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10013 3月27日 晴 良 （28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

610 ディアスプマンテ 牝3栗 54 川田 将雅 �グリーンファーム荒川 義之 千歳 社台ファーム 432－ 81：55．9 1．9�
58 スズカエメラルド 牝3鹿 54 熊沢 重文永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 小島牧場 418＋ 2 〃 クビ 97．3�
814 フロジストン 牝3黒鹿54 松田 大作 H.H．シェイク・モハメド 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466－ 41：56．21� 7．1�
45 モルトカリーナ 牝3黒鹿54 北村 友一原 �子氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 508－ 61：56．51� 44．7�
11 ド ゥ ラ セ ア 牝3黒鹿54 武 幸四郎中辻 明氏 日吉 正和 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476－ 41：56．71� 23．1�
34 リベリーターン 牝3鹿 54 高倉 稜	バンブー牧場 佐藤 正雄 浦河 バンブー牧場 480－ 21：56．8クビ 15．9

57 レッドカルディア 牝3鹿 54 藤岡 佑介 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 470－ 41：57．01� 8．8�
46 トリプライト 牝3鹿 54 松若 風馬 	サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B450－ 41：57．1� 3．1�
69 ゴールデンビューチ 牝3鹿 54 田中 健�協栄 北出 成人 日高 タバタファーム 448－ 81：57．2クビ 456．8
712 ワンダーピルエット 牝3鹿 54

52 △義 英真山本 能行氏 小崎 憲 新ひだか フクダファーム 484－ 41：57．62� 59．4�
813 ウェルノーテッド 牝3黒鹿54 古川 吉洋安原 浩司氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 420＋ 41：57．81� 163．7�
33 メイショウエニシ 牝3黒鹿54 小林 徹弥松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 424± 01：58．22� 354．1�
22 モ ズ メ シ ア 牝3鹿 54

51 ▲荻野 極 �キャピタル・システム 清水 久詞 日高 目黒牧場 454－ 61：59．37 470．4�
711 マリノトップレディ 牝3栗 54

51 ▲森 裕太朗�クラウン 中竹 和也 日高 クラウン日高牧場 466－121：59．83 473．2�
（14頭）

売 得 金
単勝： 19，874，800円 複勝： 41，531，600円 枠連： 8，929，800円
馬連： 40，748，700円 馬単： 26，406，800円 ワイド： 24，381，200円
3連複： 60，334，400円 3連単： 101，452，300円 計： 323，659，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 1，530円 � 220円 枠 連（5－6） 660円

馬 連 �� 10，070円 馬 単 �� 12，210円

ワ イ ド �� 2，990円 �� 440円 �� 5，370円

3 連 複 ��� 12，840円 3 連 単 ��� 76，220円

票 数

単勝票数 計 198748 的中 � 81025（1番人気）
複勝票数 計 415316 的中 � 209158（1番人気）� 3145（9番人気）� 31591（4番人気）
枠連票数 計 89298 的中 （5－6） 10429（2番人気）
馬連票数 計 407487 的中 �� 3133（20番人気）
馬単票数 計 264068 的中 �� 1621（31番人気）
ワイド票数 計 243812 的中 �� 1991（25番人気）�� 15958（3番人気）�� 1096（30番人気）
3連複票数 計 603344 的中 ��� 3524（33番人気）
3連単票数 計1014523 的中 ��� 965（176番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．3―37．9―50．9―1：03．8―1：16．8―1：29．7―1：42．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ディアスプマンテ �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2016．1．23 京都3着

2013．4．11生 牝3栗 母 クィーンスプマンテ 母母 センボンザクラ 4戦1勝 賞金 10，500，000円

10014 3月27日 晴 良 （28阪神2）第2日 第2競走 1，400�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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

713 セ ネ ッ テ ィ 牡3鹿 56 A．シュタルケ �グリーンファーム音無 秀孝 千歳 社台ファーム 494－ 21：25．5 3．3�
（独）

47 ケルティックソード 牡3栗 56 川田 将雅吉田 晴哉氏 須貝 尚介 浦河 笠松牧場 498－ 61：25．92� 6．9�
34 セイヴァイタル 牡3栗 56

54 △義 英真金田 成基氏 服部 利之 浦河 ヒダカフアーム 454＋ 4 〃 クビ 20．0�
58 アフターミー 牡3鹿 56 北村 友一下河�美智子氏 奥村 豊 日高 下河辺牧場 430－ 81：26．32� 35．4�
610 シゲルノコギリダイ 牡3鹿 56 菱田 裕二森中 蕃氏 千田 輝彦 浦河 王蔵牧場 506－ 61：26．51� 32．3	
22 ランドハイパワー 牡3鹿 56 国分 優作木村 昌三氏 安達 昭夫 浦河 高昭牧場 478＋ 41：26．6� 8．5

35 セフティバレンチノ 牡3黒鹿56 松若 風馬池田 實氏 目野 哲也 浦河 辻 牧場 472－ 21：26．7クビ 12．9�
814 サンマルドライヴ 牡3黒鹿56 竹之下智昭相馬 勇氏 千田 輝彦 日高 田端牧場 448＋ 8 〃 アタマ 38．1�
23 マッカートニー 牡3栗 56 藤岡 佑介薪浦 亨氏 梅田 智之 安平 吉田 三郎 482－ 61：27．23 2．3
712 ストンライティング 牡3鹿 56 熊沢 重文石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 西村 和夫 438－ 4 〃 アタマ 44．3�
611 タイムシャワー 牡3栗 56 川須 栄彦松岡 隆雄氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 450± 01：27．51� 343．0�
815 メイショウトーリ 牡3黒鹿56 小林 徹弥松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 450± 01：27．71 95．0�
59 キセキノデアイ 牝3青鹿54 古川 吉洋阿部 雅英氏 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 468 ―1：27．8� 52．6�
46 ウインドパス 牡3黒鹿 56

