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単勝
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10001 3月25日 晴 稍重 （29阪神2）第1日 第1競走 ��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

810 クイーンマンボ 牝3青 54 北村 友一 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 502± 01：54．9 3．0�

79 タガノアニード 牝3黒鹿54 �島 良太八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 472± 01：55．43 3．6�

55 コトノアリュール 牝3栗 54 川須 栄彦北所 直人氏 高橋 康之 日高 広中 稔 476± 01：55．93 15．0�
811 シュクルダール 牝3黒鹿54 A．シュタルケ �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム 496－ 61：56．11� 10．7�

（独）

11 ロ ッ タ ラ ブ 牝3芦 54 高倉 稜吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム 472－ 81：56．2� 33．4	
22 マリノアマゾネス 牝3青鹿54 荻野 琢真矢野まり子氏 梅田 智之 新冠 カミイスタット 492± 01：56．62� 22．6

66 トウカイクルーク 牝3黒鹿54 池添 謙一内村 正則氏 安田 隆行 新冠 長浜牧場 432－ 2 〃 ハナ 7．6�
33 スエルテミノル 牝3鹿 54 松若 風馬吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 442＋ 61：56．81 4．7�
78 ナリタアマランサス 牝3栗 54

51 ▲森 裕太朗�オースミ 藤沢 則雄 日高 白井牧場 462－ 41：57．65 46．5
44 マイラビング 牝3栗 54

51 ▲川又 賢治薪浦 亨氏 西橋 豊治 日高 下川 茂広 448± 01：58．13 138．5�
67 ヴァンヴィーノ 牝3鹿 54 松山 弘平市川義美ホール

ディングス� 牧田 和弥 洞�湖 レイクヴィラファーム 464 ―1：58．73� 24．3�
（11頭）

売 得 金
単勝： 15，708，800円 複勝： 19，711，400円 枠連： 7，375，300円
馬連： 33，576，600円 馬単： 17，080，600円 ワイド： 18，845，500円
3連複： 48，961，700円 3連単： 67，223，400円 計： 228，483，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 160円 � 130円 � 220円 枠 連（7－8） 380円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 1，170円

ワ イ ド �� 310円 �� 1，170円 �� 500円

3 連 複 ��� 2，120円 3 連 単 ��� 9，320円

票 数

単勝票数 計 157088 的中 � 41232（1番人気）
複勝票数 計 197114 的中 � 29766（3番人気）� 50273（1番人気）� 17771（5番人気）
枠連票数 計 73753 的中 （7－8） 14714（1番人気）
馬連票数 計 335766 的中 �� 40765（1番人気）
馬単票数 計 170806 的中 �� 10869（1番人気）
ワイド票数 計 188455 的中 �� 17108（2番人気）�� 3714（15番人気）�� 9560（6番人気）
3連複票数 計 489617 的中 ��� 17250（7番人気）
3連単票数 計 672234 的中 ��� 5227（24番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―13．3―13．1―13．4―13．5―13．2―12．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．7―37．0―50．1―1：03．5―1：17．0―1：30．2―1：42．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F37．9
1
3
・（3，6）7（2，5）10，8（4，11）－（1，9）・（3，6）7（2，5，10）（4，8，11）（1，9）

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

勝馬の
紹 介

クイーンマンボ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2017．3．4 小倉14着

2014．3．28生 牝3青 母 スズカエルマンボ 母母 スプリングマンボ 2戦1勝 賞金 5，000，000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。

10002 3月25日 晴 稍重 （29阪神2）第1日 第2競走 ��1，400�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 250，000
250，000

円
円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

612 ペ ス カ ネ ラ 牝3黒鹿54 松若 風馬山口 敦広氏 松下 武士 新冠 斉藤 安行 432＋ 41：25．9 7．2�
48 ウニオミュスティカ 牡3栗 56 川田 将雅吉田 勝己氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム B496＋ 81：26．0� 2．5�
59 クールデイズ 牡3黒鹿56 田中 健川上 哲司氏 目野 哲也 新ひだか 沖田 博志 480－ 21：26．21� 40．5�
47 ハッピーマテリアル 牝3鹿 54 北村 友一�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 458＋ 41：26．83� 4．9�
11 キングレイスター 牡3鹿 56 小牧 太伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 浜口牧場 472－101：27．11� 14．7�
611 ジ ェ ミ ニ ズ 牡3栗 56 岡田 祥嗣ライオンレースホース� 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 486＋12 〃 同着 127．1	
510 ロードゼスト 牡3鹿 56 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか グランド牧場 456－ 21：27．31� 50．0

12 メイショウタカモリ 牡3芦 56 �島 良太松本 好雄氏 中村 均 浦河 日の出牧場 482± 01：27．4� 39．6�
36 スズカビーバ 牝3鹿 54 川島 信二永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 468－ 41：27．61 59．4�
714 ブルベアガゼル 牡3鹿 56

53 ▲川又 賢治 �ブルアンドベア 鈴木 孝志 伊達 高橋農場 464± 01：27．91� 175．8
35 フランツジョセフ 牝3栗 54 松山 弘平手嶋 康雄氏 森田 直行 新ひだか 佐竹 学 436± 0 〃 ハナ 5．7�
713 ゼットラック 牡3黒鹿56 丹内 祐次�フォーレスト 宮 徹 浦河 杵臼牧場 472± 0 〃 アタマ 102．4�
23 ファイトプラス 牡3栗 56 池添 謙一村上 憲政氏 本田 優 新ひだか 三木田牧場 450 ―1：28．11� 35．2�
815 グランフィーユ 牝3青 54

