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10001 3月26日 晴 良 （28阪神2）第1日 第1競走 ��1，400�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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

713 トップノート 牝3栗 54 和田 竜二水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 476－ 21：25．4 1．9�
23 シルバーメール 牝3鹿 54

53 ☆小崎 綾也松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 428－ 41：25．61� 37．2�
816 シゲルメジロザメ 牝3鹿 54 A．シュタルケ 森中 蕃氏 高橋 康之 浦河 三好牧場 446－ 41：25．7� 20．1�

（独）

24 ア グ ネ ッ タ 牝3鹿 54 岩田 康誠菅原 広隆氏 羽月 友彦 新ひだか 上村 清志 462－ 21：26．23 4．8�
36 ブルージャーニー 牝3栗 54 戸崎 圭太 �ブルーマネジメント森 秀行 新冠 川上牧場 444－ 6 〃 ハナ 11．2�
48 シアワセデス 牝3鹿 54 池添 謙一窪田 康志氏 浜田多実雄 浦河 有限会社

吉田ファーム 478－ 81：26．41� 11．5	
714 エイシンイマコマチ 牝3栗 54 内田 博幸�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 444± 0 〃 クビ 59．8

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 472＋ 81：26．61 12．9�
12 ルールチェリッシュ 牝3栗 54 石橋 脩儀賀 昭三氏 北出 成人 新ひだか 岡田牧場 470± 01：26．7� 80．2�
59 ラインダール 牝3栗 54 藤岡 佑介 サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 496－ 41：26．8クビ 7．0�
35 ナムラリボン 牝3鹿 54 国分 優作奈村 睦弘氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 424± 01：27．22� 95．5�
612 マンダラキッス 牝3栗 54

52 △義 英真ザ・チャンピオンズ 牧浦 充徳 新ひだか 藤沢牧場 502± 0 〃 クビ 256．6�
510 ハニーブーケ 牝3鹿 54 太宰 啓介髙昭牧場 高橋 康之 浦河 高昭牧場 434－121：27．51� 357．1�
815 テーオーフェミニン 牝3黒鹿 54

51 ▲荻野 極小笹 公也氏 梅田 智之 千歳 社台ファーム 426－101：27．92� 527．2�
611 ルエールダルジャン 牝3芦 54 四位 洋文安原 浩司氏 奥村 豊 浦河 大道牧場 406－ 61：28．43 291．5�
47 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 448－ 21：31．1大差 81．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 16，873，200円 複勝： 40，249，100円 枠連： 8，824，300円
馬連： 40，967，900円 馬単： 21，587，000円 ワイド： 25，383，800円
3連複： 63，308，600円 3連単： 79，871，600円 計： 297，065，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 670円 � 410円 枠 連（2－7） 430円

馬 連 �� 3，200円 馬 単 �� 4，150円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 700円 �� 5，030円

3 連 複 ��� 10，260円 3 連 単 ��� 33，530円

票 数

単勝票数 計 168732 的中 � 68782（1番人気）
複勝票数 計 402491 的中 � 198873（1番人気）� 8098（8番人気）� 14608（7番人気）
枠連票数 計 88243 的中 （2－7） 15552（1番人気）
馬連票数 計 409679 的中 �� 9903（13番人気）
馬単票数 計 215870 的中 �� 3892（14番人気）
ワイド票数 計 253838 的中 �� 5588（14番人気）�� 9787（7番人気）�� 1237（35番人気）
3連複票数 計 633086 的中 ��� 4627（32番人気）
3連単票数 計 798716 的中 ��� 1727（108番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―35．2―47．6―1：00．0―1：12．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トップノート �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 マヤノトップガン デビュー 2015．11．1 京都2着

2013．4．22生 牝3栗 母 カルチャートップ 母母 ジ ャ パ ン 5戦1勝 賞金 13，100，000円
〔その他〕 ダムデミステル号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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 ウォーターウィロー号・ペプチドヴィーナス号
※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。

10002 3月26日 晴 良 （28阪神2）第1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

48 ロードレグナム 牡3青鹿56 岩田 康誠 �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 492－ 41：54．7 10．3�
59 インヴィジブル 牡3黒鹿56 四位 洋文 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 B466－ 21：55．02 23．3�
24 ダンツペレット 牡3芦 56 戸崎 圭太山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 490－ 2 〃 ハナ 2．1�
12 アタックガール 牝3青鹿 54

52 △義 英真長塩 豊氏 飯田 祐史 日高 幾千世牧場 422－ 21：55．63� 34．2�
510 エスシーレオーネ 牡3鹿 56 川田 将雅工藤 圭司氏 森 秀行 浦河 櫛桁牧場 484－10 〃 クビ 9．1�
815 クリノプラハ 牡3鹿 56 藤岡 佑介栗本 博晴氏 谷 潔 日高 白井牧場 544－ 2 〃 ハナ 28．1	
713 イルミオクオーレ 牡3黒鹿56 小牧 太加藤 誠氏 中竹 和也 日高 三城牧場 424＋ 41：56．13 74．5

11 キタイチサクラ 牝3栗 54 内田 博幸小関 昭次氏 矢作 芳人 新冠 村上 欽哉 452－ 21：56．2� 18．8�
36 キングタイド 牡3鹿 56 和田 竜二 H.H．シェイク・モハメド 石橋 守 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 526－ 21：56．94 115．5�
714 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 512＋ 21：57．0クビ 15．2
816 オーシャンマタハリ 牝3黒鹿54 池添 謙一松岡 隆雄氏 浜田多実雄 新ひだか 増本牧場 420－ 61：57．53 4．7�
47 タンブリンマン 牡3鹿 56 国分 優作松本 俊廣氏 北出 成人 日高 天羽 禮治 446± 01：57．82 424．6�
612 ホンマカイナ 牡3鹿 56 菱田 裕二内田 玄祥氏 大根田裕之 新ひだか 鳥谷 勝彦 438＋ 21：58．11� 436．4�
35 ビービーアーカイヴ 牡3黒鹿56 A．シュタルケ 坂東 勝彦氏 吉村 圭司 日高 シンボリ牧場 496－ 21：58．31� 10．3�

（独）

23 グッドプリン 牝3黒鹿54 松山 弘平杉立 恭平氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 464＋ 41：58．51 98．6�
611 リベレイション 牡3鹿 56

55 ☆小崎 綾也吉岡 泰治氏 西村 真幸 新ひだか 桑嶋 峰雄 502－ 41：58．92� 253．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 21，550，800円 複勝： 33，302，100円 枠連： 11，213，100円
馬連： 40，716，400円 馬単： 22，202，900円 ワイド： 25，726，300円
3連複： 57，016，800円 3連単： 68，513，200円 計： 280，241，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，030円 複 勝 � 210円 � 430円 � 120円 枠 連（4－5） 3，000円

馬 連 �� 7，880円 馬 単 �� 15，000円

ワ イ ド �� 1，590円 �� 340円 �� 700円

3 連 複 ��� 3，520円 3 連 単 ��� 36，070円

票 数

単勝票数 計 215508 的中 � 16708（4番人気）
複勝票数 計 333021 的中 � 36037（3番人気）� 13468（8番人気）� 101821（1番人気）
枠連票数 計 112131 的中 （4－5） 2893（14番人気）
馬連票数 計 407164 的中 �� 4004（24番人気）
馬単票数 計 222029 的中 �� 1110（47番人気）
ワイド票数 計 257263 的中 �� 3789（20番人気）�� 21336（2番人気）�� 9229（6番人気）
3連複票数 計 570168 的中 ��� 12132（10番人気）
3連単票数 計 685132 的中 ��� 1377（109番人気）

ハロンタイム 12．6―10．6―13．1―12．9―13．1―13．3―12．9―12．8―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．2―36．3―49．2―1：02．3―1：15．6―1：28．5―1：41．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．4―3F39．1
1
3
・（3，10）14（4，16）11－（7，5，15）6－8，2－9（1，13）12・（3，10）（4，14）16（7，6，15）8，2（1，13，11）9（5，12）

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

勝馬の
紹 介

ロードレグナム �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2015．6．13 阪神4着

2013．2．28生 牡3青鹿 母 レディプリンセス 母母 レディミューズ 11戦1勝 賞金 10，200，000円
〔制裁〕 ビービーアーカイヴ号の騎手A．シュタルケは，2コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：6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 スクリューネイバー号
※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。

第２回 阪神競馬 第１日



10003 3月26日 晴 良 （28阪神2）第1日 第3競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走10時55分 （ダート・右）
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

714 メイショウトキン 牡3黒鹿56 川田 将雅松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 富田牧場 454－ 81：12．6 3．4�
816� アメリカントップ 牡3鹿 56 藤岡 佑介吉澤 克己氏 藤岡 健一 米 Barron-

stown Stud B528－ 81：12．7� 1．6�
510 グランアルバス 牡3鹿 56 内田 博幸飯田 訓大氏 森 秀行 日高 本間牧場 462＋ 81：13．55 8．5�
11 キンシノエナジイ 牡3黒鹿56 岩田 康誠若草クラブ 浅見 秀一 むかわ 真壁 信一 462－ 41：14．24 8．2�
59 モ ン ド ー ル 牡3栗 56 国分 優作吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム B480＋ 21：14．41	 103．0�
713 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± 0 〃 クビ 68．2�
35 スープレックス 
3鹿 56

54 △義 英真藤井聡一郎氏 崎山 博樹 日高 日高大洋牧場 418－ 61：14．61 94．1	
12 シャリマティー 牝3黒鹿54 竹之下智昭
協和牧場 木原 一良 新冠 協和牧場 442＋ 2 〃 ハナ 223．1�
815 ダイシンヤース 牡3鹿 56 池添 謙一山崎 泰博氏 池添 学 新ひだか へいはた牧場 526＋221：14．7� 35．3�
24 ヴ イ カ ン プ 牡3鹿 56

54 △城戸 義政岡田 牧雄氏 中村 均 新ひだか 岡田スタツド 470＋ 6 〃 クビ 47．1
23 タムロゴーゴー 牡3鹿 56

53 ▲三津谷隼人谷口 屯氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 480－ 61：14．8� 283．0�
48 ハートハンター 牝3鹿 54

53 ☆小崎 綾也
ターフ・スポート羽月 友彦 浦河 笹地牧場 406＋ 21：15．86 51．2�
47 モ ヒ カ ン 牡3鹿 56 太宰 啓介内田 玄祥氏 大根田裕之 日高 碧雲牧場 426－ 2 〃 クビ 164．8�
36 ピカピカシャチョウ 牡3鹿 56 菱田 裕二 �ミキハウスHKサービス 服部 利之 新ひだか 高橋フアーム 472 ―1：16．12 234．3�
611 シゲルイブリカマス 牝3鹿 54 古川 吉洋森中 蕃氏 日吉 正和 日高 高山 博 458－ 41：17．05 302．3�
612 シゲルアカカマス 
3栗 56 石橋 脩森中 蕃氏 日吉 正和 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 490－ 41：21．6大差 343．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，978，100円 複勝： 59，699，100円 枠連： 12，138，700円
馬連： 41，504，700円 馬単： 29，056，300円 ワイド： 24，067，100円
3連複： 64，926，400円 3連単： 99，122，700円 計： 351，493，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 120円 � 110円 � 120円 枠 連（7－8） 230円