53 ▲森 裕太朗福原 正博氏 鈴木 孝志 平取 川向高橋育
成牧場 424± 01：29．410 632．3�

11 ニホンピロトニー 牡3鹿 56 水口 優也小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 446 ―1：30．46 238．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 18，655，100円 複勝： 27，891，000円 枠連： 11，281，200円
馬連： 40，940，400円 馬単： 22，171，600円 ワイド： 24，615，300円
3連複： 58，250，500円 3連単： 75，063，900円 計： 278，869，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 200円 � 250円 � 440円 枠 連（4－7） 1，450円

馬 連 �� 1，450円 馬 単 �� 2，350円

ワ イ ド �� 630円 �� 1，070円 �� 1，970円

3 連 複 ��� 6，850円 3 連 単 ��� 22，660円

票 数

単勝票数 計 186551 的中 � 44563（2番人気）
複勝票数 計 278910 的中 � 40746（2番人気）� 29759（4番人気）� 14301（6番人気）
枠連票数 計 112812 的中 （4－7） 6006（5番人気）
馬連票数 計 409404 的中 �� 21737（6番人気）
馬単票数 計 221716 的中 �� 7075（9番人気）
ワイド票数 計 246153 的中 �� 10510（6番人気）�� 5868（12番人気）�� 3082（20番人気）
3連複票数 計 582505 的中 ��� 6371（22番人気）
3連単票数 計 750639 的中 ��� 2401（67番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―11．7―11．7―11．8―13．1―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．9―35．6―47．3―59．1―1：12．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．9―3F38．2
3 ・（5，3，13）－4－（2，7，10）（11，12）14＝（1，6）（8，15）9 4 ・（5，3，13）＝4（7，10）－（2，11，12，14）＝8（6，15）（1，9）

勝馬の
紹 介

セ ネ ッ テ ィ �
�
父 ワークフォース �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2015．12．27 阪神6着

2013．5．10生 牡3鹿 母 タッチザピーク 母母 タッチフォーゴールド 4戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 セフティバレンチノ号の騎手松若風馬は，4コーナーでの御法（内柵に接触した）について過怠金10，000円。（被害馬：3番）
※出走取消馬 ジョウショウバトル号（疾病〔左橈骨遠位端骨折〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 フジヤマコクリュウ号・メモリーマニフィカ号
※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27日 晴 良 （28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

11 フィールブリーズ 牡3鹿 56 国分 恭介水谷 昌晃氏 佐藤 正雄 新ひだか 土田農場 506－ 61：54．5 2．0�
612 トウケイダンディ 牡3栗 56

53 ▲荻野 極木村 信彦氏 清水 久詞 日高 道見牧場 482－141：54．6� 22．7�
714 メイショウエミュー 牡3鹿 56

54 △義 英真松本 好雄氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 484－ 41：54．7� 147．7�
59 スリーハーツクライ 牡3鹿 56

54 △城戸 義政永井商事� 南井 克巳 浦河 金成吉田牧場 472± 0 〃 ハナ 61．3�
816 レッドジェイド 牡3青鹿56 小牧 太 �東京ホースレーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 504＋ 81：54．8� 8．1�
713 ローズウィスパー 牝3鹿 54 川田 将雅 	シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 464－ 2 〃 クビ 5．3

12 ミトノグリーン 牡3黒鹿56 高倉 稜ロイヤルパーク 崎山 博樹 平取 びらとり牧場 B492＋ 61：54．9クビ 51．6�
815 シゲルシマカツオ 牡3鹿 56

53 ▲森 裕太朗森中 蕃氏 鈴木 孝志 新冠 松本 信行 438＋ 21：55．75 109．8�
510 ボーントゥウインズ 牡3黒鹿56 藤岡 佑介鈴木 昭和氏 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 498－ 41：56．44 193．7
36 ヒロノカイザー 牡3芦 56

55 ☆小崎 綾也サンエイ開発� 村山 明 浦河 グラストレーニ
ングセンター 468 ―1：56．5� 230．8�

47 ワンソックワンダー 牡3鹿 56 A．シュタルケ 	シルクレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 550－ 41：56．6クビ 5．2�
（独）

35 ホッコーフウガ 牡3鹿 56 国分 優作矢部 道晃氏 西浦 勝一 浦河 市川フアーム B482－ 21：57．23� 8．8�
611 ア ン カ ー 牡3青 56 森 一馬吉岡 泰治氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 486 ― 〃 ハナ 249．5�
48 マサハヤダイヤ 牡3栗 56 松若 風馬中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 468 ―1：57．51� 35．3�
24 タガノムサシ 牡3鹿 56 田中 健八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 542± 01：57．71� 334．6�
（15頭）

23 メイショウケイジ 牡3黒鹿56 小林 徹弥松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 23，924，400円 複勝： 43，256，900円 枠連： 10，816，100円
馬連： 41，580，400円 馬単： 26，413，400円 ワイド： 24，684，200円
3連複： 55，265，400円 3連単： 86，033，800円 計： 311，974，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 440円 � 1，860円 枠 連（1－6） 2，220円

馬 連 �� 2，400円 馬 単 �� 2，950円

ワ イ ド �� 920円 �� 3，670円 �� 17，960円

3 連 複 ��� 52，330円 3 連 単 ��� 155，930円

票 数

単勝票数 計 239244 的中 � 95204（1番人気）
複勝票数 計 432569 的中 � 213670（1番人気）� 14806（6番人気）� 3007（11番人気）
枠連票数 計 108161 的中 （1－6） 3766（8番人気）
馬連票数 計 415804 的中 �� 13390（8番人気）
馬単票数 計 264134 的中 �� 6707（9番人気）
ワイド票数 計 246842 的中 �� 7236（11番人気）�� 1706（33番人気）�� 343（66番人気）
3連複票数 計 552654 的中 ��� 792（98番人気）
3連単票数 計 860338 的中 ��� 400（329番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―13．3―12．8―13．3―13．2―12．7―12．6―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．5―36．8―49．6―1：02．9―1：16．1―1：28．8―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―3F38．4
1
3
12，16，7，11（5，1）－10，9，13－14，8，4，2－6，15・（12，16）（1，13）（11，5）14，9，10，2，7，6，4，15，8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フィールブリーズ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2016．3．6 阪神2着

