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07037 3月3日 晴 重 （25阪神1）第4日 第1競走 1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

33 チャームドヴェール 牝3鹿 54 岩田 康誠 �サンデーレーシング 橋田 満 安平 ノーザンファーム 438－ 41：53．8 1．9�
56 ブルーチッパー 牝3鹿 54 幸 英明青山 洋一氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 460－ 61：54．01� 2．5�
55 ティボリハーモニー 牝3栗 54

51 ▲岩崎 翼松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 500＋181：55．59 23．4�

67 アラタマセット 牝3鹿 54 国分 恭介荒木 謙次氏 浜田多実雄 日高 槇本牧場 420－ 61：55．92� 301．7�
79 ル ナ リ ア 牝3黒鹿54 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 412－101：56．0クビ 18．8�
44 タマモアルバ 牝3鹿 54 太宰 啓介タマモ	 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 462－141：56．21� 30．7

812 ブレイヴフィート 牝3鹿 54 藤岡 佑介下河�行雄氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 428＋12 〃 同着 11．9�
68 ヌーヴェルリュンヌ 牝3鹿 54 秋山真一郎 	グリーンファーム宮本 博 安平 ノーザンファーム 494± 01：56．41� 10．7
710 プティアノンス 牝3栗 54 川島 信二有限会社シルク荒川 義之 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 390± 01：57．25 423．6�
11 マイネラヴァリーノ 牝3栗 54 D．バルジュー 	サラブレッドクラブ・ラフィアン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 416－ 61：57．73 124．9�

（伊）

811 メイショウテンニョ 牝3栗 54 熊沢 重文松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか 土田 扶美子 418－ 41：58．65 135．5�
22 マルサンムテキ 牝3黒鹿54 岡田 祥嗣松井三千年氏 南井 克巳 浦河 信成牧場 464－ 61：59．55 132．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 21，018，600円 複勝： 47，476，600円 枠連： 8，962，700円
馬連： 42，964，900円 馬単： 35，378，200円 ワイド： 19，126，300円
3連複： 57，233，800円 3連単： 132，083，800円 計： 364，244，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 110円 � 330円 枠 連（3－5） 170円

馬 連 �� 180円 馬 単 �� 330円

ワ イ ド �� 130円 �� 670円 �� 720円

3 連 複 ��� 1，290円 3 連 単 ��� 3，770円

票 数

単勝票数 計 210186 的中 � 87434（1番人気）
複勝票数 計 474766 的中 � 265957（1番人気）� 100821（2番人気）� 12574（7番人気）
枠連票数 計 89627 的中 （3－5） 39189（1番人気）
馬連票数 計 429649 的中 �� 185000（1番人気）
馬単票数 計 353782 的中 �� 80691（1番人気）
ワイド票数 計 191263 的中 �� 58570（1番人気）�� 5116（9番人気）�� 4709（12番人気）
3連複票数 計 572338 的中 ��� 32748（4番人気）
3連単票数 計1320838 的中 ��� 25892（8番人気）

ハロンタイム 13．0―11．6―13．5―12．6―12．5―12．4―12．5―12．4―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．6―38．1―50．7―1：03．2―1：15．6―1：28．1―1：40．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

チャームドヴェール �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Thunder Gulch デビュー 2012．10．21 京都4着

2010．3．2生 牝3鹿 母 ヴェイルオブアヴァロン 母母 Wind In Her Hair 4戦1勝 賞金 8，100，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マルサンムテキ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年4月3日まで平地競

走に出走できない。
※ヌーヴェルリュンヌ号・プティアノンス号・メイショウテンニョ号は，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。

07038 3月3日 晴 重 （25阪神1）第4日 第2競走 ��1，200�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
1：09．7
1：08．7

重
重

47 カイシュウヤマト 牡3栗 56 津村 明秀飯村 孝男氏 領家 政蔵 新ひだか 稲葉牧場 482＋ 41：12．4 78．8�
11 メイショウラムダ 牡3黒鹿56 小牧 太松本 好�氏 高橋 義忠 浦河 赤田牧場 450＋ 21：12．72 13．6�
612 アメージングタクト 牡3鹿 56 秋山真一郎 �サンデーレーシング 野村 彰彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450－ 21：12．8� 1．4�
12 � アスターストーム 牡3鹿 56 幸 英明加藤 久枝氏 武田 博 米

