝票数 計 299536 的中 � 142321（1番人気）
複勝票数 計 806408 的中 � 591447（1番人気）� 38987（3番人気）� 17583（5番人気）
枠連票数 計 109758 的中 （3－6） 10262（3番人気）
馬連票数 計 542767 的中 �� 59596（3番人気）
馬単票数 計 421853 的中 �� 33824（4番人気）
ワイド票数 計 276317 的中 �� 21081（3番人気）�� 13728（4番人気）�� 3338（20番人気）
3連複票数 計 701632 的中 ��� 15705（9番人気）
3連単票数 計1670975 的中 ��� 15645（22番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．8―11．9―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．4―35．2―47．1―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キタサンサジン �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 カコイーシーズ デビュー 2015．1．17 京都2着

2012．2．16生 牡3栗 母 キタサンヒメ 母母 キタサンクイン 4戦2勝 賞金 17，500，000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。



10019 3月29日 雨 稍重 （27阪神2）第2日 第7競走 ��2，000�サラブレッド系4歳以上
発走13時00分 （芝・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
1：57．8
1：56．1

良
良

11 マイネルフレスコ 牡4栗 57 D．バルジュー �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± 02：03．5 9．0�
（伊）

77 � ショウナンアトラス 牡4鹿 57
55 △小崎 綾也国本 哲秀氏 梅田 智之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490＋ 6 〃 クビ 10．9�
22 ディープウェーブ 牡5青鹿57 川田 将雅万波 健二氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438± 02：03．6クビ 4．7�
33 ピサノナイトレイ 牝4鹿 55 藤岡 佑介市川 義美氏 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 458＋ 4 〃 クビ 30．2�
44 ローレルトルネード 牡4栗 57 松山 弘平 �ローレルレーシング 山内 研二 新ひだか 前田牧場 478－ 22：03．7� 3．0�
810 マイネルプレッジ 牡4鹿 57 柴田 未崎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 432－ 22：03．8クビ 4．9	
78 � トスカニーニ 牡5鹿 57 小牧 太田所 英子氏 笹田 和秀 日高 天羽牧場 456－ 42：04．01� 60．4

66 チョウアコガレ 牝4鹿 55

53 △岩崎 翼丸山 隆雄氏 日吉 正和 浦河 草薙 利昭 420－ 22：04．63� 78．6�
55 グランスエルテ 牡5栗 57

56 ☆松若 風馬 �サンデーレーシング 長浜 博之 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 474＋ 82：06．4大差 10．5

89 ヴァーティカルサン 牡5青鹿57 A．シュタルケ �キャロットファーム 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 562＋22 （競走中止） 6．7�

（独）

（10頭）

売 得 金
単勝： 24，532，800円 複勝： 30，453，200円 枠連： 14，540，200円
馬連： 54，175，800円 馬単： 30，811，400円 ワイド： 25，218，100円
3連複： 63，437，100円 3連単： 111，914，800円 計： 355，083，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 240円 � 260円 � 200円 枠 連（1－7） 5，510円

馬 連 �� 4，950円 馬 単 �� 10，650円

ワ イ ド �� 1，400円 �� 640円 �� 650円

3 連 複 ��� 6，540円 3 連 単 ��� 52，440円

票 数

単勝票数 計 245328 的中 � 21763（5番人気）
複勝票数 計 304532 的中 � 32282（4番人気）� 29444（6番人気）� 42114（3番人気）
枠連票数 計 145402 的中 （1－7） 2044（14番人気）
馬連票数 計 541758 的中 �� 8477（21番人気）
馬単票数 計 308114 的中 �� 2168（44番人気）
ワイド票数 計 252181 的中 �� 4413（22番人気）�� 10300（9番人気）�� 10237（10番人気）
3連複票数 計 634371 的中 ��� 7268（27番人気）
3連単票数 計1119148 的中 ��� 1547（202番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．9―37．1―50．1―1：02．7―1：15．1―1：27．1―1：39．1―1：51．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルフレスコ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー 2013．11．10 京都6着

2011．5．13生 牡4栗 母 カートゥーン 母母 カリカチユーラ 16戦2勝 賞金 18，260，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時01分に変更。
〔競走中止〕 ヴァーティカルサン号は，競走中に疾病〔右第1指骨粉砕骨折〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※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。