2013．5．10生 牡3鹿 母 トゥルーアイズ 母母 オレンジカラー 2戦1勝 賞金 7，400，000円
〔出走取消〕 メイショウケイジ号は，疾病〔右寛跛行〕のため出走取消。
※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27日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （28阪神2）第2日 第4競走 ��2，970�サラブレッド系障害4歳以上

発走11時10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

46 グレイトエンブレム �6栗 60 平沢 健治小川 勲氏 作田 誠二 浦河 信成牧場 436＋103：21．7 5．4�
57 サ ン ダ ラ ス 牡5栗 60 蓑島 靖典加藤 信之氏 中野 栄治 新ひだか 小河 豊水 486－ 6 〃 クビ 24．1�
69 メイショウツガル 牡8鹿 60 森 一馬松本 好雄氏 渡辺 薫彦 浦河 太陽牧場 480＋ 23：23．18 6．3�
22 サクラアドニス 牡8黒鹿60 小坂 忠士�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 474＋ 23：23．52� 18．6�
33 ショウナンラムジ 牡7鹿 60 植野 貴也国本 哲秀氏 森田 直行 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 512＋ 83：23．92� 36．3�
58 メイショウヒデタダ 牡7黒鹿60 熊沢 重文松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 王蔵牧場 486＋ 23：24．0� 2．2	
712 ツジスーパーサクラ 牝4芦 57 浜野谷憲尚辻 俊夫氏 田中 章博 新ひだか 岡田スタツド 472± 03：24．1クビ 18．8

813 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 478＋ 63：24．73� 6．2�
610 サニーゴールド �4青鹿59 草野 太郎堀口 晴男氏 石栗 龍彦 浦河 丸村村下

ファーム 484－ 43：25．01� 141．5�
34 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 470－ 23：25．32 43．9
814 ツカサブレイブ 牡4青鹿59 西谷 誠中務 幸雄氏 田所 秀孝 新ひだか 矢野牧場 478＋ 43：29．2大差 12．8�
711 ブリッツカイザー �5栗 60 金子 光希岡田 牧雄氏 柴田 政人 新ひだか 岡田スタツド 484－103：29．62� 198．5�
11 ワンダーバイファル 牡5鹿 60 黒岩 悠山本 信行氏 牧田 和弥 浦河 大島牧場 464－ 63：30．98 156．5�
45 ワンパクチョウサン 牡4青鹿59 小野寺祐太�チョウサン 中舘 英二 平取 坂東牧場 432＋ 23：34．2大差 129．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 17，198，200円 複勝： 20，944，100円 枠連： 11，586，900円
馬連： 31，759，200円 馬単： 21，559，500円 ワイド： 18，608，100円
3連複： 49，534，100円 3連単： 73，048，100円 計： 244，238，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 250円 � 650円 � 230円 枠 連（4－5） 710円

馬 連 �� 10，470円 馬 単 �� 18，430円

ワ イ ド �� 3，170円 �� 940円 �� 2，950円

3 連 複 ��� 22，040円 3 連 単 ��� 132，390円

票 数

単勝票数 計 171982 的中 � 25270（2番人気）
複勝票数 計 209441 的中 � 23048（4番人気）� 7121（9番人気）� 26887（3番人気）
枠連票数 計 115869 的中 （4－5） 12565（3番人気）
馬連票数 計 317592 的中 �� 2350（27番人気）
馬単票数 計 215595 的中 �� 877（48番人気）
ワイド票数 計 186081 的中 �� 1481（32番人気）�� 5298（9番人気）�� 1598（30番人気）
3連複票数 計 495341 的中 ��� 1685（55番人気）
3連単票数 計 730481 的中 ��� 400（321番人気）
上り 1マイル 1：47．3 4F 52．7－3F 40．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

グレイトエンブレム �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2012．11．3 京都1着

2010．4．18生 �6栗 母 レイクミード 母母 オークミードⅡ 障害：4戦1勝 賞金 12，100，000円
※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 ルートヴィヒコード号



10017 3月27日 晴 良 （28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

59 ウォーターシャウト 牡3青鹿56 武 幸四郎山岡 良一氏 安田 隆行 新ひだか タイヘイ牧場 496－ 41：47．5 16．4�
24 ショウナンラテール 牡3鹿 56 松田 大作国本 哲秀氏 中村 均 安平 追分ファーム 442－ 4 〃 クビ 14．3�
611 ハナズレジェンド 牡3栗 56 川田 将雅広尾レース� 矢作 芳人 浦河 カナイシスタッド 448－101：47．6� 1．3�
817 ゴールドインゴット 牡3黒鹿56 高田 潤玉井 宏和氏 湯窪 幸雄 浦河 小倉牧場 464＋ 21：48．02� 19．4�
48 ロ ビ ー ナ 牝3青鹿54 川島 信二加藤 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± 0 〃 ハナ 104．4�
612 ワンスインアライフ 牡3鹿 56 北村 友一前田 幸治氏 谷 潔 浦河 宮内牧場 458＋ 61：48．21� 6．8	
816 アイアンマン 牡3鹿 56 A．シュタルケ 杉山 忠国氏 池江 泰寿 新ひだか 明治牧場 452＋ 21：48．41� 39．6


（独）

12 ロングマジック 牝3栗 54 古川 吉洋中井 敏雄氏 長浜 博之 新ひだか 木村 秀則 476 ― 〃 クビ 323．2�
47 プログレスシチー 牡3鹿 56 藤岡 佑介 �友駿ホースクラブ 安達 昭夫 新ひだか カタオカフアーム 470± 01：48．5� 62．6�
36 コスモスコルピウス 牡3鹿 56 高倉 稜 ビッグレッドファーム 清水 久詞 新冠 ビッグレッドファーム 486＋ 81：48．92� 17．9�
713 トウケイイダテン 牡3鹿 56

53 ▲荻野 極木村 信彦氏 加用 正 新ひだか 坂本 智広 470± 01：49．22 228．4�
35 サ マ ン サ 牝3黒鹿54 小牧 太浜井 弘至氏 吉田 直弘 浦河 ガーベラパー

