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07025 3月5日 晴 良 （28阪神1）第3日 第1競走 ��1，200�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
1：08．8
1：08．7

重
重

36 サ ラ マ ン カ 牝3黒鹿54 M．デムーロ P.S．スライ氏 浜田多実雄 洞�湖 レイクヴィラファーム 502± 01：12．6 1．6�
35 マルクデラポム 牝3青鹿54 岩田 康誠三宅 勝俊氏 松下 武士 浦河 昭和牧場 480＋ 21：12．81� 11．5�
612 クリノセゴビア 牝3黒鹿54 松山 弘平栗本 博晴氏 川村 禎彦 様似 様似渡辺牧場 448－ 61：13．01� 10．3�
816 ノ ア ビ ジ ン 牝3鹿 54 田中 健野上 篤氏 北出 成人 浦河 桑田牧場 442－ 61：13．31� 49．5�
48 シゲルメジロザメ 牝3鹿 54 高倉 稜森中 蕃氏 高橋 康之 浦河 三好牧場 450＋ 21：14．04 10．3�
23 メイショウヒナタ 牝3青鹿54 戸崎 圭太松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 木戸口牧場 450＋ 21：14．1� 7．1�
714 リュウキンカ 牝3栗 54 F．ヴェロン 	グリーンファーム安田 隆行 千歳 社台ファーム 420± 01：14．2� 108．4


（仏）

11 ワンドロップ 牝3鹿 54 松岡 正海 Him Rock Racing 上原 博之 日高 タバタファーム 448＋ 61：14．3クビ 56．2�
12 クロスアンジュ 牝3青鹿54 内田 博幸吉田 勝利氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム B460－ 21：14．51� 49．7�
24 タマモペンライト 牝3鹿 54 池添 謙一タマモ	 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 452＋ 2 〃 クビ 54．0
510 ナリタマカニ 牝3鹿 54 福永 祐一	オースミ 宮本 博 新ひだか 岡田牧場 458＋ 41：14．6クビ 64．1�
59 スカイフェアリー 牝3鹿 54

51 ▲荻野 極�高橋ファーム 西橋 豊治 新ひだか 高橋フアーム 392－101：14．92 322．3�
713 ネオヴァイン 牝3黒鹿54 川田 将雅小林 仁幸氏 小崎 憲 日高 メイプルファーム 458＋ 41：15．0� 13．1�
815 ナ ナ パ ン チ 牝3黒鹿54 太宰 啓介山上 和良氏 目野 哲也 浦河 カナイシスタッド 450± 01：15．63� 50．4�
611 マーシフルレイン 牝3栗 54 菱田 裕二 �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム 446＋16 〃 ハナ 108．1�
47 スピードウッド 牝3黒鹿 54

52 △義 英真冨沢 敦子氏 崎山 博樹 新ひだか 高橋 義浩 428－ 61：15．7� 490．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 22，523，800円 複勝： 85，505，300円 枠連： 13，246，500円
馬連： 46，923，600円 馬単： 29，084，400円 ワイド： 33，613，200円
3連複： 71，388，100円 3連単： 102，805，800円 計： 405，090，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 250円 � 200円 枠 連（3－3） 970円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 1，210円

ワ イ ド �� 410円 �� 340円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 1，700円 3 連 単 ��� 5，920円

票 数

単勝票数 計 225238 的中 � 111646（1番人気）
複勝票数 計 855053 的中 � 581428（1番人気）� 30843（6番人気）� 42856（3番人気）
枠連票数 計 132465 的中 （3－3） 10574（5番人気）
馬連票数 計 469236 的中 �� 41963（5番人気）
馬単票数 計 290844 的中 �� 17916（5番人気）
ワイド票数 計 336132 的中 �� 21261（5番人気）�� 26932（2番人気）�� 7694（10番人気）
3連複票数 計 713881 的中 ��� 31466（5番人気）
3連単票数 計1028058 的中 ��� 12585（14番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―11．9―12．0―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．9―35．8―47．8―59．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サ ラ マ ン カ �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 Polish Precedent デビュー 2015．7．11 函館5着

2013．4．10生 牝3黒鹿 母 ガ バ ー ナ 母母 Out West 9戦1勝 賞金 12，200，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔制裁〕 サラマンカ号の騎手M．デムーロは，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：12番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

07026 3月5日 晴 良 （28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
1：48．5
1：47．8

重
重

35 マインシャッツ 牡3栗 56 池添 謙一吉田 照哉氏 西浦 勝一 千歳 社台ファーム 484－ 21：53．1 1．5�
815 ハギノスノーボール 牡3芦 56 福永 祐一日隈 良江氏 松田 国英 浦河 村下 明博 482－121：53．84 16．4�
11 トウケイワラウカド 牡3鹿 56 四位 洋文木村 信彦氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大

作ステーブル 478－ 21：54．75 4．6�
36 ジョースターライト 牡3青鹿56 中谷 雄太上田けい子氏 松下 武士 新ひだか 山際牧場 B468－ 81：54．91� 32．0�
611� ファントムジオペラ 牡3鹿 56 岩田 康誠大塚 亮一氏 友道 康夫 英 Dr S.