51 ▲森 裕太朗 �社台レースホース池添 学 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 408－10 〃 ハナ 130．7�

24 パワーズオブテン 牡3鹿 56 高倉 稜�駒秀 福島 信晴 浦河 大西ファーム 424－ 61：28．2クビ 166．5�
816 トリニダード 牡3鹿 56 A．シュタルケ 前原 敏行氏 松下 武士 新ひだか 千代田牧場 488± 01：30．2大差 8．0�

（独）

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，861，000円 複勝： 30，492，700円 枠連： 12，078，500円
馬連： 39，726，800円 馬単： 19，442，400円 ワイド： 25，965，500円
3連複： 55，015，000円 3連単： 65，600，500円 計： 269，182，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 240円 � 140円 � 880円 枠 連（4－6） 560円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，970円

ワ イ ド �� 410円 �� 2，780円 �� 1，490円

3 連 複 ��� 6，890円 3 連 単 ��� 32，680円

票 数

単勝票数 計 208610 的中 � 23119（4番人気）
複勝票数 計 304927 的中 � 30050（5番人気）� 77993（1番人気）� 6292（10番人気）
枠連票数 計 120785 的中 （4－6） 16476（2番人気）
馬連票数 計 397268 的中 �� 34704（2番人気）
馬単票数 計 194424 的中 �� 7365（7番人気）
ワイド票数 計 259655 的中 �� 18042（2番人気）�� 2240（26番人気）�� 4273（17番人気）
3連複票数 計 550150 的中 ��� 5983（21番人気）
3連単票数 計 656005 的中 ��� 1455（94番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―12．4―12．7―12．0―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．5―35．9―48．6―1：00．6―1：12．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F37．3
3 ・（12，8）（7，14）（5，9）（1，15）（2，16）13（10，11）6－3，4 4 ・（12，8）（7，5，14，9）1（2，15）－13（10，16）11，6－3，4

勝馬の
紹 介

ペ ス カ ネ ラ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2016．12．24 阪神4着

2014．3．3生 牝3黒鹿 母 ピーチドラフト 母母 ヤマノラヴリー 3戦1勝 賞金 6，100，000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。

第２回 阪神競馬 第１日



10003 3月25日 晴 稍重 （29阪神2）第1日 第3競走 ��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

58 タイセイトラップ 牡3栗 56 川田 将雅田中 成奉氏 西村 真幸 新ひだか 坂本 春雄 506＋ 61：54．0 5．5�
45 フォースライン 牡3黒鹿56 北村 友一吉田 勝己氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 510＋ 4 〃 クビ 3．9�
814 ワンダーラジャ 牡3栗 56 松山 弘平山本 信行氏 沖 芳夫 浦河 秋場牧場 496＋ 21：54．1クビ 5．4�
813 ラ レ ー タ 牡3栗 56 川須 栄彦�G1レーシング 高野 友和 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464± 01：54．63 8．5�
46 コ エ レ 牡3黒鹿56 �島 良太守内 満氏 西橋 豊治 日高 賀張三浦牧場 462＋ 41：55．02� 38．1�
712 ブルベアジュラフ 牡3鹿 56 田中 健 �ブルアンドベア 川村 禎彦 新ひだか 土田農場 498± 01：55．1� 4．4	
34 カ ナ イ オ 牡3鹿 56 松若 風馬守内ひろ子氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 488＋121：55．42 6．2

610 スマートフェンリル 牡3栗 56

53 ▲川又 賢治大川 徹氏 大久保龍志 青森 マルシチ牧場 478－ 21：55．93 72．5�
11 メイショウアッパレ 牡3鹿 56 池添 謙一松本 好雄氏 本田 優 浦河 太陽牧場 486－ 81：56．32� 49．3�
33 テ ン ペ ス ト 牡3鹿 56 小牧 太三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 466± 0 〃 クビ 43．1
57 ナムラメスナー 牡3鹿 56 A．シュタルケ 奈村 信重氏 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 452－ 8 〃 ハナ 43．8�

（独）

711 ビーソニック 牡3鹿 56
53 ▲森 裕太朗馬場 祥晃氏 牧田 和弥 浦河 有限会社

松田牧場 454＋ 21：56．61� 179．4�
22 ブラックシンデレラ 牝3鹿 54 丹内 祐次 Him Rock Racing 荒川 義之 浦河 �川 啓一 448－ 41：56．81� 113．7�
69 ヤマニンアウォーズ 牡3黒鹿56 四位 洋文土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 478＋ 82：00．2大差 78．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 22，384，300円 複勝： 31，990，100円 枠連： 11，127，500円
馬連： 40，729，300円 馬単： 18，951，000円 ワイド： 26，486，900円
3連複： 53，660，400円 3連単： 67，326，600円 計： 272，656，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 160円 � 130円 � 160円 枠 連（4－5） 1，110円

馬 連 �� 1，250円 馬 単 �� 2，790円

ワ イ ド �� 440円 �� 600円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，730円 3 連 単 ��� 11，050円

票 数

単勝票数 計 223843 的中 � 32551（4番人気）
複勝票数 計 319901 的中 � 49751（3番人気）� 68830（1番人気）� 49799（2番人気）
枠連票数 計 111275 的中 （4－5） 7767（7番人気）
馬連票数 計 407293 的中 �� 25129（4番人気）
馬単票数 計 189510 的中 �� 5088（12番人気）
ワイド票数 計 264869 的中 �� 15330（3番人気）�� 10840（10番人気）�� 19250（2番人気）
3連複票数 計 536604 的中 ��� 23130（4番人気）
3連単票数 計 673266 的中 ��� 4414（24番人気）