クスタツド 408 ―1：49．41� 91．8�
510 ヤマニンバビルサ 牡3鹿 56 松若 風馬土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 464－ 4 〃 クビ 253．8�
715 エアエマイユ 牝3栗 54

53 ☆岩崎 翼 �ラッキーフィールド池添 学 千歳 社台ファーム 392－ 61：49．61� 301．3�
714 アグネスカミング 牡3鹿 56

55 ☆小崎 綾也渡辺公美子氏 森 秀行 浦河 高松牧場 462－ 41：49．7� 172．3�
23 エイシンピッコロ 牝3鹿 54 国分 優作�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 438 ―1：49．91� 158．7�
818 ジャストコーズ 牡3青鹿56 菱田 裕二 社台レースホース岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 528 ―1：50．11� 87．9�
11 テーラーコミット 牡3栗 56 国分 恭介中西 浩一氏 石橋 守 浦河 日優牧場 486 ― （競走中止） 50．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 30，584，700円 複勝： 137，632，200円 枠連： 17，626，600円
馬連： 55，145，000円 馬単： 44，877，100円 ワイド： 38，130，800円
3連複： 79，143，200円 3連単： 149，123，400円 計： 552，263，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，640円 複 勝 � 220円 � 250円 � 100円 枠 連（2－5） 7，300円

馬 連 �� 8，070円 馬 単 �� 20，070円

ワ イ ド �� 1，390円 �� 330円 �� 350円

3 連 複 ��� 2，270円 3 連 単 ��� 46，040円

票 数

単勝票数 計 305847 的中 � 14919（4番人気）
複勝票数 計1376322 的中 � 35026（3番人気）� 28908（5番人気）� 1123212（1番人気）
枠連票数 計 176266 的中 （2－5） 1870（14番人気）
馬連票数 計 551450 的中 �� 5294（16番人気）
馬単票数 計 448771 的中 �� 1677（36番人気）
ワイド票数 計 381308 的中 �� 6149（11番人気）�� 31261（2番人気）�� 29558（3番人気）
3連複票数 計 791432 的中 ��� 26088（6番人気）
3連単票数 計1491234 的中 ��� 2348（116番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．6―12．7―12．5―11．8―11．0―12．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．5―35．1―47．8―1：00．3―1：12．1―1：23．1―1：35．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウォーターシャウト �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 マルゼンスキー デビュー 2016．2．28 阪神4着

2013．5．8生 牡3青鹿 母 バーンダンス 母母 ダークムーン 2戦1勝 賞金 5，900，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を12時01分に変更。
〔競走中止〕 テーラーコミット号は，競走中に疾病〔右第3中手骨複骨折及び右第1指節種子骨粉砕骨折〕を発症したため向正面で

競走中止。
※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 マイネルチャンプ号
※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27日 晴 良 （28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

68 タイセイラナキラ 牝3栗 54 川田 将雅田中 成奉氏 西村 真幸 浦河 藤春 修二 510＋ 21：12．1 2．6�
22 シゲルサケガシラ 牡3鹿 56 藤岡 佑介森中 蕃氏 伊藤 圭三 新冠 パカパカ

ファーム 442± 0 〃 クビ 6．0�
44 ヨ シ オ 牡3鹿 56 小牧 太仲山誉志夫氏 森 秀行 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 462－ 2 〃 アタマ 6．0�
710 ヒナワジュウ 牡3黒鹿56 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 新ひだか 谷岡スタット 548＋ 4 〃 ハナ 5．7�
11 シャインダイアン 牝3黒鹿54 国分 恭介�三嶋牧場 西村 真幸 浦河 三嶋牧場 450－ 41：12．41� 40．8�
56 � シニスターブレイク 牡3鹿 56

54 △義 英真�槇本牧場 柴田 光陽 日高 槇本牧場 450＋ 21：13．14 132．9	
33 メイショウバンダイ 牡3栗 56 松田 大作松本 好雄氏 中村 均 浦河 斉藤英牧場 448＋ 21：13．42 9．0

811 シゲルクロマグロ 牡3黒鹿56 A．シュタルケ 森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 大北牧場 512± 01：13．82� 25．3�

（独）

55 ルグランシェクル 牡3黒鹿56 松若 風馬藤田 岳彦氏 斎藤 誠 日高 木村牧場 B448－161：14．22� 21．1�
79 トウショウスレッジ 牡3栗 56 国分 優作トウショウ産業 栗田 博憲 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 480－141：14．62� 25．9�
812 メイショウアタカマ 牡3鹿 56 古川 吉洋松本 好雄氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 460－10 〃 アタマ 10．4�
67 セレッソプリマベラ 牝3栗 54 川須 栄彦三宅 勝俊氏 牧田 和弥 浦河 桑田フアーム 428－ 21：15．02� 93．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 25，181，100円 複勝： 37，836，400円 枠連： 12，062，000円
馬連： 51，403，200円 馬単： 27，198，400円 ワイド： 31，705，400円
3連複： 65，600，500円 3連単： 95，336，600円 計： 346，323，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 160円 � 150円 枠 連（2－6） 990円

馬 連 �� 1，060円 馬 単 �� 1，690円

ワ イ ド �� 450円 �� 310円 �� 510円

3 連 複 ��� 1，780円 3 連 単 ��� 6，440円

票 数

単勝票数 計 251811 的中 � 74863（1番人気）
複勝票数 計 378364 的中 � 90718（1番人気）� 52721（3番人気）� 59140（2番人気）
枠連票数 計 120620 的中 （2－6） 9442（4番人気）
馬連票数 計 514032 的中 �� 37410（3番人気）
馬単票数 計 271984 的中 �� 12066（3番人気）
ワイド票数 計 317054 的中 �� 17574（4番人気）�� 28151（1番人気）�� 15097（5番人気）
3連複票数 計 656005 的中 ��� 27508（2番人気）
3連単票数 計 953366 的中 ��� 10717（3番人気）

ハロンタイム 12．2―11．3―11．5―11．7―12．1―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．5―35．0―46．7―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイセイラナキラ �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 エ ブ ロ ス デビュー 2016．2．7 東京3着