Eversfield 526＋ 21：55．32� 174．2�
48 ミスターライジン 牡3鹿 56 内田 博幸阿部東亜子氏 崎山 博樹 えりも 能登 浩 488＋121：56．68 87．8�
23 ヤマニンアルルカン 牡3鹿 56 小坂 忠士土井 肇氏 奥村 豊 新冠 錦岡牧場 496－ 2 〃 クビ 471．9	
510 ウエスタンギンジ 牡3鹿 56 高倉 稜西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 466± 01：56．7クビ 133．1

713 ライトフォーミー 牡3鹿 56 佐藤 友則�ターフ・スポート松下 武士 新ひだか 大典牧場 492＋ 21：56．91 344．1�

（笠松）

47 � キタサンシリーズ 牡3栗 56 武 豊�大野商事 清水 久詞 米
Fred W. Hertrich
III & John D.
Fielding

492± 01：57．43 31．7
612 ジューンフォルテ 牡3鹿 56

54 △義 英真吉川 潤氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 442± 0 〃 クビ 737．3�
816 デッセシャテーヌ 牝3栗 54 M．デムーロ篠田くみ子氏 松永 幹夫 安平 追分ファーム 466－ 81：57．5クビ 21．2�
714 オーミリスペクト 牡3栗 56 国分 恭介岩﨑 僖澄氏 西橋 豊治 新冠 坂元牧場 462－ 41：57．81	 699．9�
59 � ゴルディオン 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 宮 徹 米 Buck Pond
Farm, Inc 492± 01：58．86 6．1�

12 グランプリビッグ 牡3鹿 56 小牧 太�グランプリ 中尾 秀正 浦河 谷川牧場 512＋221：58．9� 28．8�
（15頭）

24 ウォータープリアム 牡3栗 56 川田 将雅山岡 良一氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 25，899，100円 複勝： 108，571，600円 枠連： 14，221，200円
馬連： 44，623，100円 馬単： 32，464，800円 ワイド： 31，529，000円
3連複： 63，857，000円 3連単： 105，644，000円 計： 426，809，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 100円 � 170円 � 130円 枠 連（3－8） 490円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 1，310円

ワ イ ド �� 300円 �� 150円 �� 460円

3 連 複 ��� 730円 3 連 単 ��� 3，350円

票 数

単勝票数 計 258991 的中 � 131338（1番人気）
複勝票数 計1085716 的中 � 848877（1番人気）� 37316（4番人気）� 69046（2番人気）
枠連票数 計 142212 的中 （3－8） 22055（2番人気）
馬連票数 計 446231 的中 �� 37013（3番人気）
馬単票数 計 324648 的中 �� 18535（5番人気）
ワイド票数 計 315290 的中 �� 23601（3番人気）�� 69321（1番人気）�� 14022（5番人気）
3連複票数 計 638570 的中 ��� 64880（2番人気）
3連単票数 計1056440 的中 ��� 22835（7番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―13．6―13．2―12．4―12．3―12．6―12．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．2―37．8―51．0―1：03．4―1：15．7―1：28．3―1：40．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マインシャッツ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Mineshaft デビュー 2016．1．24 京都2着

2013．3．15生 牡3栗 母 ザッハーマイン 母母 Pulsatilla 3戦1勝 賞金 9，400，000円
〔出走取消〕 ウォータープリアム号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
〔その他〕 グランプリビッグ号は，競走中終始内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゴルディオン号・グランプリビッグ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年4月

5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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 フォーラウェイ号
（非抽選馬） 1頭 ハッピーフィート号
※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。

第１回 阪神競馬 第３日



07027 3月5日 晴 良 （28阪神1）第3日 第3競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走11時00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

47 メイショウアタカマ 牡3鹿 56 M．デムーロ松本 好雄氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 470 ―1：13．6 5．3�
11 キルシュフェスト 牝3鹿 54 松山 弘平 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新ひだか タイヘイ牧場 464 ―1：13．81� 65．8�
510 シアワセデス 牝3鹿 54 佐藤 友則窪田 康志氏 浜田多実雄 浦河 有限会社

吉田ファーム 486 ―1：13．9クビ 45．4�
（笠松）

35 エスシーシャール 牡3黒鹿56 戸崎 圭太工藤 圭司氏 森 秀行 浦河 小池 博幸 476 ―1：14．11� 1．8�
23 オンリーワンスター 牝3鹿 54 太宰 啓介�宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 442 ―1：14．41	 11．8	
713 ウォーターウィロー 牝3芦 54

51 ▲三津谷隼人山岡 良一氏 河内 洋 浦河 本巣牧場 468 ―1：14．71	 50．1

12 オンザフロウ 牝3鹿 54 田中 健五影 慶則氏 福島 信晴 新ひだか チャンピオンズファーム 470 ―1：14．91� 11．2�
714 リッカキング 牡3青鹿56 小牧 太立花 幸雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 原口牧場 430 ―1：15．11 54．7�
24 タンブルウィード 牡3鹿 56 国分 恭介村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 512 ― 〃 ハナ 25．9
815 アフターミー 牡3鹿 56 F．ヴェロン 下河�美智子氏 奥村 豊 日高 下河辺牧場 438 ― 〃 クビ 61．6�

（仏）

816 ネオヴィッパー 牝3芦 54 池添 謙一小林 仁幸氏 田所 秀孝 日高 メイプルファーム 460 ―1：15．31� 17．4�
36 ダムデミステル 牝3栗 54 川田 将雅�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 450 ―1：15．51� 9．0�
48 スリーロベリア 牝3鹿 54 岡田 祥嗣永井商事� 藤沢 則雄 新ひだか 武 牧場 394 ―1：15．6	 105．7�
611 ビアンカリボン 牝3栗 54

51 ▲坂井 瑠星�ターフ・スポート矢作 芳人 新ひだか 斉藤スタッド 452 ―1：15．81� 35．9�
59 メイショウハツハナ 牝3栗 54 武 幸四郎松本 好雄氏 千田 輝彦 浦河 松栄牧場 466 ―1：16．11� 97．4�
612 カスタニャッチョ 牝3鹿 54 大下 智名古屋友豊� 池添 学 新ひだか 武 牧場 418 ―1：16．63 107．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，558，100円 複勝： 35，178，400円 枠連： 13，492，200円
馬連： 37，445，400円 馬単： 24，457，400円 ワイド： 23，170，900円
3連複： 50，563，300円 3連単： 69，324，900円 計： 274，190，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 300円 � 1，820円 � 1，150円 枠 連（1－4） 3，480円