馬 連 �� 240円 馬 単 �� 610円

ワ イ ド �� 140円 �� 360円 �� 200円

3 連 複 ��� 420円 3 連 単 ��� 2，120円

票 数

単勝票数 計 209781 的中 � 49041（2番人気）
複勝票数 計 596991 的中 � 52515（3番人気）� 405017（1番人気）� 53224（2番人気）
枠連票数 計 121387 的中 （7－8） 39283（1番人気）
馬連票数 計 415047 的中 �� 130060（1番人気）
馬単票数 計 290563 的中 �� 35447（2番人気）
ワイド票数 計 240671 的中 �� 53514（1番人気）�� 12916（4番人気）�� 29902（2番人気）
3連複票数 計 649264 的中 ��� 114523（1番人気）
3連単票数 計 991227 的中 ��� 33773（3番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―12．2―12．1―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．9―36．1―48．2―1：00．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウトキン �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2015．8．8 札幌3着

2013．2．19生 牡3黒鹿 母 メイショウフェーヴ 母母 アルペンローズ 4戦1勝 賞金 9，550，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルイブリカマス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年4月26日まで平

地競走に出走できない。
シゲルアカカマス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年5月26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 カシノポップ号・コンスタンシー号・ナムラシャーロット号

10004 3月26日 晴 良 （28阪神2）第1日 第4競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走11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
2：01．0
2：01．0

不良
不良

710 アドマイヤデライト 牡3黒鹿 56
54 △義 英真近藤 利一氏 梅田 智之 日高 幾千世牧場 B522－ 22：07．0 34．8�

56 ベリーフェイマス 牡3黒鹿56 和田 竜二青山 洋一氏 村山 明 日高 下河辺牧場 454± 02：07．53 9．3�
813 タマモベルガモ 牡3栗 56 松山 弘平タマモ� 川村 禎彦 新冠 アサヒ牧場 476± 02：07．6� 7．8�
44 スマートマリウス 牡3鹿 56 岩田 康誠大川 徹氏 大久保龍志 浦河 桑田牧場 B492－14 〃 クビ 1．6�
11 バイキングスター 牡3黒鹿56 太宰 啓介古賀 禎彦氏 飯田 祐史 日高 浜本牧場 440－ 62：07．7� 11．3�
45 キングエイティ 牡3鹿 56 小牧 太前田 篤久氏 大橋 勇樹 新ひだか 前田 宗将 472－ 62：07．91 104．9	
57 ローデルバーン 牡3黒鹿 56

55 ☆小崎 綾也佐々木雄二氏 松元 茂樹 浦河 	川 啓一 464＋ 82：08．0� 27．5

69 
 ファントムジオペラ 牡3鹿 56 戸崎 圭太大塚 亮一氏 友道 康夫 英 Dr S.

Eversfield B522－ 42：08．53 5．9�
22 ケンブリッジバッハ 牡3栗 56 菱田 裕二中西 宏彰氏 大根田裕之 新ひだか 本桐牧場 520＋ 22：08．6� 160．0�
33 ウインウェルス 牡3栗 56 内田 博幸�ウイン 吉田 直弘 浦河 高野牧場 496＋ 42：09．02� 24．1
68 スクリューネイバー 牡3芦 56

53 ▲三津谷隼人松元 保氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 486－ 22：09．1� 88．5�
711 サンストックトン 牡3鹿 56 竹之下智昭加藤 信之氏 萱野 浩二 浦河 大北牧場 486＋ 22：09．84 106．6�

（12頭）
812 ライペンミノル 牡3栗 56

54 △城戸 義政吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 22，988，100円 複勝： 25，633，800円 枠連： 8，622，300円
馬連： 36，999，400円 馬単： 23，216，600円 ワイド： 22，773，700円
3連複： 47，918，200円 3連単： 74，832，800円 計： 262，984，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，480円 複 勝 � 610円 � 220円 � 210円 枠 連（5－7） 3，380円

馬 連 �� 9，570円 馬 単 �� 16，920円

ワ イ ド �� 1，480円 �� 2，360円 �� 640円

3 連 複 ��� 17，280円 3 連 単 ��� 113，730円

票 数

単勝票数 計 229881 的中 � 5282（8番人気）
複勝票数 計 256338 的中 � 8937（8番人気）� 33286（4番人気）� 34503（3番人気）
枠連票数 計 86223 的中 （5－7） 1974（10番人気）
馬連票数 計 369994 的中 �� 2996（25番人気）
馬単票数 計 232166 的中 �� 1029（46番人気）
ワイド票数 計 227737 的中 �� 3883（17番人気）�� 2390（23番人気）�� 9586（7番人気）
3連複票数 計 479182 的中 ��� 2079（52番人気）
3連単票数 計 748328 的中 ��� 477（301番人気）

ハロンタイム 12．4―11．5―11．7―14．3―13．0―13．0―12．8―13．0―12．4―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．9―35．6―49．9―1：02．9―1：15．9―1：28．7―1：41．7―1：54．1

コーナー
通過順位

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

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤデライト �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2015．6．28 阪神7着

2013．3．15生 牡3黒鹿 母 アドバンスクラーレ 母母 ヴァンドノワール 7戦1勝 賞金 5，000，000円
〔出走取消〕 ライペンミノル号は，疾病〔左肩跛行〕のため出走取消。
※スクリューネイバー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



10005 3月26日 晴 良 （28阪神2）第1日 第5競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走12時15分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．9
1：19．0

良
良

612 フェザリータッチ 牡3鹿 56 川田 将雅 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 442－ 41：21．2 3．0�
48 ファンタサイズ 牡3鹿 56 A．シュタルケ �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 434－ 21：21．73 5．6�

（独）

23 ドルチャーリオ 牡3栗 56 池添 謙一 H.H．シェイク・モハメド 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 454－121：22．23 7．8�

59 ジョーマイク 牡3栗 56 内田 博幸上田けい子氏 中竹 和也 新ひだか 平野牧場 468＋ 4 〃 クビ 12．4�
11 グランノーブル 牡3鹿 56 岩田 康誠三宅 勝俊氏 佐々木晶三 新冠 オリエント牧場 492＋ 61：22．3� 3．1�
35 ナ ヴ ラ ト リ 牝3青鹿54 松山 弘平田上 雅春氏 奥村 豊 新ひだか 岡田スタツド 418－ 81：22．4� 52．4	
818 シャレードスマイル 牝3栗 54 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 430 ― 〃 アタマ 22．5

611 ヴァーティスブルー 牡3青鹿 56

54 △城戸 義政 �ブルーマネジメント松下 武士 浦河 大道牧場 430 ―1：22．82� 286．0�
714 ジェットバローズ 牡3栗 56 四位 洋文猪熊 広次氏 清水 久詞 新冠 川島牧場 470± 0 〃 クビ 20．2
12 アグネスザルーツ 牡3栗 56 古川 吉洋渡辺公美子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 476± 01：22．9クビ 40．5�
816 ショーオレク 牡3栗 56

54 △義 英真吉冨 学氏 吉村 圭司 千歳 社台ファーム 458－ 4 〃 クビ 412．6�
713 エイシンミレレ 牝3黒鹿54 和田 竜二�栄進堂 今野 貞一 浦河 三嶋牧場 418－14 〃 アタマ 56．1�
510 ロ カ ビ リ ー 牡3黒鹿 56

53 ▲三津谷隼人 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 518－141：23．11� 360．0�

817 ブリリョドソル 牝3黒鹿54 小牧 太名古屋友豊� 宮本 博 洞�湖 レイクヴィラファーム 444＋ 21：23．2� 25．9�
715 サンタモニカ 牝3黒鹿54 石橋 脩 �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 432 ― 〃 アタマ 95．1�
47 レッドレスパース 牡3鹿 56

55 ☆小崎 綾也 �東京ホースレーシング 藤原 英昭 日高 戸川牧場 B424＋ 81：24．15 178．1�
36 ニホンピロアスター 牝3黒鹿54 太宰 啓介小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 444－ 81：24．73� 356．6�

（17頭）
24 トーホウリリー 牝3栗 54 藤岡 佑介東豊物産� 高橋 亮 日高 竹島 幸治 ― ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 23，674，200円 複勝： 39，434，400円 枠連： 12，079，200円
馬連： 47，059，000円 馬単： 24，353，400円 ワイド： 30，675，700円
3連複： 68，442，400円 3連単： 82，855，800円 計： 328，574，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 180円 � 210円 枠 連（4－6） 770円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 1，590円

ワ イ ド �� 360円 �� 440円 �� 460円

3 連 複 ��� 1，980円 3 連 単 ��� 7，330円

票 数

単勝票数 差引計 236742（返還計 137） 的中 � 61474（1番人気）
複勝票数 差引計 394344（返還計 190） 的中 � 85732（2番人気）� 52766（3番人気）� 42189（4番人気）
枠連票数 差引計 120792（返還計 14） 的中 （4－6） 12067（2番人気）
馬連票数 差引計 470590（返還計 289） 的中 �� 40790（3番人気）
馬単票数 差引計 243534（返還計 164） 的中 �� 11460（4番人気）
ワイド票数 差引計 306757（返還計 614） 的中 �� 22608（3番人気）�� 17443（5番人気）�� 16751（6番人気）
3連複票数 差引計 684424（返還計 1285） 的中 ��� 25893（5番人気）
3連単票数 差引計 828558（返還計 1350） 的中 ��� 8191（14番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．5―11．6―11．6―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―34．7―46．3―57．9―1：09．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F34．9
3 12（6，8，17）9（5，14）（2，13）1，10（3，16）（11，7）15，18 4 12（8，17）9（6，5，14）（1，2，13）16（11，3，10）（18，7）－15

勝馬の
紹 介

フェザリータッチ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2015．12．6 中京3着

2013．3．20生 牡3鹿 母 カメリアローズ 母母 カプリコーン 4戦1勝 賞金 8，850，000円
〔出走取消〕 トーホウリリー号は，疾病〔左後肢フレグモーネ〕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 スターストリーム号
※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。

10006 3月26日 晴 良 （28阪神2）第1日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走12時45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

45 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 510－ 21：09．5 1．9�
22 サイタスリーレッド 牡3鹿 56 戸崎 圭太西村 憲人氏 佐藤 正雄 新ひだか カタオカフアーム 470－ 61：09．6� 14．3�
44 メイショウベニフジ 牝3黒鹿54 松山 弘平松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 太陽牧場 430± 01：09．81� 11．7�
68 キンシロケット 牡3鹿 56 内田 博幸若草クラブ 浅見 秀一 日高 千葉飯田牧場 482＋101：10．11� 20．8�
710 タイセイエクレール 牡3鹿 56 A．シュタルケ 田中 成奉氏 森田 直行 新ひだか 藤沢牧場 496－ 41：10．2	 6．1�

（独）

711 ブンブンブラウ 牝3鹿 54
52 △義 英真三宅 勝俊氏 川村 禎彦 新ひだか 中田 英樹 B442＋ 21：10．3� 142．7	

812 ファジーネーブル 牝3黒鹿 54
52 △城戸 義政
ミルファーム 石毛 善彦 新ひだか 畠山牧場 406－ 41：10．4� 133．2�

57 ルージュノアール 牝3黒鹿54 川田 将雅前原 敏行氏 野中 賢二 新ひだか チャンピオンズファーム 450＋ 6 〃 ハナ 4．5�
56 バ オ バ ブ 牝3芦 54 石橋 脩 Him Rock Racing 加用 正 日高 タバタファーム 432± 0 〃 ハナ 25．2
33 タイセイマライカ 牝3黒鹿54 菱田 裕二田中 成奉氏 西村 真幸 浦河 金石牧場 394± 01：10．5クビ 415．1�
69 エスペランサリュウ 牡3鹿 56 岩田 康誠江上 幸�氏 飯田 雄三 日高 中館牧場 476＋161：10．71 16．7�
11 サクラブチャン 牝3黒鹿54 水口 優也田頭 勇貴氏 柄崎 孝 むかわ 真壁 信一 402－ 81：10．91	 520．1�
813 コパノマリーン 牝3鹿 54 和田 竜二小林 祥晃氏 斎藤 誠 日高 ヤナガワ牧場 422－ 21：12．07 26．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 28，281，500円 複勝： 40，982，500円 枠連： 14，191，000円
馬連： 53，730，000円 馬単： 28，650，600円 ワイド： 31，310，400円
3連複： 73，802，000円 3連単： 102，986，700円 計： 373，934，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 290円 � 210円 枠 連（2－4） 930円

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 1，590円

ワ イ ド �� 440円 �� 320円 �� 1，310円

3 連 複 ��� 1，890円 3 連 単 ��� 9，130円

票 数

単勝票数 計 282815 的中 � 115404（1番人気）
複勝票数 計 409825 的中 � 124422（1番人気）� 26575（6番人気）� 44033（4番人気）
枠連票数 計 141910 的中 （2－4） 11774（5番人気）
馬連票数 計 537300 的中 �� 37370（4番人気）
馬単票数 計 286506 的中 �� 13497（5番人気）
ワイド票数 計 313104 的中 �� 18617（4番人気）�� 26865（3番人気）�� 5459（18番人気）
3連複票数 計 738020 的中 ��� 29190（4番人気）
3連単票数 計1029867 的中 ��� 8177（21番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．6―11．6―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．2―34．8―46．4―57．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．3―3F34．7
3 ・（6，12）（5，13）（10，11）2（7，8）3，9（1，4） 4 ・（6，12）（5，13）（10，11，8）2，7（3，9，4）1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

レッドカーペット �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2015．7．4 中京2着

2013．5．7生 牡3栗 母 タペストリー 母母 ゲ ル ニ カ 8戦2勝 賞金 28，854，000円
※コパノマリーン号・ファジーネーブル号は，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。



10007 3月26日 晴 良 （28阪神2）第1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

55 スズカシャーマン 牝5芦 55
54 ☆小崎 綾也永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新ひだか 藤沢牧場 460± 01：24．5 11．8�

44 テイエムリヴィエラ 牝5鹿 55 池添 謙一竹園 正繼氏 浜田多実雄 日高 テイエム牧場日高支場 B460－ 41：24．6� 6．6�
68 ナリタノヘア 牝4鹿 55

53 △城戸 義政�オースミ 松下 武士 新ひだか 岡田牧場 410－ 41：24．7� 17．4�
811 ティアップブロンド 牝4栗 55 国分 優作田中 昇氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 B510－ 41：24．8クビ 3．9�
56 マイティティー 牝4鹿 55 古川 吉洋五影 慶則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 472＋141：24．9� 35．8�
33 � レディカリビアン 牝5芦 55 和田 竜二山内 邦一氏 安達 昭夫 新冠 森永 聡 464＋ 21：25．11� 5．3	
67 ウインクルミラクル 牝5鹿 55 四位 洋文�有能 高橋 亮 新冠 隆栄牧場 B484＋ 6 〃 ハナ 21．4

812 ビットレート 牝4栗 55 川田 将雅 �キャロットファーム 中内田充正 安平 ノーザンファーム 462＋ 61：25．41� 3．3�
79 オールオブナイト 牝5黒鹿55 戸崎 圭太市川義美ホール

ディングス� 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 438＋ 41：25．71� 8．3
11 � クリノツネチャン 牝5栗 55

53 △義 英真栗本 博晴氏 星野 忍 日高 川島 良一 450－ 41：25．91� 55．6�
22 � アイファーハート 牝4黒鹿 55

52 ▲荻野 極中島 稔氏 坪 憲章 新冠 川上牧場 B462＋ 4 〃 アタマ 400．5�
710 インシグニスブルー 牝4栗 55 松山 弘平 �ブルーマネジメント藤沢 則雄 新冠 川上牧場 446－ 21：27．510 255．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 26，687，100円 複勝： 42，722，600円 枠連： 13，644，900円
馬連： 56，813，100円 馬単： 28，731，200円 ワイド： 31，618，800円
3連複： 76，147，200円 3連単： 98，230，200円 計： 374，595，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，180円 複 勝 � 310円 � 190円 � 310円 枠 連（4－5） 3，600円

馬 連 �� 3，210円 馬 単 �� 7，790円

ワ イ ド �� 920円 �� 1，630円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 10，770円 3 連 単 ��� 71，570円

票 数

単勝票数 計 266871 的中 � 18048（6番人気）
複勝票数 計 427226 的中 � 33694（6番人気）� 66235（4番人気）� 33670（7番人気）
枠連票数 計 136449 的中 （4－5） 2936（15番人気）
馬連票数 計 568131 的中 �� 13698（17番人気）
馬単票数 計 287312 的中 �� 2766（33番人気）
ワイド票数 計 316188 的中 �� 9000（14番人気）�� 4882（22番人気）�� 8015（16番人気）
3連複票数 計 761472 的中 ��� 5300（42番人気）
3連単票数 計 982302 的中 ��� 995（259番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スズカシャーマン �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 タマモクロス デビュー 2013．11．3 京都18着

2011．2．25生 牝5芦 母 シャドウリング 母母 アームサンサン 22戦3勝 賞金 34，550，000円

10008 3月26日 晴 良 （28阪神2）第1日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時50分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