10020 3月29日 小雨 稍重 （27阪神2）第2日 第8競走 1，400�サラブレッド系4歳以上
発走13時30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

714� ベ ッ ク 牡4栗 57
55 △小崎 綾也細川祐季子氏 牧浦 充徳 平取 稲原牧場 490＋131：24．7 5．6�

24 � 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± 01：25．44 1．6�
23 ティマイドリーム 牡5鹿 57

56 ☆松若 風馬田畑 利彦氏 西村 真幸 浦河 鎌田 正嗣 486－101：25．61� 99．8�
35 アドマイヤオウジャ 牡5鹿 57 藤岡 佑介近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 464＋ 21：25．7� 8．5�
713 フィオリート 牡5芦 57

54 ▲城戸 義政松田 整二氏 牧浦 充徳 様似 猿倉牧場 520＋18 〃 クビ 290．6�
59 リッシンロケット 牡5芦 57 松山 弘平小原 該一氏 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 472＋ 61：25．8� 34．4�
815 サンレイデジタル 牡4黒鹿57 �島 良太永井 啓弍氏 西橋 豊治 浦河 高昭牧場 482－ 21：26．01� 17．2	
48 オーディンバローズ 牡4青鹿 57

54 ▲�島 克駿猪熊 広次氏 武田 博 浦河 鎌田 正嗣 498＋ 21：26．1クビ 45．9

510 タイセイマジック 牡4鹿 57 中谷 雄太田中 成奉氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 480± 01：26．31� 23．6�
12 ハドソンシチー 牡5黒鹿 57

55 △岩崎 翼 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 幌村牧場 454－101：26．4クビ 29．9
11 � クリノロッキー 牡5栗 57 岡田 祥嗣栗本 博晴氏 作田 誠二 日高 ヤナガワ牧場 510＋ 11：26．5� 116．3�
611 キクノブレイン 牡5黒鹿57 D．バルジュー 菊池 五郎氏 奥村 豊 浦河 松田 憲一 486＋ 4 〃 アタマ 57．1�

（伊）

36 ヒ ラ リ ア ス 牝4鹿 55
52 ▲三津谷隼人岡田 牧雄氏 飯田 雄三 新ひだか 本桐牧場 452± 01：26．6� 225．4�

816 ロードストーム 	4青鹿57 国分 恭介 �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム 474＋ 2 〃 ハナ 147．1�
612 ボージェスト 牝4栗 55 A．シュタルケ 吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 474＋101：27．02� 8．7�

（独）

47 バイオレットムーン 牡5栗 57 大下 智池田 實氏 服部 利之 日高 沖田牧場 528＋101：27．31� 412．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，903，700円 複勝： 54，273，200円 枠連： 16，740，500円
馬連： 63，107，700円 馬単： 41，374，600円 ワイド： 31，641，900円
3連複： 79，849，800円 3連単： 140，860，500円 計： 459，751，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 180円 � 110円 � 910円 枠 連（2－7） 570円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 1，260円

ワ イ ド �� 300円 �� 6，940円 �� 2，170円

3 連 複 ��� 13，330円 3 連 単 ��� 59，060円

票 数

単勝票数 計 319037 的中 � 44926（2番人気）
複勝票数 計 542732 的中 � 44809（2番人気）� 321201（1番人気）� 5465（11番人気）
枠連票数 計 167405 的中 （2－7） 22434（3番人気）
馬連票数 計 631077 的中 �� 89245（1番人気）
馬単票数 計 413746 的中 �� 24492（4番人気）
ワイド票数 計 316419 的中 �� 31519（2番人気）�� 1055（50番人気）�� 3458（23番人気）
3連複票数 計 798498 的中 ��� 4492（38番人気）
3連単票数 計1408605 的中 ��� 1729（162番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―12．0―12．4―12．3―11．7―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．7―35．7―48．1―1：00．4―1：12．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ベ ッ ク �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 Royal Academy

2011．5．10生 牡4栗 母 マチカネベニザクラ 母母 Doff the Derby 5戦1勝 賞金 16，300，000円
初出走 JRA

※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 サンシカゴ号
※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。



10021 3月29日 小雨 稍重 （27阪神2）第2日 第9競走 2，000�四 国 新 聞 杯
発走14時05分 （芝・右）

牝，4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，55�
四国新聞社賞（1着）

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 175，000円 50，000円 25，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