馬 連 �� 24，910円 馬 単 �� 31，400円

ワ イ ド �� 6，490円 �� 4，310円 �� 28，540円

3 連 複 ��� 254，510円 3 連 単 ��� 1，322，640円

票 数

単勝票数 計 205581 的中 � 30791（2番人気）
複勝票数 計 351784 的中 � 35733（2番人気）� 4655（11番人気）� 7521（8番人気）
枠連票数 計 134922 的中 （1－4） 2997（11番人気）
馬連票数 計 374454 的中 �� 1165（50番人気）
馬単票数 計 244574 的中 �� 584（58番人気）
ワイド票数 計 231709 的中 �� 923（53番人気）�� 1398（37番人気）�� 208（102番人気）
3連複票数 計 505633 的中 ��� 149（286番人気）
3連単票数 計 693249 的中 ��� 38（1525番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―11．9―12．1―12．6―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．6―35．5―47．6―1：00．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F38．1
3 ・（2，3）－（1，7）5（10，14）6，16，12（4，13，9）11，8＝15 4 ・（2，3）－（1，7）－5－10（6，14）9（16，13，12）－（4，11）－8－15

勝馬の
紹 介

メイショウアタカマ �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 ア フ リ ー ト 初出走

2013．2．18生 牡3鹿 母 キタノツムジカゼ 母母 エ テ ー ル 1戦1勝 賞金 6，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 ケイサンペコリーナ号・コウエイエイカン号・リュウセイ号・ワンダーサジェス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

07028 3月5日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （28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30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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード3：15．7良・良

79 アガスティア 牡5黒鹿60 熊沢 重文 �サンデーレーシング 池添 兼雄 安平 追分ファーム 520＋ 83：26．3 3．3�
22 � ケンブリッジアーサ 牡6鹿 60 草野 太郎中西 桂子氏 石栗 龍彦 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 466＋ 23：26．4� 4．3�
33 ワールドカップ 牡4黒鹿59 佐久間寛志小島 將之氏 柴田 光陽 浦河 大北牧場 472＋ 43：27．14 7．1�
55 ララオムドゥクー 牡4鹿 59 石神 深一フジイ興産� 粕谷 昌央 浦河 ヒダカフアーム B472－ 63：27．2クビ 36．0�
66 カーティスバローズ 牡6鹿 60 難波 剛健猪熊 広次氏 中竹 和也 浦河 大北牧場 514＋ 43：27．41 3．5	
811 ルートヴィヒコード 牡4鹿 59 小坂 忠士�G1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 462＋ 23：28．78 18．7

810 エンパイアサンデー 牡4鹿 59 蓑島 靖典戸部 政彦氏 谷原 義明 新ひだか 真歌伊藤牧場 518－ 43：29．65 57．2�
78 サフランスカイ 牡5鹿 60 中村 将之海原 聖一氏 松元 茂樹 平取 高橋 啓 472＋ 63：29．81 15．4�
44 � トーセンスラッガー 牡4黒鹿59 小野寺祐太島川 哉氏 成島 英春 新ひだか 乾 皆雄 452－ 63：29．9� 8．5�
11 プレシャスムーン 牝5鹿 58 高野 和馬鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 452－ 63：30．75 65．9�
67 ワンダーウインディ 牡4黒鹿59 田村 太雅山本 能成氏 佐藤 正雄 新ひだか 城地 清満 518＋ 23：39．1大差 163．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 14，379，100円 複勝： 16，426，900円 枠連： 8，433，800円
馬連： 30，602，500円 馬単： 19，461，300円 ワイド： 16，502，600円
3連複： 45，993，900円 3連単： 68，715，200円 計： 220，515，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 130円 � 150円 � 210円 枠 連（2－7） 640円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，080円

ワ イ ド �� 300円 �� 520円 �� 520円

3 連 複 ��� 1，790円 3 連 単 ��� 7，120円

票 数

単勝票数 計 143791 的中 � 34537（1番人気）
複勝票数 計 164269 的中 � 37617（1番人気）� 29546（3番人気）� 16206（5番人気）
枠連票数 計 84338 的中 （2－7） 10176（2番人気）
馬連票数 計 306025 的中 �� 29986（2番人気）
馬単票数 計 194613 的中 �� 13471（1番人気）
ワイド票数 計 165026 的中 �� 15237（2番人気）�� 7725（6番人気）�� 7705（7番人気）
3連複票数 計 459939 的中 ��� 19218（6番人気）
3連単票数 計 687152 的中 ��� 6988（14番人気）
上り 1マイル 1：47．4 4F 51．7－3F 39．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アガスティア �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Deputy Minister デビュー 2014．2．8 京都6着

2011．4．14生 牡5黒鹿 母 マンティスハント 母母 ウィッチフルシンキング 障害：2戦1勝 賞金 8，250，000円



07029 3月5日 晴 良 （28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20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

713 デルマオギン 牝3鹿 54 M．デムーロ浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 462－ 62：01．6 4．3�
815 ハナズレジェンド 牡3栗 56

53 ▲坂井 瑠星広尾レース� 矢作 芳人 浦河 カナイシスタッド 458± 0 〃 クビ 2．9�
24 ゴールドラッシュ 牡3鹿 56 松山 弘平前田 晋二氏 池江 泰寿 新冠 株式会社

ノースヒルズ 462－ 22：01．92 17．2�
48 インザサイレンス 牡3芦 56 小牧 太岡田 隆寛氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田 猛 464＋ 8 〃 アタマ 6．2�
11 エルリストン 牡3黒鹿56 福永 祐一�G1レーシング 須貝 尚介 安平 追分ファーム 490± 02：02．11� 4．8�
12 ロ ビ ー ナ 牝3青鹿54 内田 博幸加藤 徹氏 荒川 義之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 428± 02：02．2クビ 213．5	
23 ミッキーシャンティ 牡3青鹿56 川田 将雅野田みづき氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 454－ 22：02．3� 12．9