ハロンタイム 12．8―11．8―14．2―13．2―13．2―11．9―12．0―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．6―38．8―52．0―1：05．2―1：17．1―1：29．1―1：41．4

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タイセイトラップ �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 タマモクロス デビュー 2016．12．3 阪神4着

2014．2．25生 牡3栗 母 フィールドトラップ 母母 マルサンホマレ 3戦1勝 賞金 6，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヤマニンアウォーズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年4月25日まで平

地競走に出走できない。
※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。

10004 3月25日 晴 良 （29阪神2）第1日 第4競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走11時25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

59 デルマコイウタ 牝3鹿 54 川田 将雅浅沼 廣幸氏 高野 友和 千歳 社台ファーム 438－ 21：22．3 6．3�
612 コパノピエール 牡3鹿 56 川須 栄彦小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 472－121：22．4� 29．4�
715 デ リ ス モ ア 牝3鹿 54 四位 洋文 �社台レースホース大久保龍志 千歳 社台ファーム 466－ 4 〃 アタマ 1．8�
818 ストロベリームーン 牝3青鹿54 池添 謙一�NICKS 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 440± 01：22．82� 23．9�
48 メイショウグロッケ 牝3鹿 54 川島 信二松本 好	氏 荒川 義之 浦河 まるとみ冨岡牧場 472 ―1：23．01� 37．0

36 イ ズ ナ 牝3黒鹿54 松若 風馬杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新ひだか 前谷 武志 414－ 21：23．1クビ 7．4�
23 ホ ノ ル ア 牡3黒鹿56 �島 良太守内 満氏 西橋 豊治 新ひだか 中橋 清 444－ 6 〃 クビ 20．1�
11 ウインストラグル 牡3黒鹿56 北村 友一�ウイン 宮本 博 浦河 大柳ファーム 464＋ 41：23．2クビ 180．0
611 スーサンキララ 牝3栗 54

51 ▲森 裕太朗林 千枝子氏 鈴木 孝志 新冠 協和牧場 418± 01：23．41� 53．3�
817 マーブルクリス 牡3鹿 56 松山 弘平下村 直氏 池添 兼雄 浦河 猿橋 義昭 470＋ 6 〃 クビ 22．4�
510 エンパイアカラー 	3黒鹿 56

53 ▲川又 賢治吉澤 克己氏 角田 晃一 新冠 ヒカル牧場 B498－ 21：23．5クビ 89．2�
714 クリスタルバブルス 牡3黒鹿56 高倉 稜 Him Rock Racing 加用 正 日高 タバタファーム B462＋ 6 〃 クビ 8．7�
24 グローリファイ 牝3栗 54 小牧 太 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 432＋ 21：23．92� 40．7�
47 ハクサンオダイリ 牡3栗 56 A．シュタルケ 河﨑 五市氏 清水 久詞 浦河 �川 啓一 432－ 81：24．43 30．6�

（独）

12 イ フ ェ メ ラ 牡3鹿 56 岡田 祥嗣幅田 京子氏 宮 徹 新ひだか 大平牧場 470－ 41：24．5� 113．1�
713 フ ー ゴ 牝3鹿 54 丹内 祐次宮田美恵子氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 444－ 41：24．71� 198．4�
816 カリエスフリー 牝3芦 54 水口 優也三宅 勝俊氏 飯田 雄三 日高 碧雲牧場 428－141：25．23 480．7�
35 ケイツークローネ 牝3鹿 54 田中 健楠本 勝美氏 目野 哲也 新冠 オリエント牧場 460－ 81：26．58 306．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 22，894，200円 複勝： 36，090，700円 枠連： 13，301，300円
馬連： 41，252，000円 馬単： 24，378，500円 ワイド： 31，052，000円
3連複： 60，186，300円 3連単： 80，472，900円 計： 309，627，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 200円 � 490円 � 110円 枠 連（5－6） 5，400円

馬 連 �� 7，380円 馬 単 �� 14，300円

ワ イ ド �� 2，370円 �� 340円 �� 1，260円

3 連 複 ��� 5，360円 3 連 単 ��� 51，810円

票 数

単勝票数 計 228942 的中 � 28918（2番人気）
複勝票数 計 360907 的中 � 38364（3番人気）� 11199（9番人気）� 137598（1番人気）
枠連票数 計 133013 的中 （5－6） 1908（16番人気）
馬連票数 計 412520 的中 �� 4329（20番人気）
馬単票数 計 243785 的中 �� 1278（36番人気）
ワイド票数 計 310520 的中 �� 3087（26番人気）�� 26845（2番人気）�� 5958（12番人気）
3連複票数 計 601863 的中 ��� 8413（15番人気）
3連単票数 計 804729 的中 ��� 1126（147番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―34．8―46．3―57．9―1：09．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F36．0
3 12，14，17，9（2，4）18（7，10，6）15（3，16）5（11，13）（1，8） 4 12，14，17，9，18（4，15）（2，6）10（7，3）－16（13，8）－（1，11）5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

デルマコイウタ �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2016．9．24 阪神2着

2014．2．24生 牝3鹿 母 エアデジャヴー 母母 アイドリームドアドリーム 4戦1勝 賞金 7，800，000円
〔制裁〕 デリスモア号の騎手四位洋文は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：18番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ケイツークローネ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年4月25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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 セクシーモーション号
※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。



10005 3月25日 晴 稍重 （29阪神2）第1日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12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
2：01．0
2：01．0

不良
不良

811 ヒ シ マ サ ル 牡3黒鹿56 四位 洋文阿部 雅英氏 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 504－ 62：07．9 1．8�
22 ダンツブレーブ 牡3芦 56 松若 風馬山元 哲二氏 山内 研二 日高 長田ファーム 460－ 22：08．32� 10．4�
68 タ ル ガ 牡3黒鹿56 A．シュタルケ�ノースヒルズ 大久保龍志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 504－122：08．51� 11．9�
（独）