11 ゴットロブロイ 牡5栗 57 竹之下智昭後藤 進氏 木原 一良 浦河 富田牧場 512－141：52．7 8．6�
22 ネオヴァリアント 牡5鹿 57 松山 弘平小林 仁幸氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム 498＋101：52．8� 17．4�
810� エアカーディナル 牡5鹿 57 岩田 康誠 �ラッキーフィールド笹田 和秀 平取 稲原牧場 482± 01：53．12 2．4�
77 ショウナンガッチャ 牡5栗 57 和田 竜二国本 哲秀氏 北出 成人 日高 森永牧場 480± 01：53．31� 8．0�
78 スマートガイア 牡4鹿 57 戸崎 圭太大川 徹氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 480－ 21：53．4� 5．2�
33 ワールドリースター 牡4鹿 57 川田 将雅 	サンデーレーシング 渡辺 薫彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482＋ 61：53．72 5．0

66 サンライズレーヴ 牡5栗 57

55 △義 英真松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 482＋ 81：53．91� 14．9�

89 ブラックシェンロン 	5鹿 57 菱田 裕二田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 登別 登別上水牧場 454－121：54．64 262．8�
44 アセイラント 	4鹿 57 水口 優也山上 和良氏 福島 信晴 新ひだか 前谷 武志 520± 01：54．7クビ 15．1
55 メイショウカシュウ 牡4鹿 57

55 △城戸 義政松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 494± 0 〃 クビ 68．3�
（10頭）

売 得 金
単勝： 26，383，000円 複勝： 34，972，800円 枠連： 12，532，300円
馬連： 57，445，400円 馬単： 30，350，500円 ワイド： 30，164，900円
3連複： 67，756，500円 3連単： 115，348，800円 計： 374，954，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 310円 � 310円 � 140円 枠 連（1－2） 6，540円

馬 連 �� 3，980円 馬 単 �� 7，450円

ワ イ ド �� 1，130円 �� 540円 �� 580円

3 連 複 ��� 3，760円 3 連 単 ��� 28，070円

票 数

単勝票数 計 263830 的中 � 24351（5番人気）
複勝票数 計 349728 的中 � 24578（5番人気）� 24019（6番人気）� 88996（1番人気）
枠連票数 計 125323 的中 （1－2） 1485（18番人気）
馬連票数 計 574454 的中 �� 11181（18番人気）
馬単票数 計 303505 的中 �� 3053（34番人気）
ワイド票数 計 301649 的中 �� 6502（15番人気）�� 14830（5番人気）�� 13577（7番人気）
3連複票数 計 677565 的中 ��� 13506（15番人気）
3連単票数 計1153488 的中 ��� 2979（105番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―13．3―12．5―12．4―12．5―12．7―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．2―37．5―50．0―1：02．4―1：14．9―1：27．6―1：39．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ゴットロブロイ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ドクターデヴィアス デビュー 2014．1．6 京都1着

2011．5．30生 牡5栗 母 ローズサッシュ 母母 ゴールデンサッシュ 10戦2勝 賞金 15，000，000円



10009 3月26日 晴 良 （28阪神2）第1日 第9競走 ��1，800�
く ん し ら ん

君 子 蘭 賞
発走14時25分 （芝・右・外）

牝，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 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：43．9

良
良

22 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 466－ 21：47．6 1．9�
66 キンショーユキヒメ 牝3芦 54 川田 将雅礒野日出夫氏 中村 均 千歳 社台ファーム 504＋ 81：47．81� 3．7�
33 サウンドパラダイス 牝3鹿 54 菱田 裕二増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 490－141：48．01� 41．9�
11 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 436＋ 21：48．1� 14．2�
55 カ ジ ノ ブ ギ 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �社台レースホース中内田充正 千歳 社台ファーム 468＋ 81：48．31 4．5�
88 エールデュレーヴ 牝3黒鹿54 池添 謙一 �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 414－161：48．83 8．6	
44 フィーユダムール 牝3鹿 54 岩田 康誠窪田 康志氏 石坂 正 安平 追分ファーム 426－ 81：48．9� 59．9

77 アフターダーク 牝3鹿 54 小崎 綾也三田 昌宏氏 高橋 義忠 千歳 社台ファーム 476－121：49．43 160．9�
89 リングオブハピネス 牝3栗 54 松山 弘平五影 慶則氏 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 448－ 61：49．5� 36．7�

（9頭）

売 得 金
単勝： 42，215，900円 複勝： 47，377，600円 枠連： 14，827，000円
馬連： 80，224，100円 馬単： 48，712，700円 ワイド： 36，712，500円
3連複： 86，567，400円 3連単： 209，813，400円 計： 566，450，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 120円 � 370円 枠 連（2－6） 340円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 540円

ワ イ ド �� 170円 �� 730円 �� 880円

3 連 複 ��� 2，160円 3 連 単 ��� 6，250円

票 数

単勝票数 計 422159 的中 � 170593（1番人気）
複勝票数 計 473776 的中 � 185319（1番人気）� 101231（2番人気）� 15757（7番人気）
枠連票数 計 148270 的中 （2－6） 33321（1番人気）
馬連票数 計 802241 的中 �� 172422（1番人気）
馬単票数 計 487127 的中 �� 66928（1番人気）
ワイド票数 計 367125 的中 �� 74815（1番人気）�� 10795（9番人気）�� 8731（12番人気）
3連複票数 計 865674 的中 ��� 29950（7番人気）
3連単票数 計2098134 的中 ��� 24335（18番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―11．8―12．2―12．9―12．2―11．2―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．4―36．2―48．4―1：01．3―1：13．5―1：24．7―1：36．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．3―3F34．1
3 ・（1，9）（4，8）（2，6）7（3，5） 4 ・（1，9）8（4，6）2（5，7）3