510 ニュートライ 牡3鹿 56 太宰 啓介服部 新平氏 加藤 敬二 浦河 	川フアーム 510－ 82：02．4� 147．9�
59 
 エイシンジーン 牡3鹿 56 武 豊�栄進堂 松元 茂樹 愛 Hong Kong

Eishindo 502 ― 〃 ハナ 43．4�
36 クレッシェレ 牡3黒鹿56 菱田 裕二布施 光章氏 本田 優 むかわ 上水牧場 458－ 22：02．5クビ 160．5
35 アスターサムソン �3鹿 56 岡田 祥嗣加藤 久枝氏 中竹 和也 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500 ―2：02．71� 127．6�
612 アドヴァンス 牡3鹿 56 F．ヴェロン近藤 英子氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 540 ―2：02．91� 26．2�

（仏）

714 マイネルチャンプ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 西園 正都 むかわ 上水牧場 474± 0 〃 ハナ 11．1�

611 テイケイカルミア 牝3鹿 54 国分 恭介兼松 忠男氏 五十嵐忠男 日高 木村牧場 488 ―2：03．85 436．4�
47 フローレススカイ 牝3芦 54 佐藤 友則飯田 良枝氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 474＋ 42：03．9クビ 239．4�

（笠松）

816 ウイングフィールド 牝3鹿 54 田中 健塚本 法生氏 服部 利之 浦河 金成吉田牧場 470－ 62：04．64 298．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，518，300円 複勝： 47，343，700円 枠連： 15，308，200円
馬連： 60，010，700円 馬単： 28，981，100円 ワイド： 35，572，800円
3連複： 79，593，400円 3連単： 103，073，200円 計： 399，401，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 160円 � 150円 � 410円 枠 連（7－8） 520円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，900円

ワ イ ド �� 400円 �� 1，190円 �� 1，310円

3 連 複 ��� 4，570円 3 連 単 ��� 26，040円

票 数

単勝票数 計 295183 的中 � 54004（2番人気）
複勝票数 計 473437 的中 � 82987（2番人気）� 94703（1番人気）� 21925（7番人気）
枠連票数 計 153082 的中 （7－8） 22747（1番人気）
馬連票数 計 600107 的中 �� 52534（1番人気）
馬単票数 計 289811 的中 �� 11433（4番人気）
ワイド票数 計 355728 的中 �� 24863（3番人気）�� 7335（16番人気）�� 6592（19番人気）
3連複票数 計 795934 的中 ��� 13048（18番人気）
3連単票数 計1030732 的中 ��� 2869（92番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．2―36．7―49．6―1：01．9―1：14．2―1：26．1―1：38．0―1：49．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

デルマオギン �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード デビュー 2015．9．6 小倉6着

2013．3．28生 牝3鹿 母 センターステージ 母母 ランニングヒロイン 8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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 ダイシンアレッタ号・プレシャスタイム号・マリネリス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

07030 3月5日 晴 良 （28阪神1）第3日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走12時50分 （芝・右）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．9
1：19．0

良
良

55 � ルグランフリソン 牡3鹿 56 小牧 太前田 幸治氏 中竹 和也 米 Green Lantern
Stables, LLC 476＋ 61：21．4 2．2�

88 レッドカーペット 牡3栗 56 池添 謙一 �泉新キャピタル 高野 友和 安平 ノーザンファーム 512＋ 21：21．5� 6．0�
66 ワンブレスアウェイ 牝3黒鹿54 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 古賀 慎明 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472－16 〃 クビ 5．6�
89 ファインニードル 牡3鹿 56 F．ヴェロン H.H．シェイク・モハメド 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472＋ 81：21．6� 4．3�
（仏）

22 アリアカンタービレ 牝3青鹿54 M．デムーロ �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 高橋 康之 新ひだか 谷岡牧場 438± 01：21．81	 6．3	

33 サフランハート 牡3鹿 56 田中 健海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 426－ 2 〃 ハナ 20．9

11 � ド ナ ル チ ア 牝3栗 54 岩田 康誠小川眞査雄氏 矢作 芳人 米

Hill ’N’ Dale Equine
Holdings, Inc. & Stretch
Run Ventures, LLC

420－ 81：22．11
 40．7�
44 オウケンダイヤ 牝3黒鹿54 国分 恭介福井 明氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 394± 01：22．31
 186．6�
77 � タカラハニー 牝3栗 54 佐藤 友則�ホースケア 山中 輝久 むかわ 清水ファーム 392－ 81：25．0大差 426．7

（笠松） （笠松）

（9頭）

売 得 金
単勝： 29，179，800円 複勝： 48，003，700円 枠連： 12，469，300円
馬連： 51，491，700円 馬単： 32，261，500円 ワイド： 30，683，600円
3連複： 62，622，700円 3連単： 129，318，700円 計： 396，031，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 160円 � 150円 枠 連（5－8） 240円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 1，130円

ワ イ ド �� 280円 �� 240円 �� 530円

3 連 複 ��� 810円 3 連 単 ��� 3，800円

票 数

単勝票数 計 291798 的中 � 102756（1番人気）
複勝票数 計 480037 的中 � 222632（1番人気）� 49116（4番人気）� 55562（3番人気）
枠連票数 計 124693 的中 （5－8） 39897（1番人気）
馬連票数 計 514917 的中 �� 60312（3番人気）
馬単票数 計 322615 的中 �� 21293（4番人気）
ワイド票数 計 306836 的中 �� 28926（4番人気）�� 36176（2番人気）�� 13006（8番人気）
3連複票数 計 626227 的中 ��� 57839（3番人気）
3連単票数 計1293187 的中 ��� 24662（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―34．6―46．2―57．9―1：09．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F35．2
3 2，5，8（1，4，9）6，3，7 4 ・（2，5）（1，8）（4，9）（6，3）＝7