66 リラヴァティ 牝4黒鹿55 松山 弘平 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 462－ 22：04．2 4．5�
33 ア カ ネ イ ロ 牝4栗 55 A．シュタルケ �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 484－122：04．3� 6．0�

（独）

11 カラフルブラッサム 牝5鹿 55 松田 大作吉田 勝己氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 482－ 42：04．51 1．7�
55 カ ノ ン 牝5鹿 55 義 英真 �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 480＋102：04．71� 6．4�
77 レッドラヴィータ 牝4栗 55 松若 風馬 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 460＋162：04．8� 20．7	
44 ソロデビュー 牝6黒鹿55 小崎 綾也�フォーレスト 山内 研二 新ひだか 嶋田牧場 508－ 22：05．01� 60．0

22 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 478＋ 22：05．21� 13．3�

（7頭）

売 得 金
単勝： 33，647，200円 複勝： 30，119，300円 枠連： 発売なし
馬連： 63，381，900円 馬単： 49，056，800円 ワイド： 29，583，000円
3連複： 68，421，300円 3連単： 235，666，600円 計： 509，876，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 250円 � 280円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，840円 馬 単 �� 3，570円

ワ イ ド �� 430円 �� 190円 �� 190円

3 連 複 ��� 560円 3 連 単 ��� 7，360円

票 数

単勝票数 計 336472 的中 � 59557（2番人気）
複勝票数 計 301193 的中 � 49303（2番人気）� 40332（3番人気）
馬連票数 計 633819 的中 �� 26587（6番人気）
馬単票数 計 490568 的中 �� 10304（11番人気）
ワイド票数 計 295830 的中 �� 14207（7番人気）�� 44396（1番人気）�� 42627（2番人気）
3連複票数 計 684213 的中 ��� 90149（1番人気）
3連単票数 計2356666 的中 ��� 23193（28番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．3―37．3―50．3―1：03．3―1：16．4―1：28．9―1：40．9―1：52．3

コーナー
通過順位

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

2
4
6，7，3（4，5）（1，2）・（6，7）5（3，4）2，1

勝馬の
紹 介

リラヴァティ �

父 ゼンノロブロイ �


母父 Singspiel デビュー 2013．6．30 中京2着

2011．3．5生 牝4黒鹿 母 シンハリーズ 母母 Baize 13戦3勝 賞金 64，297，000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。

10022 3月29日 曇 稍重 （27阪神2）第2日 第10競走 ��1，400�
しんさいばし

心斎橋ステークス
発走14時40分 （芝・右）
4歳以上，1，600万円以下，26．3．29以降27．3．22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 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．9
1：19．0

良
良

11 ピークトラム 牡4黒鹿54 小崎 綾也吉田 照哉氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 490－ 41：22．0 13．3�
816� エイシンスパルタン 牡4芦 55 藤岡 佑介�栄進堂 藤岡 健一 米

Hill ’n’ Dale Equine
Haldings, Inc., Heilig-
brodt Racing Stable, et al

492＋ 41：22．1� 3．0�
611 フロアクラフト 牝5黒鹿54 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 510－ 21：22．31 5．6�

（独）

24 プリンセスジャック 牝5栗 53 �島 良太�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 484± 01：22．4� 38．0�
612 ヤ マ ノ レ オ �5栗 55 小牧 太山泉 恵宥氏 山内 研二 新ひだか キヨタケ牧場 496＋ 2 〃 クビ 22．4	
35 マンボネフュー 牡5青 56 松山 弘平金子真人ホール

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 486＋ 41：22．5	 5．7


47 タガノエトワール 牝4鹿 54 川田 将雅八木 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± 0 〃 アタマ 6．5�

12 ロ ノ 牡6黒鹿55 D．バルジュー 金子真人ホールディングス� 池江 泰寿 日高 日高大洋牧場 472－ 6 〃 アタマ 12．5�
（伊）

59 シルクドリーマー 牡6鹿 55 松若 風馬 �シルクレーシング 音無 秀孝 浦河 笠松牧場 480－ 41：22．6クビ 36．3
36 ラインハート 牝4鹿 52 義 英真 P.S．スライ氏 須貝 尚介 平取 坂東牧場 B460－ 4 〃 アタマ 19．9�
713 ゴールドベル 牡6黒鹿54 国分 恭介松岡 隆雄氏 庄野 靖志 日高 下河辺牧場 496＋ 21：22．81 72．9�
48 � キョウエイバサラ 牡7芦 54 藤懸 貴志田中 晴夫氏 矢作 芳人 英 Belgrave