55 マイネルエーポス 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中村 均 新冠 石田牧場 452－10 〃 アタマ 17．6�

44 パイオニアゴールド 牡3鹿 56
53 ▲川又 賢治平井 裕氏 森 秀行 日高 白井牧場 416－ 62：08．81	 38．3�

33 
 キ エ レ 牝3栗 54 松山 弘平前田 幸治氏 松永 幹夫 米 North Hills
Co. Ltd. 432＋ 22：09．22� 7．9	

812 アウトリガーカヌー 牡3芦 56 川須 栄彦金子真人ホール
ディングス� 村山 明 日高 白井牧場 530± 02：09．62� 33．3


67 ウエスタンアッレ 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 500－ 22：10．13 248．6�
11 オプティマイズ 牡3鹿 56 川田 将雅 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 520 ―2：10．2� 3．9
79 トーホウケタール 牡3鹿 56 北村 友一東豊物産� 本田 優 日高 竹島 幸治 476－ 42：10．83� 79．5�
56 ブルベアヘッジ 牡3栗 56 小牧 太 �ブルアンドベア 高橋 康之 浦河 バンブー牧場 510－ 12：11．22� 86．4�
710 ナ ミ キ 牡3鹿 56 水口 優也山上 和良氏 目野 哲也 日高 三宅 正弘 498－ 6 （競走中止） 113．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 27，074，100円 複勝： 62，988，500円 枠連： 10，014，800円
馬連： 40，375，900円 馬単： 28，222，600円 ワイド： 26，953，300円
3連複： 55，983，100円 3連単： 103，358，200円 計： 354，970，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 210円 � 190円 枠 連（2－8） 1，030円

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 1，550円

ワ イ ド �� 490円 �� 320円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 2，210円 3 連 単 ��� 8，060円

票 数

単勝票数 計 270741 的中 � 116851（1番人気）
複勝票数 計 629885 的中 � 433566（1番人気）� 26854（5番人気）� 31659（4番人気）
枠連票数 計 100148 的中 （2－8） 7523（5番人気）
馬連票数 計 403759 的中 �� 27967（4番人気）
馬単票数 計 282226 的中 �� 13624（5番人気）
ワイド票数 計 269533 的中 �� 13972（5番人気）�� 23799（3番人気）�� 5945（12番人気）
3連複票数 計 559831 的中 ��� 18935（10番人気）
3連単票数 計1033582 的中 ��� 9297（25番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―12．3―14．0―13．2―12．6―12．6―13．1―13．2―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．6―35．9―49．9―1：03．1―1：15．7―1：28．3―1：41．4―1：54．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヒ シ マ サ ル �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．11．6 京都2着

2014．2．11生 牡3黒鹿 母 シ ェ リ ー ル 母母 ジェドゥーザムール 4戦1勝 賞金 11，100，000円
〔競走中止〕 ナミキ号は，競走中に疾病〔左前浅屈腱不全断裂〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※出走取消馬 テイルインジエアー号（疾病〔左前肢跛行〕のため）
※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25日 晴 稍重 （29阪神2）第1日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走12時45分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

89 メイショウラケーテ 牡3黒鹿56 池添 謙一松本 好�氏 松永 昌博 新ひだか 稲葉牧場 462－ 21：24．8 2．3�
810 アスターゴールド 牡3栗 56 田中 健加藤 久枝氏 南井 克巳 むかわ 上水牧場 480－ 41：25．01 9．6�
44 ジョーカトゥーラ 牡3黒鹿 56

53 ▲森 裕太朗上田けい子氏 中竹 和也 新ひだか 山際牧場 542± 01：25．21� 65．3�
11 ビックリシタナモー 牡3黒鹿56 松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 日高 中原牧場 504± 01：25．3� 6．7�
78 サザンボルケーノ 牡3栗 56 北村 友一南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 488＋181：25．72� 18．4�
55 ヴァリーゲイト 牡3栗 56 小牧 太村上 稔氏 大橋 勇樹 浦河 浦河育成牧場 470－ 81：26．44 11．4	
33 � アートオブダムール 牝3鹿 54 岡田 祥嗣岡田 隆寛氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 434± 01：26．5� 242．3

77 メイショウオオヅツ 牡3鹿 56 松山 弘平松本 好雄氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 522－ 61：27．03 53．5�
22 ショウサンルヴィア 牝3鹿 54 A．シュタルケ 鈴木 昭和氏 松下 武士 日高 モリナガファーム 454＋ 21：27．95 70．6�

（独）

66 タイセイブレーク 牡3栗 56 川田 将雅田中 成奉氏 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 510＋ 41：42．7大差 2．6
（10頭）

売 得 金
単勝： 27，087，800円 複勝： 37，470，800円 枠連： 10，369，900円
馬連： 47，749，900円 馬単： 30，373，700円 ワイド： 26，961，400円
3連複： 62，326，400円 3連単： 115，776，600円 計： 358，116，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 250円 � 760円 枠 連（8－8） 810円