勝馬の
紹 介

�ルグランフリソン �
�
父 Smart Strike �

�
母父 Theatrical デビュー 2015．8．2 新潟1着

2013．3．21生 牡3鹿 母 Leaning Tower 母母 Valse Musette 7戦2勝 賞金 25，994，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



07031 3月5日 晴 良 （28阪神1）第3日 第7競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走13時20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

88 タマモアタック 牡4鹿 57 戸崎 圭太タマモ� 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 484－ 61：53．5 1．8�
89 ドリームタイド 牡4鹿 57 秋山真一郎ライオンレースホース� 中村 均 新冠 つつみ牧場 524－ 21：53．82 7．0�
77 チャップリン 牡4黒鹿57 川田 将雅髙瀬 真尚氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 490＋ 4 〃 ハナ 5．7�
33 	 バイオレットフィズ 牝4黒鹿55 武 豊中山 速水氏 飯田 祐史 日高 日高大洋牧場 436± 0 〃 ハナ 7．1�
66 エイシンイースト 牡5黒鹿57 M．デムーロ�栄進堂 沖 芳夫 浦河 三嶋牧場 496－ 21：54．12 5．7�
22 マルカロゼッタ 牡5栗 57 荻野 琢真日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 506＋ 21：54．2
 21．4	
44 	 キ ヨ マ サ 牡4黒鹿 57

55 △義 英真岡 浩二氏 大根田裕之 熊本 村山 光弘 454＋ 41：54．41� 57．0

11 	 スズカレビン 牡5鹿 57

54 ▲坂井 瑠星永井 啓弍氏 目野 哲也 洞�湖 レイクヴィラファーム 488＋ 21：54．5
 106．3�
55 タムロダイチ 牡4鹿 57

54 ▲三津谷隼人谷口 屯氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 504＋ 21：56．6大差 211．6�
（9頭）

売 得 金
単勝： 26，479，900円 複勝： 45，824，300円 枠連： 9，488，200円
馬連： 44，087，900円 馬単： 30，837，100円 ワイド： 24，783，800円
3連複： 59，346，200円 3連単： 121，097，900円 計： 361，945，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 190円 � 150円 枠 連（8－8） 850円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，220円

ワ イ ド �� 320円 �� 220円 �� 700円

3 連 複 ��� 1，230円 3 連 単 ��� 4，450円

票 数

単勝票数 計 264799 的中 � 114744（1番人気）
複勝票数 計 458243 的中 � 252628（1番人気）� 30926（5番人気）� 44335（3番人気）
枠連票数 計 94882 的中 （8－8） 8650（4番人気）
馬連票数 計 440879 的中 �� 40730（4番人気）
馬単票数 計 308371 的中 �� 18890（5番人気）
ワイド票数 計 247838 的中 �� 19300（4番人気）�� 33396（2番人気）�� 7687（10番人気）
3連複票数 計 593462 的中 ��� 36102（5番人気）
3連単票数 計1210979 的中 ��� 19710（15番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．0―37．3―49．8―1：02．3―1：15．1―1：27．4―1：40．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タマモアタック 
�
父 アルデバランⅡ 

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2015．1．17 京都15着

2012．4．1生 牡4鹿 母 チャームウィーク 母母 アイアムクロス 11戦2勝 賞金 18，550，000円

07032 3月5日 晴 良 （28阪神1）第3日 第8競走 ��
��1，200�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
1：08．8
1：08．7

重
重

611 ミカエルシチー 牡4鹿 57 M．デムーロ �友駿ホースクラブ 橋口 慎介 浦河 駿河牧場 534－ 41：12．0 1．7�
36 ミトノゴールド 牡4栗 57 福永 祐一ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 新ひだか 千代田牧場 B488－ 6 〃 アタマ 4．5�
47 � ブロンズテーラー 牝5青鹿55 国分 恭介中西 浩一氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド 456－ 21：12．1	 5．4�
59 メモリーレーン 牝5栗 55 内田 博幸 �シルクレーシング 荒川 義之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B480± 01：12．42 21．7�
23 メイショウカフウ 牡5鹿 57 武 幸四郎松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 488－ 2 〃 ハナ 33．5	
713 セルリアンコスモ 牡4鹿 57 田中 健�イクタ 川村 禎彦 新冠 ムラカミファーム 512－ 81：12．71	 36．2

815 アーネストミノル 牡5鹿 57 太宰 啓介吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 446－ 61：12．91
 15．3�
48 �� マコーミック 牝4栗 54 F．ヴェロン �ビッグレッドファーム 清水 英克 豪 Fitzwood

Pty Ltd 448－ 61：13．0	 146．6�
（仏）

510 ウサギノカケアシ 牡4芦 57 戸崎 圭太桐谷 茂氏 星野 忍 新ひだか 大滝 康晴 478± 0 〃 ハナ 24．8
24 � エ オ ロ 牡4青鹿57 佐藤 友則内村 正則氏 石橋 守 浦河 松栄牧場 444－ 61：13．1クビ 91．7�

（笠松）

714� シゲルエチゴ 牡5芦 57 中谷 雄太 �ブルアンドベア 伊藤 正徳 日高 新井 昭二 460－10 〃 クビ 267．8�
12 マスターリデル 牡4鹿 57 森 一馬吉岡 泰治氏 松永 昌博 新冠 飛渡牧場 462－ 21：13．73� 129．2�
612 ダンガンコゾウ 牡4栗 57 松岡 正海海谷 幸司氏 高橋 義博 新ひだか 岡田スタツド 498－ 4 〃 クビ 227．8�
11 � エスケイミネルバ 牝4青 55