Bloodstock 528－ 21：22．9� 178．1�
23 デンコウヒノマル 牡4栗 54 松田 大作田中 康弘氏 坂口 正則 浦河 大島牧場 490－ 2 〃 アタマ 41．0�
817 ビ リ オ ネ ア 牝5鹿 52 太宰 啓介間野 隆司氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 446＋ 21：23．43 38．7�
715 アドマイヤビジン 牝4芦 52 高倉 稜近藤 利一氏 梅田 智之 新ひだか 三石橋本牧場 494＋ 21：23．5クビ 32．8�
818 ウインスプラッシュ 牡4鹿 54 藤田 伸二�ウイン 加用 正 日高 白瀬 盛雄 502－ 41：23．71
 122．1�
510� エンプレスラブ 牝6黒鹿51 岩崎 翼 IHR 加藤 敬二 浦河 村中牧場 506＋ 41：24．23 300．3�
714� デ ン フ ァ レ 牝8栗 51 中谷 雄太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 的場 均 浦河 宮内牧場 482－12 〃 クビ 167．2�
（18頭）

売 得 金
単勝： 41，864，600円 複勝： 62，391，300円 枠連： 32，254，500円
馬連： 134，741，100円 馬単： 61，008，500円 ワイド： 59，565，400円
3連複： 169，878，800円 3連単： 243，230，300円 計： 804，934，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，330円 複 勝 � 310円 � 150円 � 190円 枠 連（1－8） 1，060円

馬 連 �� 2，760円 馬 単 �� 7，270円

ワ イ ド �� 880円 �� 1，360円 �� 380円

3 連 複 ��� 5，470円 3 連 単 ��� 46，600円

票 数

単勝票数 計 418646 的中 � 25160（6番人気）
複勝票数 計 623913 的中 � 42190（6番人気）� 129024（1番人気）� 87776（2番人気）
枠連票数 計 322545 的中 （1－8） 23482（5番人気）
馬連票数 計1347411 的中 �� 37740（9番人気）
馬単票数 計 610085 的中 �� 6292（23番人気）
ワイド票数 計 595654 的中 �� 16791（8番人気）�� 10550（17番人気）�� 43731（1番人気）
3連複票数 計1698788 的中 ��� 23266（13番人気）
3連単票数 計2432303 的中 ��� 3784（137番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―11．3―11．8―11．9―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．0―34．3―46．1―58．0―1：09．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ピークトラム �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2013．6．1 阪神3着

2011．5．8生 牡4黒鹿 母 タッチザピーク 母母 タッチフォーゴールド 19戦4勝 賞金 82，052，000円
〔制裁〕 フロアクラフト号の騎手A．シュタルケは，3コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番・13番）
※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 プロクリス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



10023 3月29日 曇 稍重 （27阪神2）第2日 第11競走 ��1，600�
ろっこう

六甲ステークス
発走15時20分 （芝・右・外）
4歳以上；負担重量は，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

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000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
1：32．0
1：30．7

良
良

48 テイエムタイホー 牡6栗 56 松田 大作竹園 正繼氏 鈴木 孝志 日高 若林 武雄 494－ 21：34．7 5．2�
24 サトノルパン 牡4黒鹿57 小牧 太里見 治氏 村山 明 えりも エクセルマネジメント 458＋ 61：35．33� 5．5�
611 ヒストリカル 牡6黒鹿57 松山 弘平近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 462＋ 8 〃 アタマ 4．3�
36 アルバタックス 牡5栗 56 A．シュタルケ �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 502－ 4 〃 ハナ 7．9�

（独）

11 プリムラブルガリス 牡5鹿 56 藤岡 佑介吉田 照哉氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 484－ 4 〃 クビ 21．7�
12 ダノンプログラマー �9青鹿57 D．バルジュー 	ダノックス 千田 輝彦 追分 追分ファーム 468＋ 41：35．61� 40．6