Mineola Farm II, LLC,
James W. Hirschmann &
David R. Houchin

478－ 81：13．12 22．0�
816� ミリアグラシア 牝3栗 54 四位 洋文杉浦 正彦氏 千田 輝彦 米 Brereton

C. Jones 488＋ 41：13．41� 9．7	
23 ドントタッチミー 牡3鹿 56 D．バルジュー 山田 貢一氏 牧浦 充徳 日高 日西牧場 448＋ 21：13．71� 15．2


（伊）

59 � カシュクール 牝3鹿 54 藤岡 佑介前田 幸治氏 角田 晃一 米
Doug Branham
& Occidental
Thoroughbreds

438－181：14．01� 75．8�
815� クラシカルバリュー 牝3鹿 54 C．デムーロ 吉田 照哉氏 大久保龍志 米 Shadai Farm 432－ 21：14．1� 18．4�

（伊）

24 サンライズテナンゴ 牡3芦 56 池添 謙一松岡 隆雄氏 平田 修 千歳 社台ファーム B462＋14 〃 アタマ 42．0
611 グレイングロース 牡3鹿 56 川田 将雅 �社台レースホース高野 友和 千歳 社台ファーム 486－ 61：14．31� 10．1�
714 テイエムオールエー 牡3栗 56 太宰 啓介竹園 正繼氏 柴田 光陽 新ひだか 佐藤 陽一 434－ 4 〃 クビ 216．6�
36 セトパラダイス 牡3栗 56 小林 徹弥難波 澄子氏 森 秀行 日高 三城牧場 448＋181：14．62 414．9�
713 タガノヴェルサーレ 牡3鹿 56 上村 洋行八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 462＋ 21：14．7クビ 75．1�
510 ニシオキボオト 牡3鹿 56 佐久間寛志西尾 午郎氏 鹿戸 明 新ひだか 猪野毛牧場 464－ 2 〃 クビ 70．2�
35 サトノラーク 牡3栗 56 熊沢 重文里見 治氏 村山 明 千歳 社台ファーム 504－ 41：14．91� 120．6�
48 ランドリーマー 牡3鹿 56

53 ▲長岡 禎仁宮本 貞雄氏 羽月 友彦 日高 石原牧場 440－ 21：15．43 184．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，167，500円 複勝： 88，204，000円 枠連： 13，886，400円
馬連： 45，521，500円 馬単： 38，220，800円 ワイド： 22，714，600円
3連複： 60，515，100円 3連単： 118，745，600円 計： 412，975，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，880円 複 勝 � 1，160円 � 230円 � 110円 枠 連（1－4） 10，270円

馬 連 �� 32，620円 馬 単 �� 101，470円

ワ イ ド �� 5，000円 �� 1，300円 �� 310円

3 連 複 ��� 9，370円 3 連 単 ��� 220，750円

票 数

単勝票数 計 251675 的中 � 2518（12番人気）
複勝票数 計 882040 的中 � 5670（11番人気）� 39354（4番人気）� 648129（1番人気）
枠連票数 計 138864 的中 （1－4） 998（18番人気）
馬連票数 計 455215 的中 �� 1030（42番人気）
馬単票数 計 382208 的中 �� 278（100番人気）
ワイド票数 計 227146 的中 �� 1004（37番人気）�� 4037（13番人気）�� 21331（2番人気）
3連複票数 計 605151 的中 ��� 4767（31番人気）
3連単票数 計1187456 的中 ��� 397（408番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．7―12．1―12．4―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．3―35．0―47．1―59．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カイシュウヤマト �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2012．9．8 阪神6着

2010．4．10生 牡3栗 母 クィーンロマンス 母母 オグリロマンス 2戦1勝 賞金 5，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ストライクルート号
※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１回 阪神競馬 第４日



07039 3月3日 晴 重 （25阪神1）第4日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時00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

813 ナムララオウ 牡3栗 56 国分 恭介奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 474－ 41：54．0 2．6�
57 マイネルゲイナー 牡3栗 56 D．バルジュー �サラブレッドクラブ・ラフィアン 吉田 直弘 新ひだか 久井牧場 438－ 21：54．63� 21．6�

（伊）

45 レッドクラーケン 牡3鹿 56 幸 英明 �東京ホースレーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 492＋ 2 〃 ハナ 43．2�
812 レゾンドールシチー 牡3栗 56 小林 徹弥 �友駿ホースクラブ 藤沢 則雄 日高 シンボリ牧場 476－ 41：54．91� 11．6�
711� アンシャックルド 牡3栗 56 四位 洋文�大樹ファーム 昆 貢 愛 S. F. Blood-

stock LLC B500－101：55．0� 3．2	
22 メイショウユニオン 牡3栗 56 川島 信二松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 444－ 41：55．1クビ 21．0