52 ▲坂井 瑠星服部 新平氏 坪 憲章 浦河 川フアーム 458± 01：14．33� 338．5�
35 セイジャッカル 牡4鹿 57 高倉 稜金田 成基氏 服部 利之 新ひだか 嶋田牧場 470＋ 21：14．4	 36．4�
816� ネオヴォーグ 牝4芦 55 荻野 琢真小林 仁幸氏 平田 修 日高 メイプルファーム 440－ 21：14．82� 406．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，747，600円 複勝： 96，721，100円 枠連： 18，180，900円
馬連： 68，383，700円 馬単： 43，300，100円 ワイド： 37，630，600円
3連複： 89，073，500円 3連単： 149，018，700円 計： 529，056，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 130円 � 130円 枠 連（3－6） 330円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 460円

ワ イ ド �� 170円 �� 200円 �� 400円

3 連 複 ��� 610円 3 連 単 ��� 1，490円

票 数

単勝票数 計 267476 的中 � 121941（1番人気）
複勝票数 計 967211 的中 � 706195（1番人気）� 65643（2番人気）� 62933（3番人気）
枠連票数 計 181809 的中 （3－6） 42252（1番人気）
馬連票数 計 683837 的中 �� 152340（1番人気）
馬単票数 計 433001 的中 �� 69362（1番人気）
ワイド票数 計 376306 的中 �� 62393（1番人気）�� 48306（2番人気）�� 19264（4番人気）
3連複票数 計 890735 的中 ��� 108710（1番人気）
3連単票数 計1490187 的中 ��� 72168（1番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．6―11．9―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．3―34．9―46．8―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミカエルシチー �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2014．11．8 京都9着

2012．3．22生 牡4鹿 母 テンシノキセキ 母母 ビーバップアルー 10戦2勝 賞金 22，440，000円
〔発走状況〕 セイジャッカル号は，枠内駐立不良〔立上る〕。危険防止のため外枠から発走。
〔制裁〕 セルリアンコスモ号の騎手田中健は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 セイジャッカル号は，平成28年3月6日から平成28年3月27日まで出走停止。停止期間の満了後に

発走調教再審査。
※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 オベーション号・シゲルユカタマツリ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



07033 3月5日 晴 良 （28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 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

33 ルミナスウォリアー 牡5鹿 57 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 472－101：59．3 2．3�
22 ヒルノドンカルロ 牡6青鹿57 四位 洋文�ヒルノ 昆 貢 新ひだか 酒井 秀紀 B524＋121：59．62 16．4�
44 アウトオブシャドウ 牡6栗 57 F．ヴェロン飯塚 知一氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 466＋ 6 〃 ハナ 24．8�

（仏）

813 サイモンラムセス 牡6鹿 57 岩田 康誠澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 B442－ 61：59．81� 32．4�
711 コートオブアームズ 牡4鹿 57 中谷 雄太 �シルクレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 450＋ 21：59．9	 10．1	
68 マイネリベルタス 牝5鹿 55 高倉 稜 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム 432± 02：00．0クビ 28．0

56 アドマイヤツヨシ 牡6鹿 57 福永 祐一近藤 利一氏 梅田 智之 新冠 新冠橋本牧場 468－ 42：00．21� 28．7�
57 ボールドジャパン 牡5鹿 57 松山 弘平増田 陽一氏 中村 均 新冠 武田 修一 526＋ 62：00．52 136．4�
69 ヤマニンプードレ 牝6芦 55 国分 恭介土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 478＋ 4 〃 ハナ 154．1
45 ライトファンタジア 牝4栗 55 川田 将雅吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 452－ 62：00．92	 3．5�
812 ビキニスタイル 牝5黒鹿55 菱田 裕二石川 達絵氏 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454＋ 22：01．1
 68．7�
11 ゼンノブレーメン 牡4鹿 57 M．デムーロ大迫久美子氏 石坂 正 新冠 村上 欽哉 490－ 2 〃 クビ 5．7�
710 デンコウリキ 牡6黒鹿57 武 幸四郎田中 康弘氏 池添 学 様似 中脇 一幸 514－ 2 〃 ハナ 28．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 37，272，500円 複勝： 63，848，900円 枠連： 19，919，800円
馬連： 100，395，900円 馬単： 46，393，900円 ワイド： 52，912，400円
3連複： 130，969，600円 3連単： 194，168，200円 計： 645，881，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 440円 � 430円 枠 連（2－3） 1，980円

馬 連 �� 1，810円 馬 単 �� 2，740円

ワ イ ド �� 800円 �� 850円 �� 4，220円

3 連 複 ��� 8，500円 3 連 単 ��� 28，460円

票 数

単勝票数 計 372725 的中 � 127759（1番人気）
複勝票数 計 638489 的中 � 258601（1番人気）� 24188（8番人気）� 24926（6番人気）
枠連票数 計 199198 的中 （2－3） 7788（7番人気）
馬連票数 計1003959 的中 �� 42883（5番人気）
馬単票数 計 463939 的中 �� 12669（8番人気）
ワイド票数 計 529124 的中 �� 17423（7番人気）�� 16364（8番人気）�� 3065（42番人気）
3連複票数 計1309696 的中 ��� 11547（25番人気）
3連単票数 計1941682 的中 ��� 4946（85番人気）

ハロンタイム 12．6―10．6―11．9―12．5―12．5―12．1―11．8―11．7―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．2―35．1―47．6―1：00．1―1：12．2―1：24．0―1：35．7―1：47．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ルミナスウォリアー �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2013．10．12 東京4着

2011．2．9生 牡5鹿 母 ルミナスハッピー 母母 リアリーハッピー 15戦4勝 賞金 75，713，000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5日 晴 良 （28阪神1）第3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；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 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

57 ラテンロック 牡5鹿 57 川田 将雅金子真人ホール
ディングス� 吉田 直弘 日高 白井牧場 502－ 61：23．6 2．0�

69 ハラペーニョペパー 牝4芦 55 F．ヴェロン �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 494－ 21：23．7� 8．1�
（仏）