（伊）

816 ミッキーラブソング 牡4黒鹿56 藤田 伸二野田みづき氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 466＋ 6 〃 クビ 27．0�
47 ニシノビークイック 牡6栗 56 岩崎 翼西山 茂行氏 河内 洋 新ひだか 本桐牧場 486－101：35．81� 45．6�
714 マウントシャスタ 牡6鹿 56 川田 将雅金子真人ホール

ディングス	 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 472－ 21：35．9� 4．5
817 ハナズゴール 牝6栗 55 国分 恭介M．タバート氏 加藤 和宏 浦河 不二牧場 430± 01：36．0� 9．6�
35 サワノパンサー 牡9鹿 56 高倉 稜西田 和子氏 松元 茂樹 浦河 杵臼牧場 562－ 61：36．21	 77．5�
612 バ ー バ ラ 牝6黒鹿54 小崎 綾也 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 446－ 8 〃 ハナ 59．6�
23 ハナノシンノスケ 牡8鹿 56 岡田 祥嗣池田 實氏 服部 利之 浦河 杵臼斉藤牧場 490－ 21：36．41 101．5�
59 
 カネトシイナーシャ 牡7黒鹿56 松若 風馬兼松 利男氏 西村 真幸 米 JMJ Racing

Stables, LLC 480－10 〃 クビ 194．8�
510 シャイニーガール 牝4鹿 54 太宰 啓介小林 昌志氏 湯窪 幸雄 平取 雅 牧場 482＋ 41：36．5クビ 78．3�
713 タイキパーシヴァル 牡7栗 56 熊沢 重文�大樹ファーム 高橋 亮 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 510＋ 41：36．71� 114．2�
815 ルールプロスパー 牡10青鹿56 中谷 雄太儀賀 好子氏 北出 成人 浦河 岡崎牧場 478＋ 61：37．97 277．3�

（17頭）

売 得 金
単勝： 56，882，400円 複勝： 77，701，500円 枠連： 47，187，900円
馬連： 234，584，600円 馬単： 104，598，400円 ワイド： 82，501，800円
3連複： 295，905，800円 3連単： 499，175，200円 計： 1，398，537，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 200円 � 190円 � 160円 枠 連（2－4） 1，790円

馬 連 �� 1，950円 馬 単 �� 3，880円

ワ イ ド �� 720円 �� 540円 �� 550円

3 連 複 ��� 2，570円 3 連 単 ��� 17，390円

票 数

単勝票数 計 568824 的中 � 86637（3番人気）
複勝票数 計 777015 的中 � 93370（4番人気）� 105901（3番人気）� 136572（2番人気）
枠連票数 計 471879 的中 （2－4） 20415（10番人気）
馬連票数 計2345846 的中 �� 92830（8番人気）
馬単票数 計1045984 的中 �� 20206（17番人気）
ワイド票数 計 825018 的中 �� 28432（7番人気）�� 39636（3番人気）�� 39064（5番人気）
3連複票数 計2959058 的中 ��� 86327（4番人気）
3連単票数 計4991752 的中 ��� 20799（45番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．9―35．9―48．0―59．7―1：11．5―1：22．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F35．0
3 13，12（8，10）6（4，7）1（2，14）5（3，16）（9，11）17－15 4 13（8，12）10（4，6）7（2，1，14，11）（5，16）（3，17）9－15
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 35戦6勝 賞金 139，660，000円
〔制裁〕 ニシノビークイック号の騎手岩崎翼は，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：1番・14番・16

番・17番）
ヒストリカル号の騎手松山弘平は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番・1番・16番・17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。

10024 3月29日 曇 稍重 （27阪神2）第2日 第12競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走16時00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

11 エノラブエナ 牡4鹿 57 小牧 太名古屋友豊� 宮本 博 千歳 社台ファーム 548－ 41：51．7 4．3�
612 メイショウドゥーマ 牡5黒鹿 57

54 ▲城戸 義政松本 好�氏 本田 優 新冠 ビッグレッドファーム 484－ 41：51．8� 32．3�
35 ネオジェネシス 牡4鹿 57 D．バルジュー �シルクレーシング 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 526－ 21：52．12 4．5�
（伊）