33 � ウエストソング 牡3芦 56 岩田 康誠加藤 守氏 中竹 和也 米 Pegasus

Farms, Ltd. 482－ 2 〃 ハナ 5．2�
710 ヒミノオオタカ 牡3鹿 56 C．デムーロ 佐々木八郎氏 矢作 芳人 新冠 パカパカ

ファーム 490－ 6 〃 クビ 12．3�
（伊）

11 エーシンヒリュー 牡3栗 56 岡田 祥嗣�栄進堂 松元 茂樹 浦河 栄進牧場 466－ 61：56．05 46．7
68 スピーディシャープ 牡3鹿 56

53 ▲長岡 禎仁吉永 清美氏 目野 哲也 浦河 大西ファーム 408－ 2 〃 クビ 432．4�
56 ユニバーサルキング 牡3鹿 56 熊沢 重文有限会社シルク松永 昌博 安平 ノーザンファーム B488± 01：56．31� 26．9�
44 クレバームーン 牡3鹿 56

53 ▲岩崎 翼 �ウエスタンファーム 崎山 博樹 浦河 川越ファーム 454－ 21：58．3大差 202．4�
69 テイエムアイガー 牡3青鹿56 太宰 啓介竹園 正繼氏 浜田多実雄 日高 テイエム牧場日高支場 500－14 （競走中止） 301．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 20，082，500円 複勝： 35，041，800円 枠連： 13，368，700円
馬連： 41，239，000円 馬単： 31，202，900円 ワイド： 21，656，400円
3連複： 59，651，000円 3連単： 111，351，800円 計： 333，594，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 390円 � 670円 枠 連（5－8） 1，160円

馬 連 �� 2，210円 馬 単 �� 3，370円

ワ イ ド �� 750円 �� 1，270円 �� 6，550円

3 連 複 ��� 18，370円 3 連 単 ��� 63，960円

票 数

単勝票数 計 200825 的中 � 63254（1番人気）
複勝票数 計 350418 的中 � 112496（1番人気）� 18496（6番人気）� 9664（8番人気）
枠連票数 計 133687 的中 （5－8） 8519（4番人気）
馬連票数 計 412390 的中 �� 13773（8番人気）
馬単票数 計 312029 的中 �� 6852（13番人気）
ワイド票数 計 216564 的中 �� 7471（8番人気）�� 4201（14番人気）�� 776（38番人気）
3連複票数 計 596510 的中 ��� 2397（46番人気）
3連単票数 計1113518 的中 ��� 1285（162番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．6―38．5―51．5―1：04．2―1：16．8―1：29．0―1：41．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ナムララオウ �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2013．1．14 京都8着

2010．5．5生 牡3栗 母 ナムラシゲコ 母母 ケイジヨイナー 4戦1勝 賞金 7，750，000円
〔競走中止〕 テイエムアイガー号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

07040 3月3日 晴 良 （25阪神1）第4日 第4競走 1，800�サラブレッド系3歳
発走11時30分 （芝・右・外）

牝，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
1：44．7
1：44．1

良
良

22 テ ィ ア ー モ 牝3鹿 54 藤岡 佑介 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 442 ―1：50．7 24．3�
46 アサクサティアラ 牝3青鹿54 池添 謙一田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 432 ― 〃 クビ 5．3�
23 ゴールドテーラー 牝3栗 54

51 ▲岩崎 翼中西 浩一氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 410 ―1：50．8クビ 9．0�
814 アニマトゥール 牝3黒鹿54 川田 将雅 �社台レースホース松田 博資 安平 追分ファーム 462 ―1：51．01 2．4�
713 アドマイヤマリリン 牝3栗 54 岩田 康誠近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 430 ― 〃 ハナ 8．8	
712 マコトビジャーチ 牝3栗 54 津村 明秀尾田左知子氏 鮫島 一歩 日高 碧雲牧場 420 ―1：51．21� 15．8

611 エーシンケツァール 牝3鹿 54 幸 英明�栄進堂 田所 秀孝 浦河 栄進牧場 414 ― 〃 クビ 16．1�
11 ゴッデスオース 牝3栗 54

51 ▲長岡 禎仁山口 敦広氏 鈴木 孝志 新ひだか 見上牧場 404 ―1：51．41 179．1�
35 ビックリマーチャン 牝3鹿 54 川島 信二戸佐 眞弓氏 石坂 正 浦河 中神牧場 444 ―1：51．61� 84．4
815 ホールロッタラヴ 牝3黒鹿54 C．デムーロ 吉田 勝己氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 448 ―1：51．7クビ 6．1�

（伊）

59 バーグペガサス 牝3栗 54 国分 恭介松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 下河辺牧場 464 ―1：52．02 186．0�
610 ホ イ ホ イ 牝3栗 54 小牧 太橋口 博氏 橋口弘次郎 浦河 市川牧場 482 ―1：52．63� 74．7�
58 タマモエクレール 牝3栗 54 太宰 啓介タマモ� 藤沢 則雄 新ひだか フジワラフアーム 386 ―1：53．23� 95．4�
47 シ ャ ッ ツ 牝3鹿 54 四位 洋文平山 靖氏 千田 輝彦 千歳 社台ファーム 438 ― 〃 クビ 67．8�
34 スマートエンデバー 牝3栗 54 秋山真一郎大川 徹氏 平田 修 千歳 社台ファーム 460 ―1：53．51� 26．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 21，044，300円 複勝： 32，901，600円 枠連： 15，012，000円
馬連： 38，471，700円 馬単： 27，865，000円 ワイド： 18，781，500円
3連複： 53，052，400円 3連単： 82，362，300円 計： 289，490，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，430円 複 勝 � 690円 � 210円 � 300円 枠 連（2－4） 2，020円

馬 連 �� 6，350円 馬 単 �� 18，240円

ワ イ ド �� 1，870円 �� 2，880円 �� 840円

3 連 複 ��� 17，970円 3 連 単 ��� 132，140円

票 数

単勝票数 計 210443 的中 � 6829（8番人気）
複勝票数 計 329016 的中 � 10619（9番人気）� 49202（2番人気）� 29050（5番人気）
枠連票数 計 150120 的中 （2－4） 5488（9番人気）
馬連票数 計 384717 的中 �� 4475（24番人気）
馬単票数 計 278650 的中 �� 1128（57番人気）
ワイド票数 計 187815 的中 �� 2442（25番人気）�� 1565（31番人気）�� 5789（8番人気）
3連複票数 計 530524 的中 ��� 2179（56番人気）
3連単票数 計 823623 的中 ��� 460（354番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．4―36．5―49．4―1：02．3―1：15．1―1：27．1―1：38．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．4―3F35．6
3 ・（2，12）（1，4）5（6，13）（3，14）（9，11）7，15，10－8 4 ・（2，12）（4，5）（1，13）（6，14）（3，11）7（9，15）10，8

勝馬の
紹 介

テ ィ ア ー モ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2010．4．26生 牝3鹿 母 レディチャーム 母母 リ ン ダ ス ト 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔制裁〕 ゴールドテーラー号の騎手岩崎翼は，3コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番）
※出走取消馬 レディオブオペラ号（疾病〔右肩跛行〕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。



07041 3月3日 晴 稍重 （25阪神1）第4日 第5競走 1，200�サラブレッド系3歳
発走12時20分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．7
1：08．7

重
重

89 スマートアレンジ 牝3鹿 54 岩田 康誠深見 富朗氏 小野 幸治 新冠 有限会社 大
作ステーブル 462－ 81：12．0 2．5�

11 ボストンビリーヴ 牝3栗 54 国分 恭介ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 456－ 41：12．31� 8．6�
66 テ ツ ナ ゴ オ 牝3黒鹿54 藤田 伸二�ビリオンスター加藤 征弘 千歳 社台ファーム 448－ 41：12．61� 17．3�
810 フジマサマキシム 牝3栗 54 太宰 啓介藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 484± 0 〃 クビ 5．4�
33 スピリットレイク 牝3鹿 54 川田 将雅 H.R.H．プリンセス・ハヤ 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480－ 41：13．02� 10．2�
77 ストゥーディアス 牝3鹿 54 津村 明秀有限会社シルク中村 均 新ひだか 千代田牧場 494－ 41：13．1� 18．1	
78 サウンドアドバイス 牝3栗 54 幸 英明加藤 守氏 松元 茂樹 新ひだか タイヘイ牧場 444－ 41：13．2� 16．6

44 ダブルファンタジー 牝3栗 54

51 ▲長岡 禎仁安原 浩司氏 須貝 尚介 浦河 辻 牧場 490－ 41：13．3� 6．2�
22 � グロリーレヴュー 牝3黒鹿54 藤岡 佑介�槇本牧場 浜田多実雄 日高 槇本牧場 484－101：14．57 172．3
55 アウトシャイン 牝3黒鹿54 C．デムーロ �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム 454＋101：15．24 9．1�

（伊）

（10頭）

売 得 金
単勝： 22，956，300円 複勝： 36，049，900円 枠連： 12，073，100円
馬連： 48，383，900円 馬単： 35，629，700円 ワイド： 23，244，300円
3連複： 68，530，800円 3連単： 127，098，800円 計： 373，966，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 210円 � 360円 枠 連（1－8） 640円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，320円