44 アルボナンザ 牝6栗 55 四位 洋文�エーティー 昆 貢 浦河 辻 牧場 468－ 21：23．8	 11．5�
68 サ ン レ ー ン 牝6鹿 55 武 豊 H.H．シェイク・モハメド 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 488＋ 21：24．11� 4．2�
56 
 セ イ ラ 牝7栗 55 戸崎 圭太萩 英男氏 今野 貞一 日高 中川 哲也 484＋ 41：24．2	 26．7	
812 ミヤジマッキー 牡6鹿 57 国分 恭介曽我 司氏 牧田 和弥 浦河 村中牧場 508－ 6 〃 アタマ 83．8

11 ランドマーキュリー 牡6栗 57 菱田 裕二木村 昌三氏 安達 昭夫 新冠 ハクツ牧場 514－ 6 〃 ハナ 23．1�
813 メイショウアイアン 牡6鹿 57 秋山真一郎松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 藤沢牧場 510＋ 21：24．3	 37．6�
45 ツヨシノブルーム �7芦 57 小林 徹弥横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム 514－ 41：24．51� 154．3
710 マ カ ハ 牡7鹿 57 内田 博幸広尾レース� 小崎 憲 大樹 大樹ファーム B476－ 4 〃 クビ 5．9�
33 テ ン ペ ル 牡8黒鹿57 高倉 稜山本 英俊氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 492－ 21：24．6クビ 61．3�
22 オビーディエント 牡7黒鹿57 小牧 太�ノースヒルズ 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント 476－ 61：24．7	 232．5�
711
 サクラテイオー 牡7青鹿57 岩田 康誠�谷岡牧場 高橋 康之 新ひだか 谷岡牧場 488－ 81：24．91� 220．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 39，971，700円 複勝： 73，134，100円 枠連： 26，438，600円
馬連： 120，631，800円 馬単： 58，038，700円 ワイド： 58，452，500円
3連複： 156，199，600円 3連単： 244，626，200円 計： 777，493，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 210円 � 210円 枠 連（5－6） 260円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，230円

ワ イ ド �� 390円 �� 390円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 2，090円 3 連 単 ��� 6，130円

票 数

単勝票数 計 399717 的中 � 155789（1番人気）
複勝票数 計 731341 的中 � 305818（1番人気）� 61338（4番人気）� 59025（5番人気）
枠連票数 計 264386 的中 （5－6） 77462（1番人気）
馬連票数 計1206318 的中 �� 112524（3番人気）
馬単票数 計 580387 的中 �� 35374（4番人気）
ワイド票数 計 584525 的中 �� 40115（4番人気）�� 40625（3番人気）�� 12204（13番人気）
3連複票数 計1561996 的中 ��� 55973（6番人気）
3連単票数 計2446262 的中 ��� 28921（13番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．3―35．1―47．5―59．7―1：11．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラテンロック �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2014．5．24 京都2着

2011．2．26生 牡5鹿 母 ギガンティア 母母 ベストブート 13戦5勝 賞金 72，064，000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5日 晴 良 （28阪神1）第3日 第11競走 ��
��1，600�第23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 35，000，000円 14，000，000円 8，800，000円 5，300，000円 3，500，000円
付 加 賞 588，000円 168，000円 84，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．0
1：30．7

良
良

611 シンハライト 牝3黒鹿54 池添 謙一 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 430± 01：32．8 5．6�
59 ジ ュ エ ラ ー 牝3鹿 54 M．デムーロ青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 498－ 6 〃 ハナ 2．0�
47 ラベンダーヴァレイ 牝3鹿 54 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 430＋201：33．01� 41．1�
35 クィーンズベスト 牝3鹿 54 F．ヴェロン林 正道氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 484－ 81：33．1� 70．2�

（仏）

12 デンコウアンジュ 牝3黒鹿54 川田 将雅田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 磯野牧場 450＋ 4 〃 クビ 14．9	
713 カイザーバル 牝3黒鹿54 四位 洋文 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム 468± 01：33．2� 36．7

815 クロコスミア 牝3黒鹿54 勝浦 正樹大塚 亮一氏 西浦 勝一 浦河 小島牧場 404－ 2 〃 ハナ 109．7�
816 レッドアヴァンセ 牝3黒鹿54 武 豊 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 428－141：33．41� 7．3�
36 サクレディーヴァ 牝3芦 54 秋山真一郎 K.S．ヤップ氏 村山 明 安平 ノーザンファーム 506＋ 21：33．5	 487．6
612 ウインファビラス 牝3芦 54 松岡 正海�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 444－ 41：33．6� 10．7�
48 エルビッシュ 牝3黒鹿54 福永 祐一吉田 勝己氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 428－ 2 〃 アタマ 15．3�
23 ヴ ィ ブ ロ ス 牝3青 54 内田 博幸佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 414＋ 61：33．7クビ 30．7�
11 フォールインラブ 牝3黒鹿54 松山 弘平�田 昌久氏 田中 章博 千歳 社台ファーム 456± 01：33．8	 90．5�
510 ブランボヌール 牝3芦 54 岩田 康誠前田 葉子氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 430－ 2 〃 アタマ 12．6�
714 クリノラホール 牝3芦 54 小牧 太栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 434－ 41：33．9� 322．7�
24 アドマイヤリード 牝3青鹿54 菱田 裕二近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 412＋14 〃 クビ 59．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 182，033，700円 複勝： 293，303，200円 枠連： 94，731，500円
馬連： 528，345，300円 馬単： 231，185，800円 ワイド： 265，418，200円
3連複： 806，063，900円 3連単： 1，238，892，000円 計： 3，639，973，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 180円 � 110円 � 700円 枠 連（5－6） 380円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 1，830円