勝馬の
紹 介

カイザーバル 
�
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 2015．9．21 阪神1着

2013．2．18生 牝3黒鹿 母 ダンスインザムード 母母 ダンシングキイ 6戦2勝 賞金 21，281，000円

10010 3月26日 晴 良 （28阪神2）第1日 第10競走 ��
��2，000�

こうなん

甲南ステークス
発走15時00分 （ダート・右）
4歳以上，1，600万円以下，27．3．28以降28．3．21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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
2：01．0
2：01．0

不良
不良

815 メイショウイチオシ 牡5黒鹿57 岩田 康誠松本 好雄氏 庄野 靖志 新冠 八木 常郎 540＋ 42：03．6 3．6�
713 マウントハレアカラ 牡4鹿 54 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 日高 日高大洋牧場 462－ 22：03．91� 6．7�
12 � ミキノハルモニー 牡5栃栗54 藤岡 佑介谷口 久和氏 大橋 勇樹 新ひだか 岡田牧場 460－ 4 〃 クビ 20．5�
11 チェスナットバロン 牡7栗 55 小牧 太金子真人ホール

ディングス� 村山 明 安平 ノーザンファーム 572＋ 22：04．0クビ 23．1�
59 タイガークラウン 牡5黒鹿55 太宰 啓介伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム 476± 02：04．1� 5．7�
510 エ ル マ ン ボ 牡6青鹿56 A．シュタルケ 	キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 524－122：04．31	 4．6


（独）

23 マ ル ケ サ ス 牡7青鹿54 内田 博幸 	キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 484＋ 22：04．62 14．5�
48 タマノブリュネット 牝4栗 53 戸崎 圭太玉腰 勇吉氏 高柳 瑞樹 浦河 三嶋牧場 466－ 72：04．91� 8．5�
816 セイカフォルテ 牡8鹿 53 和田 竜二久米 大氏 相沢 郁 新ひだか タイヘイ牧場 452－ 82：05．0
 44．6
36 トウショウギフト 牡7鹿 52 城戸 義政トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 534－ 42：05．1
 81．9�
714 スマートボムシェル 牡4栗 54 竹之下智昭大川 徹氏 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 508－ 22：05．41� 14．7�
612 スリータイタン �7黒鹿53 小崎 綾也永井商事� 村山 明 新ひだか グランド牧場 462± 02：05．5� 57．7�
35 セイカアヴァンサ 牡4鹿 53 古川 吉洋久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 452－ 42：05．7� 120．0�
24 メイショウソレイユ 牡6鹿 52 義 英真松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 太陽牧場 460－ 42：06．55 244．8�
47 タガノビリーヴィン 牡6黒鹿54 三津谷隼人八木 昌司氏 河内 洋 新冠 八木牧場 516＋ 62：06．71
 91．2�
611 セブンフォース 牡6栗 54 池添 謙一前迫 義幸氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 558＋ 22：07．87 59．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，963，200円 複勝： 59，137，400円 枠連： 32，059，200円
馬連： 122，031，400円 馬単： 49，630，700円 ワイド： 58，861，900円
3連複： 163，537，400円 3連単： 210，259，700円 計： 731，480，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 190円 � 240円 � 400円 枠 連（7－8） 870円

馬 連 �� 1，350円 馬 単 �� 2，320円

ワ イ ド �� 620円 �� 1，260円 �� 1，800円

3 連 複 ��� 7，560円 3 連 単 ��� 27，050円

票 数

単勝票数 計 359632 的中 � 79241（1番人気）
複勝票数 計 591374 的中 � 92634（2番人気）� 64425（4番人気）� 32533（8番人気）
枠連票数 計 320592 的中 （7－8） 28545（3番人気）
馬連票数 計1220314 的中 �� 69565（2番人気）
馬単票数 計 496307 的中 �� 16035（4番人気）
ワイド票数 計 588619 的中 �� 25583（2番人気）�� 11774（16番人気）�� 8117（22番人気）
3連複票数 計1635374 的中 ��� 16223（24番人気）
3連単票数 計2102597 的中 ��� 5634（73番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―11．7―13．6―12．5―12．8―11．9―12．0―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．2―35．9―49．5―1：02．0―1：14．8―1：26．7―1：38．7―1：50．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウイチオシ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー 2013．9．21 阪神5着

2011．5．9生 牡5黒鹿 母 グリーンヒルレッド 母母 リュウトロフィ 18戦5勝 賞金 78，195，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 エンキンドル号・セイスコーピオン号・タガノクレイオス号・ヨヨギマック号
※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。



10011 3月26日 晴 良 （28阪神2）第1日 第11競走 ��
��1，800�第63回毎 日 杯（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・右・外）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金1，800万
円以上の馬1�増，�：馬齢重量，重賞競走1着馬1�増

毎日新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000円
付 加 賞 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：43．9

良
良

810 スマートオーディン 牡3黒鹿57 戸崎 圭太大川 徹氏 松田 国英 新冠 スカイビーチステーブル 484－101：47．3 1．7�
22 アーバンキッド 牡3鹿 56 石橋 脩 �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 466－ 41：47．51	 6．8�
55 タイセイサミット 牡3栗 56 川田 将雅田中 成奉氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 490± 01：47．6
 4．6�
66 レインボーフラッグ 牡3鹿 56 小牧 太 �グリーンファーム小崎 憲 千歳 社台ファーム 450－ 81：47．7� 51．8�
11 ロワアブソリュー 牡3鹿 56 A．シュタルケ �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 502± 01：47．8� 6．1	

（独）

44 ディープエクシード 牡3鹿 56 岩田 康誠菅原 広隆氏 松永 昌博 新冠 パカパカ
ファーム 486＋ 61：48．54 9．0


77 アイファープリティ 牝3鹿 54 池添 謙一中島 稔氏 �島 一歩 新冠 川上 悦夫 434＋ 41：48．71	 139．1�
78 キャノンストーム 牡3黒鹿56 松山 弘平前田 幸治氏 笹田 和秀 新冠 株式会社