2013．4．27生 牝3栗 母 ヒビキウィン 母母 カチウマキャシー 4戦2勝 賞金 15，000，000円
〔制裁〕 シャインダイアン号の調教師西村真幸は，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。
〔その他〕 トウショウスレッジ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 トウショウスレッジ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成28年4月27日まで出走できない。
※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27日 晴 良 （28阪神2）第2日 第7競走 ��1，400�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
1：19．9
1：19．0

良
良

611 エーシンマイェスタ 牡6黒鹿57 菱田 裕二�栄進堂 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 550＋ 21：21．2 9．4�
35 バ ル ビ ー ナ 牝4鹿 55 武 幸四郎中辻 明氏 石橋 守 日高 下河辺牧場 498－ 21：21．3� 46．5�
36 ダイシンカレラ 牡4黒鹿57 A．シュタルケ 大八木信行氏 庄野 靖志 日高 中原牧場 486＋ 2 〃 クビ 2．7�

（独）

23 ケイアイヴァーゲ 牡6鹿 57 川田 将雅亀田 和弘氏 西村 真幸 浦河 日進牧場 450± 01：21．51� 7．5�
59 タイセイマジック �5鹿 57 松田 大作田中 成奉氏 西村 真幸 日高 下河辺牧場 470＋ 41：21．71� 147．8�
12 カレンヴィットリア 牡5黒鹿57 北村 友一鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 502± 01：21．91 26．4	
24 ブラックバード 牡4鹿 57 松若 風馬 Him Rock Racing 加用 正 日高 タバタファーム 474＋ 61：22．0� 2．9

47 クールジョジョ 牝5黒鹿55 高倉 稜川上 哲司氏 目野 哲也 日高 田中 元寿 428＋ 21：22．1クビ 146．8�
510 ミリオンフレッシュ 牡6黒鹿57 藤岡 佑介田畑 利彦氏 本田 優 新ひだか 真歌田中牧場 490＋ 4 〃 ハナ 22．7�
713 クリノカンパニー 牡5鹿 57

56 ☆岩崎 翼栗本 博晴氏 作田 誠二 日高 三輪牧場 480＋ 21：22．2� 96．5
715 ヤマニンナジャーハ 牝4黒鹿55 小牧 太土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 430＋ 21：22．41� 64．9�
714 ビタミンエース 牡5鹿 57 古川 吉洋村上 稔氏 本田 優 新ひだか 谷口育成牧場 520＋ 4 〃 クビ 43．3�
612 シゲルアオイマツリ 牡4黒鹿 57

54 ▲森 裕太朗森中 蕃氏 鈴木 孝志 新冠 ハクツ牧場 466－14 〃 アタマ 339．9�
48 ウインスラッガー 牡7栗 57 国分 恭介�ウイン 畠山 吉宏 浦河 バンダム牧場 510－ 61：22．5	 35．2�
11 サチノリーダース 牡6青鹿57 国分 優作佐藤 勝士氏 服部 利之 新冠 競優牧場 458＋ 2 〃 ハナ 22．0�
816 ボ ワ レ ッ ト 牝5鹿 55

53 △義 英真�ノースヒルズ 
島 一歩 新冠 株式会社
ノースヒルズ 476＋ 41：22．7	 16．3�

817 ゴールドメダリオン �4栗 57
56 ☆小崎 綾也西田 彰宏氏 松元 茂樹 日高 スマイルファーム 440－ 41：23．02 218．1�

818 アグネスヴェルテュ 牡5鹿 57 熊沢 重文渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 484± 01：23．31	 155．3�
（18頭）

売 得 金
単勝： 25，879，000円 複勝： 36，177，600円 枠連： 19，445，700円
馬連： 62，742，600円 馬単： 30，894，700円 ワイド： 37，566，100円
3連複： 81，073，100円 3連単： 104，937，700円 計： 398，716，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 230円 � 830円 � 150円 枠 連（3－6） 1，340円

馬 連 �� 26，850円 馬 単 �� 41，740円

ワ イ ド �� 6，620円 �� 610円 �� 2，310円

3 連 複 ��� 25，010円 3 連 単 ��� 213，100円

票 数

単勝票数 計 258790 的中 � 21953（4番人気）
複勝票数 計 361776 的中 � 40234（3番人気）� 8257（11番人気）� 79222（2番人気）
枠連票数 計 194457 的中 （3－6） 11201（5番人気）
馬連票数 計 627426 的中 �� 1811（49番人気）
馬単票数 計 308947 的中 �� 555（91番人気）
ワイド票数 計 375661 的中 �� 1393（54番人気）�� 16889（5番人気）�� 4086（26番人気）
3連複票数 計 810731 的中 ��� 2431（70番人気）
3連単票数 計1049377 的中 ��� 357（514番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―34．7―46．4―57．8―1：09．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エーシンマイェスタ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Storm Cat デビュー 2012．12．9 阪神4着

2010．4．18生 牡6黒鹿 母 エイシンシンシアナ 母母 By Land by Sea 24戦3勝 賞金 42，602，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時01分に変更。
〔制裁〕 ブラックバード号の騎手松若風馬は，4コーナーで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて過怠金

30，000円。（被害馬：18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。

10020 3月27日 晴 良 （28阪神2）第2日 第8競走 ��1，200�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
1：08．8
1：08．7

重
重

58 ワキノハガクレ 牡4黒鹿57 小牧 太脇山 良之氏 松下 武士 新冠 平山牧場 426－ 21：12．2 9．5�
34 ダイシンバルカン 牡4鹿 57 川田 将雅大八木信行氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 504－ 2 〃 クビ 2．0�
35 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 486－ 21：12．3クビ 26．7�
46 � セ ト ア ロ ー 牡5鹿 57 松若 風馬難波 澄子氏 森 秀行 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

536± 0 〃 ハナ 7．2�
713 ナガラブルボン 牡5鹿 57 藤岡 佑介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 486＋ 8 〃 アタマ 4．9�
712 サンビショップ �4栗 57 川島 信二加藤 信之氏 谷 潔 浦河 吉田 又治 454＋ 21：12．4� 11．1�
23 ゼ ク ト 牝4黒鹿 55