ワ イ ド �� 290円 �� 3，440円 �� 1，560円

3 連 複 ��� 10，460円 3 連 単 ��� 44，410円

票 数

単勝票数 計1820337 的中 � 255889（2番人気）
複勝票数 計2933032 的中 � 382792（2番人気）� 1010479（1番人気）� 62701（10番人気）
枠連票数 計 947315 的中 （5－6） 190779（1番人気）
馬連票数 計5283453 的中 �� 560586（1番人気）
馬単票数 計2311858 的中 �� 94607（5番人気）
ワイド票数 計2654182 的中 �� 271322（1番人気）�� 17821（35番人気）�� 40489（18番人気）
3連複票数 計8060639 的中 ��� 57791（28番人気）
3連単票数 計12388920 的中 ��� 20222（125番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．2―34．6―46．8―58．9―1：10．1―1：21．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F33．9
3 3，5（1，6）（7，10）8（2，4，12）（9，11）14，15，13，16 4 ・（3，5）6（1，7）10（2，4，8）12（9，11）（13，15，14）16

勝馬の
紹 介

シンハライト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Singspiel デビュー 2015．10．10 京都1着

2013．4．11生 牝3黒鹿 母 シンハリーズ 母母 Baize 3戦3勝 賞金 61，896，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりシンハライト号・ジュエラー号・ラベンダーヴァレイ号は，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5日 晴 良 （28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

510 タガノクレイオス 牡4鹿 57 菱田 裕二八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 510＋ 81：51．0 26．8�

47 アドマイヤランディ 牡5栗 57 福永 祐一近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 522－ 2 〃 クビ 5．7�
35 ワースムーン 牡6鹿 57 戸崎 圭太橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 514－ 61：51．85 4．1�
12 オールブラッシュ 牡4黒鹿57 岩田 康誠 �社台レースホース村山 明 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492－ 21：52．12 1．8�
24 キングブレイク 牡7栗 57 内田 博幸宮田 守氏 崎山 博樹 浦河 バンブー牧場 532＋181：52．2クビ 58．0�
714 ニシオボヌール �4黒鹿57 武 豊西尾 午郎氏 高橋 亮 浦河 中島牧場 B476－ 6 〃 クビ 14．7	
11 シンゼンガンプ 牡4鹿 57 秋山真一郎原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 樋渡 志尚 462± 01：52．3クビ 37．2

59 パフュームボム 牝5鹿 55 佐藤 友則飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 490＋ 81：52．4	 114．1�

（笠松）

815 グレイスフルデイズ �6芦 57 荻野 琢真 �グリーンファーム西園 正都 千歳 社台ファーム 498＋ 21：52．5	 134．5
611 キョウワランサー 牡5栗 57 国分 恭介�協和牧場 五十嵐忠男 新冠 協和牧場 B484－ 61：52．82 193．2�
816 ザ マ ン ダ 牝5青鹿55 M．デムーロ H.H．シェイク・モハメド 角居 勝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 508－ 41：52．9クビ 14．4�
36 
 ランドスター 牡5栗 57

55 △義 英真木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 492± 01：53．22 376．1�
23 ゲットアテープ 牡5鹿 57 F．ヴェロン 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 504± 01：53．3クビ 138．2�
（仏）

713 ヴォルケンクラッツ 牡5黒鹿57 松山 弘平 �シルクレーシング 平田 修 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 526－ 41：53．4� 34．5�

48 ル イ カ ズ マ 牡5鹿 57 池添 謙一�雅苑興業 西浦 勝一 新ひだか グランド牧場 492－ 21：53．61	 121．1�
612 ヘルデンテノール 牡6鹿 57 勝浦 正樹 �社台レースホース池上 昌和 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490－121：56．2大差 138．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 52，705，500円 複勝： 81，342，700円 枠連： 32，784，200円
馬連： 146，878，100円 馬単： 61，835，000円 ワイド： 63，370，600円
3連複： 169，404，500円 3連単： 272，258，100円 計： 880，578，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，680円 複 勝 � 580円 � 200円 � 210円 枠 連（4－5） 4，140円

馬 連 �� 5，140円 馬 単 �� 13，220円

ワ イ ド �� 1，450円 �� 1，220円 �� 380円

3 連 複 ��� 5，140円 3 連 単 ��� 52，960円

票 数

単勝票数 計 527055 的中 � 15721（6番人気）
複勝票数 計 813427 的中 � 29421（6番人気）� 117573（2番人気）� 112648（3番人気）
枠連票数 計 327842 的中 （4－5） 6129（16番人気）
馬連票数 計1468781 的中 �� 23544（14番人気）
馬単票数 計 618350 的中 �� 3507（35番人気）
ワイド票数 計 633706 的中 �� 10576（15番人気）�� 12664（12番人気）�� 47577（3番人気）
3連複票数 計1694045 的中 ��� 24688（14番人気）
3連単票数 計2722581 的中 ��� 3727（147番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―13．1―12．3―12．4―12．3―12．2―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―37．2―49．5―1：01．9―1：14．2―1：26．4―1：38．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タガノクレイオス �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2014．10．19 京都5着

2012．1．31生 牡4鹿 母 オーベルジュ 母母 タガノラピス 11戦3勝 賞金 24，450，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヘルデンテノール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年4月5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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 スズカウラノス号・デモニオ号・ドリームキラリ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



（28阪神1）第3日 3月5日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 166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

246，290，000円
2，530，000円
6，680，000円
1，660，000円
27，120，000円
66，135，500円
5，228，200円
1，593，600円

勝馬投票券売得金
507，269，100円
995，203，900円
278，714，400円
1，279，819，700円
638，301，100円
673，640，200円
1，785，075，700円
2，798，942，900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 8，956，967，000円

総入場人員 17，232名 （有料入場人員 16，421名）
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