713 ヨヨギマック 牡4栗 57
54 ▲義 英真一村 哲也氏 岡田 稲男 新ひだか 荒木 貴宏 506－ 61：52．2クビ 15．5	

59 ヴ ィ ッ セ ン 牡4鹿 57 A．シュタルケ �シルクレーシング 石坂 正 日高 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 482＋141：52．41� 11．1


（独）

47 プリンスダム 牡4黒鹿57 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B490－ 21：52．5� 4．0�
611 カリスマサンタイム 牡5黒鹿57 小林 徹弥畔柳 年言氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 516＋ 21：52．82 137．0�
36 シゲルモトナリ 牡8黒鹿57 藤田 伸二森中 蕃氏 石橋 守 新冠 松本 信行 506－141：52．9� 144．9
714 ツルマルスピリット 牡8青鹿 57

55 △小崎 綾也鶴田 鈴子氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 512－101：53．0� 45．1�
48 セトノプロミス 牡5鹿 57 高倉 稜難波 澄子氏 鈴木 孝志 日高 滝本 健二 474－ 61：53．1クビ 54．2�
23 ロゼッタストーン 牡6鹿 57

54 ▲�島 克駿太田珠々子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 470－ 2 〃 クビ 98．4�
816	 ビーチブレイブ 牡5芦 57 松山 弘平谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム B512± 01：53．2クビ 7．6�
510	 サンデーミノル 牡5鹿 57 熊沢 重文吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム B498＋ 21：53．62� 133．6�
815 ショウナンアズサ 牝5鹿 55 川田 将雅国本 哲秀氏 高野 友和 日高 シンボリ牧場 524－ 41：54．02� 16．1�
12 トランザムスター 牡5鹿 57 国分 恭介 �キャロットファーム 中内田充正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B552－ 41：55．59 14．0�
24 サーランスロット 牡7鹿 57 藤懸 貴志山本 英俊氏 松永 幹夫 日高 シンボリ牧場 488± 01：56．03 28．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，607，400円 複勝： 64，132，800円 枠連： 37，577，000円
馬連： 165，691，800円 馬単： 62，097，000円 ワイド： 62，530，200円
3連複： 177，588，200円 3連単： 283，305，700円 計： 898，530，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 180円 � 620円 � 190円 枠 連（1－6） 5，320円

馬 連 �� 8，490円 馬 単 �� 12，470円

ワ イ ド �� 2，110円 �� 470円 �� 2，960円

3 連 複 ��� 13，240円 3 連 単 ��� 94，430円

票 数

単勝票数 計 456074 的中 � 83300（2番人気）
複勝票数 計 641328 的中 � 106747（2番人気）� 20263（10番人気）� 98789（3番人気）
枠連票数 計 375770 的中 （1－6） 5470（20番人気）
馬連票数 計1656918 的中 �� 16091（28番人気）
馬単票数 計 620970 的中 �� 3732（43番人気）
ワイド票数 計 625302 的中 �� 7282（26番人気）�� 37420（3番人気）�� 5146（37番人気）
3連複票数 計1775882 的中 ��� 10056（45番人気）
3連単票数 計2833057 的中 ��� 2175（312番人気）

ハロンタイム 12．6―10．6―13．0―12．4―12．3―12．6―12．8―12．5―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．2―36．2―48．6―1：00．9―1：13．5―1：26．3―1：38．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エノラブエナ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．11．30 中京8着

2011．2．20生 牡4鹿 母 マルカサワヤカ 母母 サワヤカプリンセス 15戦3勝 賞金 45，092，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔制裁〕 ロゼッタストーン号の騎手�島克駿は，発走後の御法（鞭の使用）について戒告。

ヴィッセン号の騎手A．シュタルケは，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50，000円。（被害馬：15番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 アスカクイン号・オウケンゴールド号・カトラス号・ジャストヴィークル号・ハヤブサ号
※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。

３レース目



（27阪神2）第2日 3月29日（日曜日） 雨後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
良後稍重

競走回数 12回 出走頭数 177頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

214，940，000円
2，030，000円
7，900，000円
1，330，000円
18，840，000円
70，811，500円
4，602，000円
1，699，200円

勝馬投票券売得金
375，260，000円
556，234，000円
220，004，600円
987，310，200円
523，328，000円
444，683，700円
1，219，664，800円
2，124，924，500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 6，451，409，800円

総入場人員 13，555名 （有料入場人員 12，765名）
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