53 △義 英真宮田美恵子氏 大根田裕之 新ひだか 小野 秀治 462－ 61：12．5クビ 20．1	
11 デンコウライド 牡5青鹿57 北村 友一田中 康弘氏 藤沢 則雄 浦河 赤田牧場 474＋201：12．82 116．4

610 ボストンビリーヴ 牝6栗 55

52 ▲森 裕太朗ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 462－ 41：12．9クビ 23．5�
611	 エ オ ロ 牡4青鹿57 田中 博康内村 正則氏 石橋 守 浦河 松栄牧場 442－ 21：13．11
 136．0
59 ティーエスカクタス 牡4栗 57 菱田 裕二田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 B502± 01：13．31
 36．0�
22 ロードメビウス 牡5鹿 57 松田 大作 �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 512－ 4 〃 クビ 38．5�
47 ハ ド ウ ホ ウ 牡4黒鹿57 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 浦河 笹地牧場 526± 01：13．93� 255．3�
814 サンフレイム 牝4芦 55 国分 恭介 �キャロットファーム 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 492－ 61：14．0� 49．5�
815	 オ ヤ カ タ 牡4栗 57

56 ☆岩崎 翼吉田 勝利氏 西村 真幸 浦河 北俣 牧夫 478－121：14．95 239．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 28，533，800円 複勝： 44，933，500円 枠連： 17，936，400円
馬連： 66，962，300円 馬単： 32，275，000円 ワイド： 38，631，300円
3連複： 86，348，200円 3連単： 116，942，600円 計： 432，563，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 220円 � 120円 � 420円 枠 連（3－5） 740円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 2，790円

ワ イ ド �� 370円 �� 1，750円 �� 770円

3 連 複 ��� 4，700円 3 連 単 ��� 27，040円

票 数

単勝票数 計 285338 的中 � 23906（4番人気）
複勝票数 計 449335 的中 � 45066（4番人気）� 148639（1番人気）� 18224（8番人気）
枠連票数 計 179364 的中 （3－5） 18577（3番人気）
馬連票数 計 669623 的中 �� 55499（3番人気）
馬単票数 計 322750 的中 �� 8653（8番人気）
ワイド票数 計 386313 的中 �� 29565（2番人気）�� 5210（20番人気）�� 12474（9番人気）
3連複票数 計 863482 的中 ��� 13759（16番人気）
3連単票数 計1169426 的中 ��� 3135（81番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―11．5―12．1―12．2―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．1―34．6―46．7―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワキノハガクレ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2014．12．13 中山12着

2012．4．19生 牡4黒鹿 母 ホーリーグレイル 母母 アンブロジン 16戦2勝 賞金 18，450，000円



10021 3月27日 晴 良 （28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 182，000円 52，000円 26，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

88 カ ゼ ル タ 牝4栗 55 A．シュタルケ 吉田 和美氏 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 454＋ 22：00．5 6．0�
（独）

55 ワーキングプライド 牝4鹿 55 菱田 裕二 �社台レースホース岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 504＋ 42：00．82 3．5�

22 プリメラアスール 牝4黒鹿55 森 裕太朗青木 照吉氏 鈴木 孝志 新ひだか 石川 栄一 496－ 22：00．9� 39．2�
77 ティーエスクライ 牝4芦 55 松若 風馬田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 458± 02：01．21� 3．6�
66 マイネボニータ 牝5栗 55 川須 栄彦 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 コスモヴューファーム 416＋ 22：01．3� 14．8	
11 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 456＋ 42：01．51� 2．8

44 セトノフラッパー 牝6栗 55 松田 大作難波 澄子氏 南井 克巳 千歳 社台ファーム 462＋ 62：01．6� 18．3�
33 ショウナンアズサ 牝6鹿 55 小崎 綾也国本 哲秀氏 高野 友和 日高 シンボリ牧場 530＋ 22：01．7� 37．8�

（8頭）

売 得 金
単勝： 29，906，500円 複勝： 32，357，700円 枠連： 発売なし
馬連： 75，194，500円 馬単： 42，185，800円 ワイド： 33，594，900円
3連複： 78，170，900円 3連単： 185，819，300円 計： 477，229，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 210円 � 150円 � 490円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，160円 馬 単 �� 2，420円

ワ イ ド �� 400円 �� 1，400円 �� 1，890円

3 連 複 ��� 7，570円 3 連 単 ��� 33，300円

票 数

単勝票数 計 299065 的中 � 39843（4番人気）
複勝票数 計 323577 的中 � 40964（4番人気）� 69027（3番人気）� 13035（7番人気）
馬連票数 計 751945 的中 �� 50135（6番人気）
馬単票数 計 421858 的中 �� 13045（11番人気）
ワイド票数 計 335949 的中 �� 23681（6番人気）�� 5878（16番人気）�� 4299（21番人気）
3連複票数 計 781709 的中 ��� 7743（28番人気）
3連単票数 計1858193 的中 ��� 4045（113番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―12．2―12．7―12．4―12．4―12．2―11．8―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．0―35．2―47．9―1：00．3―1：12．7―1：24．9―1：36．7―1：48．5

コーナー
通過順位

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

2
4
4，2＝3，6，7－8，1－5
4，2（6，7）8，3（5，1）

勝馬の
紹 介

カ ゼ ル タ 
�
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7着

2012．4．8生 牝4栗 母 エルダンジュ 母母 ガゼルロワイヤル 14戦3勝 賞金 30，782，000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27日 曇 良 （28阪神2）第2日 第10競走 ��1，200�
よどやばし

淀屋橋ステークス
発走14時40分 （芝・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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．1
1：06．5