ノースヒルズ 498－ 41：49．23 75．7�
89 トーアライジン 牡3芦 56 小崎 綾也高山ランド� 村山 明 豊浦トーア牧場 488± 01：49．3� 236．5
33 オウケンダイヤ 牝3黒鹿54 菱田 裕二福井 明氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 390－ 4 〃 クビ 416．1�

（10頭）

売 得 金
単勝： 109，284，400円 複勝： 112，145，600円 枠連： 36，248，900円
馬連： 261，008，600円 馬単： 158，759，200円 ワイド： 105，692，500円
3連複： 301，193，600円 3連単： 847，567，200円 計： 1，931，900，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 140円 � 120円 枠 連（2－8） 590円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 780円

ワ イ ド �� 220円 �� 170円 �� 330円

3 連 複 ��� 660円 3 連 単 ��� 2，410円

票 数

単勝票数 計1092844 的中 � 496837（1番人気）
複勝票数 計1121456 的中 � 470964（1番人気）� 138236（3番人気）� 192022（2番人気）
枠連票数 計 362489 的中 （2－8） 47038（3番人気）
馬連票数 計2610086 的中 �� 336059（3番人気）
馬単票数 計1587592 的中 �� 152309（3番人気）
ワイド票数 計1056925 的中 �� 120337（2番人気）�� 186876（1番人気）�� 67292（6番人気）
3連複票数 計3011936 的中 ��� 340537（2番人気）
3連単票数 計8475672 的中 ��� 254328（6番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―12．2―12．6―12．7―12．4―11．3―10．6―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．1―36．3―48．9―1：01．6―1：14．0―1：25．3―1：35．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F33．3
3 4（3，7）5（2，8）1，10－6，9 4 4，7（3，5）（2，8）（1，10）－6－9

勝馬の
紹 介

スマートオーディン �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 Alzao デビュー 2015．9．20 阪神1着

2013．2．20生 牡3黒鹿 母 レディアップステージ 母母 She’s The Tops 5戦3勝 賞金 84，197，000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。

10012 3月26日 晴 良 （28阪神2）第1日 第12競走 ��
��1，600�サラブレッド系4歳以上

発走16時10分 （芝・右・外）
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
1：32．0
1：30．7

良
良

56 シュヴァリエ 牝5栗 55 内田 博幸 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか カントリー牧場 462± 01：35．2 19．4�

710 トップアート 牡5鹿 57 A．シュタルケ 青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム B448± 0 〃 アタマ 4．3�
（独）

68 ヒルノマテーラ 牝5黒鹿55 四位 洋文�ヒルノ 昆 貢 浦河 辻 牧場 464± 0 〃 アタマ 4．6�
44 タガノエンブレム 牡6青鹿57 古川 吉洋八木 良司氏 斉藤 崇史 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476－ 61：35．3クビ 21．6�
79 サトノアッシュ 牡4鹿 57 戸崎 圭太里見 治氏 中竹 和也 日高 下河辺牧場 486＋ 21：35．4� 3．0�
11 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 448－ 61：35．5� 152．2	
55 	 クリノハッチャン 牝5鹿 55

53 △城戸 義政栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 三輪牧場 456± 0 〃 クビ 156．9

812 ユキノカトレア 牝4鹿 55 太宰 啓介北所 直人氏 坂口 正則 日高 川端 正博 478＋201：35．6クビ 69．3�
22 サンセットスカイ 牡6栗 57 松山 弘平前田 晋二氏 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 484± 0 〃 クビ 12．4�
33 レッドカーラ 牝4黒鹿55 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 436－ 21：35．81
 6．2
811 ウインスプラッシュ 牡5鹿 57

55 △義 英真�ウイン 加用 正 日高 白瀬 盛雄 508－ 21：35．9アタマ 31．5�
67 レッドオーラム 牝5鹿 55 小牧 太 �東京ホースレーシング 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 484－ 61：36．11
 12．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 34，223，700円 複勝： 48，404，800円 枠連： 22，529，100円
馬連： 121，332，300円 馬単： 44，989，400円 ワイド： 48，382，000円
3連複： 124，192，700円 3連単： 209，263，900円 計： 653，317，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，940円 複 勝 � 380円 � 170円 � 180円 枠 連（5－7） 1，980円

馬 連 �� 7，320円 馬 単 �� 15，940円

ワ イ ド �� 1，560円 �� 1，470円 �� 480円

3 連 複 ��� 8，430円 3 連 単 ��� 92，960円

票 数

単勝票数 計 342237 的中 � 14085（7番人気）
複勝票数 計 484048 的中 � 26316（7番人気）� 82560（2番人気）� 75741（3番人気）
枠連票数 計 225291 的中 （5－7） 8783（8番人気）
馬連票数 計1213323 的中 �� 13649（21番人気）
馬単票数 計 449894 的中 �� 2116（51番人気）
ワイド票数 計 483820 的中 �� 7631（20番人気）�� 8138（17番人気）�� 27793（4番人気）
3連複票数 計1241927 的中 ��� 11041（27番人気）
3連単票数 計2092639 的中 ��� 1632（274番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．2―36．6―49．0―1：01．4―1：12．5―1：23．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シュヴァリエ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー 2013．6．15 函館2着

2011．3．21生 牝5栗 母 タニノカリス 母母 タニノクリスタル 26戦3勝 賞金 36，564，000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。



（28阪神2）第1日 3月26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 159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

235，540，000円
7，280，000円
1，360，000円
26，210，000円
62，965，000円
4，304，000円
1，526，400円

勝馬投票券売得金
409，103，200円
584，061，800円
198，910，000円
959，832，300円
510，240，500円
471，369，600円
1，194，809，200円
2，198，666，000円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 6，526，992，600円

総入場人員 13，263名 （有料入場人員 12，457名）
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