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 1，620円

ワ イ ド �� 420円 �� 1，720円 �� 4，230円

3 連 複 ��� 11，420円 3 連 単 ��� 36，570円

票 数

単勝票数 計 270878 的中 � 91112（1番人気）
複勝票数 計 374708 的中 � 136921（1番人気）� 30591（4番人気）� 7791（8番人気）
枠連票数 計 103699 的中 （8－8） 9805（2番人気）
馬連票数 計 477499 的中 �� 35661（3番人気）
馬単票数 計 303737 的中 �� 13989（5番人気）
ワイド票数 計 269614 的中 �� 18352（3番人気）�� 3850（18番人気）�� 1527（28番人気）
3連複票数 計 623264 的中 ��� 4092（26番人気）
3連単票数 計1157766 的中 ��� 2295（103番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．5―12．3―12．3―12．5―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．2―34．7―47．0―59．3―1：11．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウラケーテ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2016．12．24 阪神6着

2014．4．6生 牡3黒鹿 母 クィーンロマンス 母母 オグリロマンス 4戦2勝 賞金 15，100，000円
〔調教再審査〕 タイセイブレーク号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔その他〕 タイセイブレーク号は，競走中に異常歩様となったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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25日 晴 良 （29阪神2）第1日 第7競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走13時15分 （芝・右・外）
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
1：44．5
1：43．9

良
良

612 キ ロ ハ ナ 牡5鹿 57 川田 将雅金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 474＋101：47．7 1．8�

714 ユウチェンジ 牡4黒鹿 57
54 ▲川又 賢治�アイテツ 森 秀行 浦河 鎌田 正嗣 502＋ 21：48．02 7．5�

35 マイネルアトゥー 牡4青鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 450＋ 2 〃 ハナ 44．9�

510 アドマイヤスター 牡5青鹿57 A．シュタルケ 近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 494－ 61：48．1クビ 8．0�
（独）

23 ブライトボイス 牡5栗 57 北村 友一宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 510± 01：48．2� 9．3�
24 ゴールドサーベラス 牡5栗 57 水口 優也田頭 勇貴氏 清水 英克 新ひだか 原田 久司 448－ 2 〃 クビ 168．9	
36 クインズサン 牡4青 57 松若 風馬 �クイーンズ・ランチ 和田 正道 浦河 日進牧場 454－ 2 〃 ハナ 55．1

12 インザサイレンス 牡4芦 57 小牧 太岡田 隆寛氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田 猛 464＋ 21：48．62 49．4�
713	 ホーリーシュラウド 牝5黒鹿55 高倉 稜星野 康三氏 斉藤 崇史 千歳 社台ファーム 454＋ 21：48．81
 143．9�
48 ナリタエイト 牡4鹿 57 池添 謙一�オースミ 松永 昌博 千歳 社台ファーム 470＋16 〃 アタマ 11．0
815 スズカバーディー �4黒鹿 57

54 ▲森 裕太朗永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか グランド牧場 424－ 21：49．01
 44．5�
611 ゴールドメダリオン �5栗 57 川須 栄彦西田 彰宏氏 松元 茂樹 日高 スマイルファーム 462－ 6 〃 ハナ 335．7�
816 トウショウビクター 牡4黒鹿57 松山 弘平藤田 衛成氏 今野 貞一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 456± 01：49．1� 8．6�
47 マルカベッカム 牡4鹿 57 �島 良太日下部 猛氏 羽月 友彦 千歳 社台ファーム 492＋ 21：49．41 278．6�
59 トライブキング 牡4鹿 57 川島 信二前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか タイヘイ牧場 450－ 6 〃 ハナ 23．7�
11 	 ウイングタイガー 牝5鹿 55 柴田 未崎 �ミキハウスHKサービス 服部 利之 浦河 杵臼斉藤牧場 422－ 41：49．5� 413．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，302，200円 複勝： 50，544，800円 枠連： 15，228，800円
馬連： 60，211，700円 馬単： 34，370，300円 ワイド： 39，255，100円
3連複： 82，866，400円 3連単： 118，221，600円 計： 431，000，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 220円 � 570円 枠 連（6－7） 700円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 1，180円

ワ イ ド �� 410円 �� 1，060円 �� 3，230円

3 連 複 ��� 6，340円 3 連 単 ��� 16，070円

票 数

単勝票数 計 303022 的中 � 129285（1番人気）
複勝票数 計 505448 的中 � 189029（1番人気）� 45827（4番人気）� 13748（8番人気）
枠連票数 計 152288 的中 （6－7） 16842（3番人気）
馬連票数 計 602117 的中 �� 57344（2番人気）
馬単票数 計 343703 的中 �� 21676（4番人気）
ワイド票数 計 392551 的中 �� 27231（3番人気）�� 9230（10番人気）�� 2889（36番人気）
3連複票数 計 828664 的中 ��� 9797（17番人気）
3連単票数 計1182216 的中 ��� 5333（39番人気）

ハロンタイム 13．0―11．9―12．4―12．6―12．3―11．7―11．0―11．0―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．9―37．3―49．9―1：02．2―1：13．9―1：24．9―1：35．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．5―3F33．8
3 3（1，5）（4，8）12，2（6，14）10，16（7，15）（11，13）－9 4 3（1，5）8，4，12（2，14）6，10（7，16）（11，15，9）13

勝馬の
紹 介

キ ロ ハ ナ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2015．1．11 京都1着

2012．5．19生 牡5鹿 母 ハ ウ オ リ 母母 ノースフライト 6戦3勝 賞金 29，024，000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。

10008 3月25日 晴 良 （29阪神2）第1日 第8競走 ��1，400�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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