ワ イ ド �� 430円 �� 850円 �� 1，430円

3 連 複 ��� 4，900円 3 連 単 ��� 16，560円

票 数

単勝票数 計 229563 的中 � 74821（1番人気）
複勝票数 計 360499 的中 � 103544（1番人気）� 41548（4番人気）� 19439（8番人気）
枠連票数 計 120731 的中 （1－8） 14125（2番人気）
馬連票数 計 483839 的中 �� 42555（3番人気）
馬単票数 計 356297 的中 �� 20050（3番人気）
ワイド票数 計 232443 的中 �� 14685（3番人気）�� 6654（12番人気）�� 3779（23番人気）
3連複票数 計 685308 的中 ��� 10336（21番人気）
3連単票数 計1270988 的中 ��� 5666（59番人気）

ハロンタイム 12．2―11．3―11．9―11．9―11．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．5―35．4―47．3―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマートアレンジ �
�
父 パーソナルラッシュ �

�
母父 Jade Robbery デビュー 2012．8．12 小倉1着

2010．4．19生 牝3鹿 母 アイスダンス 母母 Idrica 10戦2勝 賞金 18，000，000円
〔制裁〕 ストゥーディアス号の騎手津村明秀は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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。

07042 3月3日 晴 稍重 （25阪神1）第4日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走12時50分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，200，000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
1：48．5
1：47．8

重
重

33 � シゲルスターキング 牡4鹿 57 藤田 伸二 �ブルアンドベア 藤岡 範士 米 La Pasion
America 504－ 21：53．2 2．3�

11 ナリタムーンライト 牡5栗 57 池添 謙一�オースミ 南井 克巳 日高 天羽牧場 524－ 4 〃 ハナ 7．8�
44 オーバーヘッド 牡5栗 57 太宰 啓介水上 行雄氏 安達 昭夫 新ひだか 塚田 達明 484－101：54．05 15．4�
57 � ミルクディッパー 牡4黒鹿57 岩田 康誠�ノースヒルズ 北出 成人 米 North Hills

Management 556± 01：54．42� 4．3�
69 ドリームチャージ 牡4鹿 57 C．デムーロ 青山 洋一氏 村山 明 日高 野島牧場 450± 0 〃 クビ 31．2�

（伊）

710 ロングスローイン 牡5鹿 57 上村 洋行渡邊 隆氏 尾形 充弘 苫小牧 藤沢 武雄 492± 01：54．5� 100．6	
68 リーサムポイント 牡5栗 57 藤岡 佑介平田 修氏 大江原 哲 安平 ノーザンファーム 472－ 21：54．6� 95．9

22 � ワイドクロス 牡4栃栗57 国分 恭介幅田 昌伸氏 宮 徹 米 Joan Hadley

Thoroughbreds 502－ 41：54．7� 18．4�
813 アーセナルゴール 牡5鹿 57 小牧 太渡邊 隆氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 488＋ 4 〃 アタマ 5．5�
56 エルダリオン 牡4鹿 57 四位 洋文 H.H．シェイク・ハムダン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 592＋ 81：54．91 22．8
812 マイネルソウル 牡4鹿 57 D．バルジュー �サラブレッドクラブ・ラフィアン 小野 次郎 浦河 谷川牧場 B496－101：56．39 51．0�

（伊）

711 マルティニーク 牡6鹿 57 川田 将雅 �社台レースホース千田 輝彦 千歳 社台ファーム 500－ 61：56．83 31．8�
45 ブルーミングメイン 牝5栗 55

52 ▲長岡 禎仁内田 滋三氏 村山 明 日高 日高大洋牧場 462＋ 42：00．6大差 339．7�
（13頭）

売 得 金
単勝： 21，810，900円 複勝： 39，250，200円 枠連： 11，970，500円
馬連： 44，479，300円 馬単： 32，856，900円 ワイド： 24，989，200円
3連複： 65，766，100円 3連単： 117，531，500円 計： 358，654，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 190円 � 280円 枠 連（1－3） 870円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 1，410円

ワ イ ド �� 330円 �� 600円 �� 1，260円

3 連 複 ��� 3，610円 3 連 単 ��� 13，310円

票 数

単勝票数 計 218109 的中 � 78029（1番人気）
複勝票数 計 392502 的中 � 125360（1番人気）� 48813（4番人気）� 26332（5番人気）
枠連票数 計 119705 的中 （1－3） 10258（3番人気）
馬連票数 計 444793 的中 �� 38887（3番人気）
馬単票数 計 328569 的中 �� 17275（4番人気）
ワイド票数 計 249892 的中 �� 20854（3番人気）�� 10133（5番人気）�� 4462（16番人気）
3連複票数 計 657661 的中 ��� 13469（13番人気）
3連単票数 計1175315 的中 ��� 6519（34番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―13．9―12．6―12．3―12．4―12．2―12．3―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．3―38．2―50．8―1：03．1―1：15．5―1：27．7―1：40．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�シゲルスターキング �
�
父 Successful Appeal �

�
母父 Deputy Minister デビュー 2011．10．29 京都1着

2009．3．19生 牡4鹿 母 Affairs of State 母母 Sexy Slew 18戦2勝 賞金 40，964，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブルーミングメイン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年4月3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。



07043 3月3日 晴 稍重 （25阪神1）第4日 第7競走 1，400�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 7，200，000円 2，350，000
2，350，000

円
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

11 サンクフルネス 牡4青 57 幸 英明小林竜太郎氏 沖 芳夫 日高 いとう牧場 456－ 41：24．6 22．6�
510 オビーディエント 牡4黒鹿57 秋山真一郎�ノースヒルズ 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント 450＋ 21：24．81� 3．1�
713 ペガサスヒルズ 牡6栗 57 川田 将雅吉村 敏治氏 鮫島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 B482± 0 〃 同着 3．0�
611 シルクアポロン 牡4鹿 57 津村 明秀有限会社シルク池添 兼雄 新ひだか マークリ牧場 512＋ 2 〃 アタマ 34．6�
47 ミッキーヘネシー 牡4栃栗57 小牧 太野田みづき氏 橋口弘次郎 新冠 秋田牧場 476－ 8 〃 クビ 5．1�
12 � サウンドブレーヴ 牡4栗 57 太宰 啓介増田 雄一氏 安達 昭夫 浦河 林 孝輝 480＋101：25．54 30．4	
23 キングブラーボ 牡5黒鹿57 上村 洋行村上 稔氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 522＋ 2 〃 クビ 71．8

612� サーカスタウン 牡4栗 57 池添 謙一吉岡 泰治氏 増本 豊 新ひだか 増本牧場 498＋ 41：25．6� 21．5�
48 ユッカマウンテン 牝4栗 55 荻野 琢真吉田 照哉氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 458± 01：25．7クビ 11．9�
714 カイルアロマンス 牝4鹿 55 D．バルジュー 横瀬 兼二氏 森 秀行 千歳 社台ファーム 464－ 61：26．01� 62．5

（伊）

36 カネトシファイター 牡5栗 57 川島 信二兼松 利男氏 高橋 義博 日高 新井 弘幸 488－ 41：26．1� 410．7�
815� ニューロジカル 牡4黒鹿 57

54 ▲長岡 禎仁服部 新平氏 小原伊佐美 浦河 鮫川フアーム 480＋ 21：26．31� 470．7�
35 アンビータブル 牝4青 55 四位 洋文 �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム B460－ 4 〃 クビ 14．0�
24 ノーザンソング 牝5鹿 55 国分 恭介薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 480＋161：26．4クビ 66．7�
816� ウォーターメジャー 牡5黒鹿57 岡田 祥嗣山岡 良一氏 鮫島 一歩 浦河 畔高牧場 B480± 01：27．25 304．6�
59 スカイコンフォート 牡4青鹿57 藤岡 佑介小林 久義氏 作田 誠二 浦河 荻伏三好フ

アーム 466－ 41：28．79 28．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，161，100円 複勝： 43，369，400円 枠連： 16，491，000円
馬連： 58，416，800円 馬単： 38，769，000円 ワイド： 30，497，500円
3連複： 85，434，000円 3連単： 139，227，200円 計： 438，366，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，260円 複 勝 � 360円 �
�

140円
120円 枠 連（1－5）（1－7）

870円
800円

馬 連 ��
��

1，360円
1，150円 馬 単 ��

��
3，780円
3，500円

ワ イ ド ��
��

1，000円
720円 �� 190円

3 連 複 ��� 1，720円 3 連 単 ���
���

10，940円
11，170円

票 数

単勝票数 計 261611 的中 � 9125（7番人気）
複勝票数 計 433694 的中 � 19819（6番人気）� 93775（2番人気）� 121968（1番人気）
枠連票数 計 164910 的中 （1－5） 6971（7番人気）（1－7） 7642（6番人気）
馬連票数 計 584168 的中 �� 15824（10番人気）�� 19000（8番人気）
馬単票数 計 387690 的中 �� 3785（26番人気）�� 4102（21番人気）
ワイド票数 計 304975 的中 �� 6396（11番人気）�� 9182（7番人気）�� 50826（1番人気）
3連複票数 計 854340 的中 ��� 36820（4番人気）
3連単票数 計1392272 的中 ��� 4699（53番人気）��� 4603（54番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．8―12．0―12．2―12．2―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．0―34．8―46．8―59．0―1：11．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンクフルネス �
�
父 サムライハート �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2011．11．12 京都9着