良
良

11 マルヨバクシン 牝4栗 55 藤岡 佑介野村 春行氏 牧田 和弥 日高 前野牧場 492＋101：08．4 7．4�
69 アットウィル 牡6栗 57 川田 将雅宮川 純造氏 高橋 義忠 浦河 富田牧場 500－ 2 〃 クビ 3．5�
46 ウィットウォーター 牝5黒鹿55 国分 恭介鈴木 康弘氏 高橋 康之 むかわ 上水牧場 B456＋ 21：08．5クビ 102．7�
33 � オ ウ ノ ミ チ 牡5黒鹿57 A．シュタルケ 小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 476－ 4 〃 クビ 5．7�

（独）

22 ヴィクタープライム 牡4青鹿57 松田 大作村上 憲政氏 本田 優 新ひだか 三木田牧場 454－ 21：08．6クビ 15．0�
57 サ ン シ カ ゴ 牡5栗 57 菱田 裕二加藤 信之氏 田所 秀孝 日高 加藤ステーブル 482＋ 2 〃 ハナ 91．5�
712 モンマックス 牡6鹿 57 北村 友一	和田牧場 和田 正道 浦河 川越ファーム 518－101：08．7� 154．2

45 � フィドゥーシア 牝4鹿 55 川島 信二前田 幸治氏 松元 茂樹 米 North Hills

Co. LTD. 480＋12 〃 クビ 12．3�
711 アルティマブラッド 牝4青鹿55 松若 風馬 	社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 480± 01：08．91	 3．7�
34 オ ヒ ア 牝4黒鹿55 小崎 綾也金子真人ホール

ディングス 村山 明 日高 白井牧場 454－ 21：09．0� 13．6�
610� フォーチュンスター 
7鹿 57 小牧 太前田 幸治氏 鈴木 孝志 新冠 ノースヒルズマネジメント 530－ 4 〃 クビ 11．1�
814 タガノザイオン 牡9鹿 57 岩崎 翼八木 秀之氏 石橋 守 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 492± 0 〃 ハナ 142．6�
813 ナイトフォックス 牡4鹿 57 国分 優作石瀬 浩三氏 大竹 正博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468－ 2 〃 アタマ 26．7�
58 クリノコマチ 牝5栗 55 古川 吉洋栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 ヤナガワ牧場 440－121：09．31� 115．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 41，677，900円 複勝： 64，565，200円 枠連： 28，977，700円
馬連： 129，999，400円 馬単： 58，387，600円 ワイド： 63，774，900円
3連複： 178，914，000円 3連単： 242，632，100円 計： 808，928，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 270円 � 150円 � 1，820円 枠 連（1－6） 1，380円

馬 連 �� 1，760円 馬 単 �� 3，820円

ワ イ ド �� 710円 �� 7，790円 �� 4，490円

3 連 複 ��� 36，520円 3 連 単 ��� 151，900円

票 数

単勝票数 計 416779 的中 � 44580（4番人気）
複勝票数 計 645652 的中 � 59696（5番人気）� 147494（1番人気）� 6613（11番人気）
枠連票数 計 289777 的中 （1－6） 16238（4番人気）
馬連票数 計1299994 的中 �� 57124（5番人気）
馬単票数 計 583876 的中 �� 11443（14番人気）
ワイド票数 計 637749 的中 �� 24568（6番人気）�� 2033（45番人気）�� 3551（39番人気）
3連複票数 計1789140 的中 ��� 3674（83番人気）
3連単票数 計2426321 的中 ��� 1158（427番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―10．7―11．2―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．6―33．3―44．5―56．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F35．1
3 3－4（1，5）（2，8）（6，9）11（7，10）－（12，13）14 4 3－（1，4）5（2，8）（6，9）11（7，10）13（12，14）

勝馬の
紹 介

マルヨバクシン �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2014．11．15 京都2着

2012．5．13生 牝4栗 母 マルヨモザー 母母 カレッジホース 14戦4勝 賞金 58，455，000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。



10023 3月27日 曇 良 （28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 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000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
1：32．0
1：30．7

良
良

612 ダノンリバティ 牡4鹿 57 松若 風馬�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 516－ 41：33．1 4．2�
47 テイエムイナズマ 牡6黒鹿57 古川 吉洋竹園 正繼氏 福島 信晴 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 506－ 2 〃 クビ 19．5�
11 ブラックムーン 牡4鹿 56 松田 大作 Him Rock Racing 西浦 勝一 日高 タバタファーム 492＋ 4 〃 アタマ 6．6�
815 ピークトラム 牡5黒鹿56 小牧 太吉田 照哉氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 500＋ 81：33．2� 23．8�
48 ガリバルディ 牡5鹿 56 A．シュタルケ �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 508± 01：33．3クビ 2．0	

（独）

611 ラインスピリット 牡5黒鹿56 森 一馬大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 436＋ 41：33．4� 43．0

23 ダ ロ ー ネ ガ 牡7鹿 56 北村 友一 �キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 506＋ 81：33．61 37．7�
59 アロマカフェ 牡9黒鹿56 武 幸四郎西川 光一氏 小島 太 新冠 浜口牧場 476－ 61：33．7� 94．7�
713 ケイティープライド 牡6鹿 56 藤岡 佑介�G1レーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 490－ 2 〃 クビ 21．5
24 ゼ ロ ス 牡7鹿 56 岩崎 翼杉澤 光雄氏 松元 茂樹 日高 坂 牧場 512＋12 〃 ハナ 64．3�
35 ダンスアミーガ 牝5栗 55 川島 信二 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 480＋101：33．8� 88．7�
510 オ ツ ウ 牝6鹿 54 川田 将雅大和屋 暁氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B504＋ 8 〃 クビ 23．8�
36 コスモソーンパーク 牡8青鹿58 高倉 稜 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム 486－ 41：33．9� 45．8�
12 クラリティシチー 牡5鹿 56 菱田 裕二 �友駿ホースクラブ 上原 博之 新冠 パカパカ

ファーム 492－ 41：34．0クビ 13．6�
816 マイネルホウオウ 牡6栗 57 川須 栄彦 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ヒカル牧場 496－ 41：34．53 49．1�
714 ルールプロスパー 牡11青鹿56 国分 恭介儀賀 好子氏 北出 成人 浦河 岡崎牧場 474＋101：35．88 533．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 71，617，200円 複勝： 95，548，000円 枠連： 54，722，400円
馬連： 233，761，400円 馬単： 108，241，400円 ワイド： 104，260，700円
3連複： 331，258，100円 3連単： 498，475，000円 計： 1，497，884，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 180円 � 470円 � 210円 枠 連（4－6） 470円