611� キングジュエリー 牡4栗 57 松若 風馬平井 裕氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 536＋ 21：24．5 34．3�
610� シゲルオニカマス 牡4鹿 57 松山 弘平森中 蕃氏 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 538± 0 〃 クビ 13．2�
46 イサチルホープ 牡5栗 57 北村 友一小坂 功氏 大根田裕之 日高 戸川牧場 478＋ 21：24．6� 4．7�
34 タガノモーサン 牡4鹿 57 �島 良太八木 良司氏 岡田 稲男 新ひだか 木村 秀則 496± 01：24．92 3．3�
11 トウケイフクキタル 牡4栗 57 四位 洋文木村 信彦氏 湯窪 幸雄 日高 道見牧場 482± 0 〃 ハナ 21．2�
35 ショウナンアヴィド 牡4青鹿57 A．シュタルケ�湘南 須貝 尚介 日高 中原牧場 B482－ 81：25．0クビ 4．5	

（独）

58 タイセイパルサー 牡4黒鹿57 川島 信二田中 成奉氏 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 486－141：25．53 6．2

23 � キングヴァラール 牡5黒鹿57 荻野 琢真阿部東亜子氏 羽月 友彦 浦河 バンブー牧場 516－ 2 〃 アタマ 200．7�
59 ナンヨーアーミー 牡4鹿 57 池添 謙一中村 德也氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 530－ 41：25．6	 18．3�
713� エクロジオン 牝4鹿 55 高倉 稜前田 幸治氏 宮本 博 新冠 平山牧場 464－ 2 〃 アタマ 18．6
47 ビタミンエース 牡6鹿 57 丹内 祐次村上 稔氏 本田 優 新ひだか 谷口育成牧場 534＋ 2 〃 ハナ 38．1�
814� チュウワワンダー 牡7鹿 57 岡田 祥嗣中西 忍氏 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 496－ 51：26．02	 195．7�
22 クリノマルボルク 牡4青鹿 57

54 ▲森 裕太朗栗本 博晴氏 南井 克巳 日高 三輪牧場 452－ 21：26．63	 120．6�
712 ジョーマイク 
4栗 57 小牧 太上田けい子氏 中竹 和也 新ひだか 平野牧場 450－101：27．02	 23．7�
815 ウインフェルベール 牡4青鹿57 川須 栄彦�ウイン �島 一歩 新ひだか 藤巻 則弘 B498－ 61：27．32 51．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 28，453，300円 複勝： 42，425，500円 枠連： 19，444，100円
馬連： 67，727，100円 馬単： 30，948，500円 ワイド： 42，769，700円
3連複： 95，066，200円 3連単： 115，800，400円 計： 442，634，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，430円 複 勝 � 910円 � 340円 � 200円 枠 連（6－6） 16，540円

馬 連 �� 18，370円 馬 単 �� 36，900円

ワ イ ド �� 4，410円 �� 2，320円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 25，420円 3 連 単 ��� 186，560円

票 数

単勝票数 計 284533 的中 � 6629（10番人気）
複勝票数 計 424255 的中 � 10137（11番人気）� 31692（5番人気）� 66700（2番人気）
枠連票数 計 194441 的中 （6－6） 911（27番人気）
馬連票数 計 677271 的中 �� 2857（45番人気）
馬単票数 計 309485 的中 �� 629（92番人気）
ワイド票数 計 427697 的中 �� 2438（44番人気）�� 4708（26番人気）�� 11431（8番人気）
3連複票数 計 950662 的中 ��� 2804（77番人気）
3連単票数 計1158004 的中 ��� 450（543番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．6―35．7―48．0―1：00．1―1：11．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�キングジュエリー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 アグネスタキオン

2013．5．25生 牡4栗 母 アイアムジュエル 母母 フォルナリーナ 7戦1勝 賞金 7，980，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 タイセイパルサー号の騎手川島信二は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3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。



10009 3月25日 晴 良 （29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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：43．9

良
良

44 カワキタエンカ 牝3鹿 54 池添 謙一川島 吉男氏 浜田多実雄 新ひだか 木田牧場 460－ 61：48．9 3．2�
11 ヤマカツグレース 牝3栗 54 川田 将雅山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 448－ 41：49．11� 6．8�
22 ウインシャトレーヌ 牝3栗 54 A．シュタルケ�ウイン 大久保龍志 新ひだか 岡田スタツド 482＋ 61：49．2� 4．2�

（独）

66 チャレアーダ 牝3鹿 54 四位 洋文 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 452－101：49．3� 3．1�

78 レッドコルディス 牝3黒鹿54 松若 風馬 �東京ホースレーシング 高橋 義忠 浦河 富田牧場 468－ 61：49．4� 14．3�
67 キャスパリーグ 牝3鹿 54 田中 健杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 436－ 41：49．5� 27．8	
55 プリンセスルーラー 牝3黒鹿54 小牧 太大森 悌次氏 高橋 康之 浦河 �川 啓一 476－ 81：49．6� 47．9

79 ワールドフォーラブ 牝3黒鹿54 北村 友一吉澤 克己氏 音無 秀孝 様似 様似渡辺牧場 440＋ 2 〃 ハナ 30．8�
33 ピスカデーラ 牝3鹿 54 松山 弘平名古屋友豊� 池添 学 安平 ノーザンファーム 458＋ 21：49．81� 19．2�
811 ラントシャフト 牝3栗 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 438－ 2 〃 ハナ 50．3
810 トーホウビスカヤ 牝3鹿 54 �島 良太東豊物産� 川村 禎彦 浦河 酒井牧場 490＋ 21：50．54 81．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 43，143，500円 複勝： 50，849，200円 枠連： 16，661，800円
馬連： 92，013，200円 馬単： 43，332，000円 ワイド： 49，013，600円
3連複： 115，545，500円 3連単： 193，730，900円 計： 604，289，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 180円 � 160円 枠 連（1－4） 1，070円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 1，710円