2009．4．3生 牡4青 母 ナムラメロディー 母母 ケイジヨイナー 17戦2勝 賞金 23，020，000円
〔制裁〕 スカイコンフォート号の騎手藤岡佑介は，向正面で内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：4番）
※ウォーターメジャー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。

07044 3月3日 晴 良 （25阪神1）第4日 第8競走 ��1，600�サラブレッド系4歳以上
発走13時50分 （芝・右・外）

1000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円� コースレコード

中央レコード
1：32．0
1：30．7

良
良

11 タ マ ラ マ �4黒鹿57 C．デムーロ H.R.H．プリンセス・ハヤ 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 498＋ 21：35．0 5．1�

（伊）

44 ロードエアフォース 牡5鹿 57 池添 謙一 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 508－ 61：35．21 3．7�
56 メイショウヤタロウ 牡5鹿 57 藤田 伸二松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 日の出牧場 480＋ 2 〃 ハナ 18．2�
710 ヴァリアシオン 牡4鹿 57 D．バルジュー �サンデーレーシング 西園 正都 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 504＋ 4 〃 クビ 8．2�
（伊）

812� ディープフィールド 牡5黒鹿57 川田 将雅近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 496＋ 61：35．41 5．5	
79 ヴァンセンヌ 牡4鹿 57 四位 洋文 �社台レースホース松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 512＋ 2 〃 ハナ 3．8

68 メイショウローラン 牡8鹿 57 秋山真一郎松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 磯野牧場 468± 0 〃 アタマ 109．8�
67 ゴーイングストーン 牡4栗 57 幸 英明林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 480＋ 2 〃 アタマ 33．1�
22 ニジブルーム 牡5芦 57 岡田 祥嗣横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム 496－ 2 〃 クビ 14．4
33 アイムヒアー 牝5鹿 55 川島 信二 �三石川上牧場 荒川 義之 新ひだか 三石川上牧場 470－ 21：36．03� 29．5�
811 シゲルリジチョウ 牡5鹿 57 小牧 太森中 蕃氏 中村 均 新ひだか 水丸牧場 518－ 41：36．63� 39．7�
55 ダ イ モ ス 牡4栗 57 熊沢 重文山上 和良氏 田島 良保 浦河 カナイシスタッド 470± 01：36．81	 330．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 28，511，000円 複勝： 39，319，900円 枠連： 15，071，100円
馬連： 58，376，700円 馬単： 38，458，300円 ワイド： 26，325，400円
3連複： 76，266，800円 3連単： 136，604，200円 計： 418，933，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 190円 � 180円 � 350円 枠 連（1－4） 1，080円

馬 連 �� 1，090円 馬 単 �� 2，470円

ワ イ ド �� 430円 �� 1，350円 �� 870円

3 連 複 ��� 5，430円 3 連 単 ��� 28，520円

票 数

単勝票数 計 285110 的中 � 44796（3番人気）
複勝票数 計 393199 的中 � 61594（3番人気）� 67114（2番人気）� 24206（6番人気）
枠連票数 計 150711 的中 （1－4） 10312（5番人気）
馬連票数 計 583767 的中 �� 39807（4番人気）
馬単票数 計 384583 的中 �� 11493（10番人気）
ワイド票数 計 263254 的中 �� 16411（3番人気）�� 4540（19番人気）�� 7291（11番人気）
3連複票数 計 762668 的中 ��� 10373（19番人気）
3連単票数 計1366042 的中 ��� 3536（94番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．8―35．9―48．2―1：00．2―1：11．6―1：22．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タ マ ラ マ �
�
父 Red Ransom �

�
母父 Forest Wildcat デビュー 2011．9．17 札幌5着

2009．3．6生 �4黒鹿 母 カトゥーンバ 母母 Elizabeth Bay 17戦3勝 賞金 35，200，000円
〔その他〕 シゲルリジチョウ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 シゲルリジチョウ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成25年4月3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。



07045 3月3日 晴 良 （25阪神1）第4日 第9競走 ��1，600�
む こ が わ

武庫川ステークス
発走14時25分 （芝・右・外）
4歳以上，1，600万円以下，24．3．3以降25．2．24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 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000円
付 加 賞 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．0
1：30．7

良
良

813 トウケイヘイロー 牡4鹿 56 川田 将雅木村 信彦氏 清水 久詞 浦河 中村 和夫 484＋ 41：34．2 5．5�
69 エーシンミズーリ 牡5黒鹿56 岩田 康誠�栄進堂 坂口 正則 浦河 小島牧場 484－ 81：34．41� 2．5�
710 アルティシムス 牡5鹿 54 秋山真一郎 �社台レースホース野村 彰彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454－ 21：34．71� 16．1�
45 セイルラージ 牡6鹿 56 D．バルジュー �サンデーレーシング 藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470－ 41：34．91� 4．1�
（伊）