馬 連 �� 3，190円 馬 単 �� 5，120円

ワ イ ド �� 1，320円 �� 660円 �� 1，560円

3 連 複 ��� 6，190円 3 連 単 ��� 28，960円

票 数

単勝票数 計 716172 的中 � 135856（2番人気）
複勝票数 計 955480 的中 � 154892（2番人気）� 42992（6番人気）� 123180（3番人気）
枠連票数 計 547224 的中 （4－6） 89014（2番人気）
馬連票数 計2337614 的中 �� 56772（11番人気）
馬単票数 計1082414 的中 �� 15833（14番人気）
ワイド票数 計1042607 的中 �� 20031（11番人気）�� 42130（3番人気）�� 16683（15番人気）
3連複票数 計3312581 的中 ��� 40092（14番人気）
3連単票数 計4984750 的中 ��� 12478（76番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―11．6―11．9―11．5―10．9―11．2―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．9―35．5―47．4―58．9―1：09．8―1：21．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F34．2
3 15，6（11，10）（13，8）（5，7）12（4，3）（1，16）9－14，2 4 ・（15，8）（6，10）（12，3）（11，13）7，16（5，1）4，9－2，14
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダノンリバティ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2014．8．9 新潟1着

2012．2．29生 牡4鹿 母 スカーレットベル 母母 スカーレットレディ 15戦3勝 賞金 113，653，000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。

10024 3月27日 曇 良 （28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

24 ポイントブランク 牡6栗 57 川田 将雅 �キャロットファーム 松下 武士 安平 ノーザンファーム 550＋181：52．1 3．9�
612 トゥヴァビエン 牡6黒鹿57 高田 潤玉井 宏和氏 湯窪 幸雄 浦河 小倉牧場 532＋ 81：52．2� 19．1�
47 デ モ ニ オ 牡5青 57 国分 恭介 �サンデーレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 494－ 41：52．51� 15．5�
815 コウユーアンドレ 牡6鹿 57 北村 友一加治屋貞光氏 大根田裕之 新ひだか 藤原牧場 466－ 4 〃 アタマ 10．0�
12 シンゼンガンプ 牡4鹿 57

55 △義 英真原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 樋渡 志尚 460－ 2 〃 クビ 11．9�
59 インテグラード 牡5青鹿57 松田 大作�リーヴァ 松下 武士 千歳 社台ファーム 494＋ 21：52．71 23．7	
713 キングブレイク 牡7栗 57 小牧 太宮田 守氏 崎山 博樹 浦河 バンブー牧場 522－101：52．8� 4．6

611 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 494－ 4 〃 クビ 81．2�
816 プリンスダム 牡5黒鹿57 A．シュタルケ �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 510＋201：52．9� 9．1

（独）

48 オイルタウン 牡4栗 57 水口 優也山上 和良氏 福島 信晴 日高 沖田牧場 468＋10 〃 ハナ 54．8�
35 ナ ス カ ザ ン 牝4鹿 55

54 ☆小崎 綾也小山田 満氏 鈴木 伸尋 日高 日高大洋牧場 B466－ 81：53．0クビ 103．8�
714 カ ー マ イ ン 牡8鹿 57 菱田 裕二 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 468－ 41：53．1� 46．5�
11 フミノインパルス 牡4黒鹿57 高倉 稜谷 二氏 目野 哲也 日高 白瀬 盛雄 498± 01：53．2� 90．7�
23 デルマハンニャ 牝6鹿 55

52 ▲森 裕太朗浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム 450± 01：53．3クビ 282．4�
36 スターソード 牡6鹿 57 古川 吉洋村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 514－ 81：53．4� 7．7�
510 コ コ 牝4芦 55

52 ▲荻野 極副島 義久氏 加用 正 日高 下河辺牧場 520＋ 81：54．25 8．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 44，302，300円 複勝： 68，736，700円 枠連： 37，437，300円
馬連： 166，506，900円 馬単： 60，302，300円 ワイド： 74，622，100円
3連複： 208，718，700円 3連単： 279，765，200円 計： 940，391，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 180円 � 320円 � 380円 枠 連（2－6） 3，360円

馬 連 �� 4，040円 馬 単 �� 5，870円

ワ イ ド �� 1，370円 �� 1，060円 �� 2，870円

3 連 複 ��� 13，670円 3 連 単 ��� 59，270円

票 数

単勝票数 計 443023 的中 � 90288（1番人気）
複勝票数 計 687367 的中 � 116638（1番人気）� 52081（6番人気）� 41185（9番人気）
枠連票数 計 374373 的中 （2－6） 8615（18番人気）
馬連票数 計1665069 的中 �� 33957（15番人気）
馬単票数 計 603023 的中 �� 7699（19番人気）
ワイド票数 計 746221 的中 �� 14087（17番人気）�� 18418（10番人気）�� 6525（40番人気）
3連複票数 計2087187 的中 ��� 11445（49番人気）
3連単票数 計2797652 的中 ��� 3422（190番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．7―36．7―49．2―1：01．8―1：14．6―1：27．1―1：39．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ポイントブランク �
�
父 Ghostzapper �

�
母父 Point Given デビュー 2012．8．19 札幌3着

2010．4．25生 牡6栗 母 ポイントアシュリー 母母 Golden Thatch 12戦4勝 賞金 52，633，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ティマイドリーム号
※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。

３レース目



（28阪神2）第2日 3月27日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 175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

221，640，000円
2，530，000円
6，080，000円
1，200，000円
22，670，000円
70，530，000円
5，364，800円
1，680，000円

勝馬投票券売得金
377，335，000円
651，410，900円
230，822，100円
996，744，000円
500，913，600円
514，575，000円
1，332，611，100円
2，008，630，000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 6，613，041，700円

総入場人員 15，985名 （有料入場人員 15，048名）
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