ワ イ ド �� 320円 �� 290円 �� 490円

3 連 複 ��� 1，440円 3 連 単 ��� 6，780円

票 数

単勝票数 計 431435 的中 � 106106（2番人気）
複勝票数 計 508492 的中 � 110549（1番人気）� 64503（4番人気）� 82714（3番人気）
枠連票数 計 166618 的中 （1－4） 11996（4番人気）
馬連票数 計 920132 的中 �� 71970（4番人気）
馬単票数 計 433320 的中 �� 18917（7番人気）
ワイド票数 計 490136 的中 �� 40260（3番人気）�� 45260（2番人気）�� 23583（6番人気）
3連複票数 計1155455 的中 ��� 59903（3番人気）
3連単票数 計1937309 的中 ��� 20707（15番人気）

ハロンタイム 13．0―11．6―11．8―12．6―13．0―12．8―11．6―10．8―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．6―36．4―49．0―1：02．0―1：14．8―1：26．4―1：37．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カワキタエンカ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2016．11．27 京都1着

2014．4．20生 牝3鹿 母 カワキタラブポップ 母母 ローズレディ 4戦2勝 賞金 23，301，000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。

10010 3月25日 晴 良 （29阪神2）第1日 第10競走 ��
��1，600�

て ん じ ん ば し

天 神 橋 特 別
発走15時00分 （芝・右・外）
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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．0
1：30．7

良
良

44 カイザーバル 牝4黒鹿55 四位 洋文 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム 478＋121：34．9 1．7�
33 レインボーフラッグ 牡4鹿 57 小牧 太 �グリーンファーム小崎 憲 千歳 社台ファーム 452－ 21：35．21� 8．2�
78 ピースマインド 牡4鹿 57 A．シュタルケ 小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 448＋ 21：35．3クビ 11．1�

（独）

66 スワーヴアーサー 牡4鹿 57 池添 謙一�NICKS 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 484± 01：35．4� 21．8�
55 アンドリエッテ 牝5鹿 55 川田 将雅永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 456± 01：35．5	 3．5	
79 マイアベーア 牡5青鹿57 北村 友一 �社台レースホース西村 真幸 千歳 社台ファーム 476－ 4 〃 アタマ 94．0

22 ヤマカツボーイ 牡5黒鹿57 松山 弘平山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 464± 0 〃 ハナ 16．8�
67 アドマイヤスカイ 牡5青鹿57 川須 栄彦近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 460＋121：35．71
 94．6�
810 オブリゲーション 牡4鹿 57 松若 風馬�辻牧場 奥村 豊 浦河 辻 牧場 462－101：36．01� 18．2
11 タガノエンブレム 牡7青鹿57 川島 信二八木 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 472－ 6 〃 クビ 170．1�
811 サンセットスカイ 牡7栗 57 高倉 稜前田 晋二氏 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 492＋ 21：36．1クビ 188．3�
（11頭）

売 得 金
単勝： 40，639，900円 複勝： 74，249，700円 枠連： 18，878，900円
馬連： 101，955，000円 馬単： 57，047，700円 ワイド： 50，124，800円
3連複： 121，966，600円 3連単： 255，632，000円 計： 720，494，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 200円 � 210円 枠 連（3－4） 790円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，040円

ワ イ ド �� 340円 �� 390円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 1，990円 3 連 単 ��� 5，180円

票 数

単勝票数 計 406399 的中 � 183899（1番人気）
複勝票数 計 742497 的中 � 398582（1番人気）� 53402（3番人気）� 49032（4番人気）
枠連票数 計 188789 的中 （3－4） 18374（3番人気）
馬連票数 計1019550 的中 �� 100236（2番人気）
馬単票数 計 570477 的中 �� 41111（3番人気）
ワイド票数 計 501248 的中 �� 39631（2番人気）�� 34373（3番人気）�� 9942（12番人気）
3連複票数 計1219666 的中 ��� 45886（6番人気）
3連単票数 計2556320 的中 ��� 35750（13番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．2―25．3―37．5―49．6―1：01．5―1：12．3―1：23．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．3―3F33．4
3 8，9（4，10）5（2，6）（1，11）7，3 4 ・（8，9）（4，10）5（2，6）（1，11）（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4黒鹿 母 ダンスインザムード 母母 ダンシングキイ 11戦3勝 賞金 79，314，000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。



10011 3月25日 晴 良 （29阪神2）第1日 第11競走 ��
��1，800�第64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 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：43．9

良
良

33 ア ル ア イ ン 牡3鹿 56 松山 弘平 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 520＋ 61：46．5 7．7�
11 サトノアーサー 牡3青鹿56 川田 将雅里見 治氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 472－ 21：46．6	 1．2�
66 キ セ キ 牡3黒鹿56 A．シュタルケ 石川 達絵氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 482－ 41：46．7	 32．8�

（独）

77 プラチナムバレット 牡3芦 56 池添 謙一 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 河内 洋 新ひだか 岡田スタツド 480－ 21：47．02 14．2�

55 
 ト ラ ス ト 牡3芦 57 丹内 祐次岡田 繁幸氏 中村 均 新冠 中本牧場 468± 01：47．31� 16．9	
44 クリアザトラック 牡3鹿 56 四位 洋文金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 448－ 8 〃 クビ 12．6

88 ガンサリュート 牡3黒鹿56 北村 友一 �キャロットファーム 安田 隆行 新ひだか 木村 秀則 504－ 21：47．62 11．4�
22 テイエムヒッタマゲ 牡3栗 57 田中 健竹園 正繼氏 福島 信晴 鹿児島 テイエム牧場 480－ 21：51．7大差 106．8�

（8頭）

売 得 金
単勝： 132，631，600円 複勝： 343，017，500円 枠連： 発売なし
馬連： 280，178，300円 馬単： 165，959，000円 ワイド： 129，104，200円
3連複： 289，930，600円 3連単： 954，332，100円 計： 2，295，153，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 150円 � 110円 � 320円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 1，310円

ワ イ ド �� 180円 �� 1，540円 �� 490円

3 連 複 ��� 1，990円 3 連 単 ��� 14，420円

票 数

単勝票数 計1326316 的中 � 137708（2番人気）
複勝票数 計3430175 的中 � 170087（2番人気）� 2703657（1番人気）� 55044（7番人気）
馬連票数 計2801783 的中 �� 603528（1番人気）
馬単票数 計1659590 的中 �� 94556（6番人気）
ワイド票数 計1291042 的中 �� 227788（1番人気）�� 17297（17番人気）�� 61607（6番人気）
3連複票数 計2899306 的中 ��� 108810（10番人気）
3連単票数 計9543321 的中 ��� 47968（45番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．6―12．2―12．7―12．0―11．1―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．6―35．2―47．4―1：00．1―1：12．1―1：23．2―1：34．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア ル ア イ ン 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 Essence of Dubai デビュー 2016．10．29 京都1着

2014．5．1生 牡3鹿 母 ドバイマジェスティ 母母 Great Majesty 4戦3勝 賞金 55，651，000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25日 晴 良 （29阪神2）第1日 第12競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走16時10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
1：08．8
1：08．7

重
重

69 タガノヴェルリー 牝5鹿 55 松山 弘平八木 良司氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム B448＋ 81：12．0 2．4�

711 スズカプリズム 牝4栗 55 小牧 太永井 啓弍氏 橋田 満 新冠 岩見牧場 464－ 61：12．21� 12．2�
812 トラストマヴィア 牝4黒鹿55 荻野 琢真菅波 雅巳氏 羽月 友彦 新冠 松浦牧場 484－ 21：12．3� 4．2�
22 タキオンレディー 牝5栗 55 松若 風馬�宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 454－161：12．4� 7．0�
56 ラタンドレス 牝4鹿 55 �島 良太 �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 岡田スタツド 460＋ 2 〃 クビ 80．9	
710 ジュエルメッセージ 牝4鹿 55 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 466－ 8 〃 ハナ 20．2

68 	 マヤブリリアント 牝4栗 55

52 ▲川又 賢治�まの 大橋 勇樹 日高 高山 博 386－ 21：12．61 147．0�
33 ローザルージュ 牝4黒鹿55 池添 謙一村上 稔氏 本田 優 新ひだか 久井牧場 490－ 41：12．7
 17．3�
45 テイケイラピッド 牝5栗 55 川島 信二兼松 忠男氏 荒川 義之 洞�湖 レイクヴィラファーム 522－ 61：12．8
 31．1
11 	 キシュウマイウェイ 牝4青鹿55 小林 徹弥木村 昌三氏 安達 昭夫 浦河 谷川牧場 438－ 81：13．12 54．9�
813 マルクデラポム 牝4青鹿55 A．シュタルケ 三宅 勝俊氏 松下 武士 浦河 昭和牧場 470± 01：13．31 4．8�

（独）

44 	 シゲルヒメオコゼ 牝4黒鹿55 高倉 稜森中 蕃氏 沖 芳夫 浦河 秋場牧場 422－ 41：13．72� 193．9�
（12頭）

57 	 マンダラキッス 牝4栗 55 北村 友一ザ・チャンピオンズ 牧浦 充徳 新ひだか 藤沢牧場 504－ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 39，784，500円 複勝： 44，683，600円 枠連： 29，088，500円
馬連： 95，077，500円 馬単： 43，323，400円 ワイド： 46，352，000円
3連複： 114，220，200円 3連単： 189，794，100円 計： 602，323，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 320円 � 160円 枠 連（6－7） 1，210円

馬 連 �� 2，190円 馬 単 �� 3，530円

ワ イ ド �� 690円 �� 320円 �� 690円

3 連 複 ��� 2，320円 3 連 単 ��� 14，240円

票 数

単勝票数 差引計 397845（返還計 7647） 的中 � 128084（1番人気）
複勝票数 差引計 446836（返還計 9721） 的中 � 102033（1番人気）� 26877（7番人気）� 75739（3番人気）
枠連票数 差引計 290885（返還計 249） 的中 （6－7） 18620（5番人気）
馬連票数 差引計 950775（返還計 47826） 的中 �� 33567（9番人気）
馬単票数 差引計 433234（返還計 20636） 的中 �� 9194（12番人気）
ワイド票数 差引計 463520（返還計 27015） 的中 �� 16253（8番人気）�� 41447（2番人気）�� 16174（9番人気）
3連複票数 差引計1142202（返還計114508） 的中 ��� 36850（5番人気）
3連単票数 差引計1897941（返還計165794） 的中 ��� 9662（41番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．6―12．0―12．0―12．8

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノヴェルリー �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 ストラヴィンスキー デビュー 2014．7．19 中京1着

2012．1．16生 牝5鹿 母 タガノデムジュール 母母 タガノラピス 23戦3勝 賞金 43，739，000円
〔競走除外〕 マンダラキッス号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。
※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。



（29阪神2）第1日 3月25日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 154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
厩務員出走奨励金

223，820，000円
15，820，000円
1，170，000円
24，730，000円
62，080，000円
4，140，000円
1，478，400円

勝馬投票券売得金
450，965，200円
824，514，500円
163，569，400円
940，573，300円
513，429，700円
512，884，000円
1，155，728，400円
2，327，269，300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 6，888，933，800円

総入場人員 13，694名 （有料入場人員 12，901名）
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