11 ラフォルジュルネ 牝6鹿 54 池添 謙一 �キャロットファーム 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 464＋ 4 〃 クビ 35．2	

56 ダノンウィスラー 牡5鹿 55 C．デムーロ�ダノックス 池江 泰寿 新ひだか 折手牧場 462＋ 4 〃 ハナ 6．9

（伊）

33 ラインジェシカ 牝6栗 54 藤岡 佑介大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 オリエント牧場 500－10 〃 アタマ 16．4�
22 ドリームヒーロー 牡6青鹿54 太宰 啓介田島 政光氏 鮫島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド 450＋ 21：35．0クビ 23．6�
68 ナシュワンヒーロー 牡6栗 56 幸 英明間野 隆司氏 藤岡 範士 新ひだか へいはた牧場 458－ 21：35．1� 14．8
57 モ ズ 牡6青 54 国分 恭介�グランプリ 矢作 芳人 むかわ 上水牧場 B488－ 21：35．31 84．8�
812� ワールドブルー 牡7鹿 52 上村 洋行 �ブルーマネジメント森 秀行 米 Fusao

Sekiguchi 500＋101：35．51� 244．5�
711 ステキナシャチョウ 牡6鹿 54 大下 智池田 實氏 野中 賢二 浦河 辻 牧場 462－ 41：36．03 221．1�
44 イセノスバル 牡7青 54 小林 徹弥大橋 正子氏 大橋 勇樹 静内 野坂牧場 534＋101：36．1� 167．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 36，946，400円 複勝： 58，653，100円 枠連： 19，969，200円
馬連： 108，204，200円 馬単： 65，682，700円 ワイド： 39，663，400円
3連複： 130，859，300円 3連単： 265，830，700円 計： 725，809，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 210円 � 120円 � 370円 枠 連（6－8） 590円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 1，640円

ワ イ ド �� 370円 �� 1，660円 �� 840円

3 連 複 ��� 2，680円 3 連 単 ��� 13，690円

票 数

単勝票数 計 369464 的中 � 53719（3番人気）
複勝票数 計 586531 的中 � 65975（4番人気）� 192412（1番人気）� 29061（7番人気）
枠連票数 計 199692 的中 （6－8） 25141（2番人気）
馬連票数 計1082042 的中 �� 121132（2番人気）
馬単票数 計 656827 的中 �� 29603（5番人気）
ワイド票数 計 396634 的中 �� 29525（3番人気）�� 5436（20番人気）�� 11373（10番人気）
3連複票数 計1308593 的中 ��� 36131（9番人気）
3連単票数 計2658307 的中 ��� 14335（38番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．9―12．1―12．2―11．6―10．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．3―35．2―47．3―59．5―1：11．1―1：21．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トウケイヘイロー �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 ミルジヨージ デビュー 2011．7．31 新潟1着

2009．4．22生 牡4鹿 母 ダンスクィーン 母母 ハイネスポート 12戦4勝 賞金 81，740，000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。

07046 3月3日 晴 稍重 （25阪神1）第4日 第10競走 ��2，000�
に が わ

仁川ステークス
発走15時00分 （ダート・右）
4歳以上；負担重量は，日本馬：55�，牝馬2�減，収得賞金1，000万円超過馬は超過
額1，100万円毎1�増，�：55�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬6�増，GⅡ競走1着馬4�
増，GⅢ競走1着馬2�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 20，000，000円 8，000，000円 5，000，000円 3，000，000円 2，000，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
2：01．0
2：01．0

不良
不良

24 ナイスミーチュー 牡6鹿 57 小牧 太�ダノックス 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 508－ 22：03．3 6．1�
612 メテオロロジスト 牡6栗 56 C．デムーロ 金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 日高 日高大洋牧場 512－ 2 〃 クビ 12．6�
（伊）

59 グランドシチー 牡6鹿 58 津村 明秀 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 新ひだか 幌村牧場 488＋ 22：03．51� 3．1�
713 バーディバーディ 牡6黒鹿57 川田 将雅里見美惠子氏 池江 泰寿 新ひだか 千代田牧場 B502－ 2 〃 ハナ 9．8�
48 スタッドジェルラン 牡7栗 56 池添 謙一久保 博文氏 安田 隆行 三石 鳥井牧場 496－ 62：03．6クビ 11．2�
12 セ イ リ オ ス 牡6鹿 56 四位 洋文 	社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B486－ 62：03．91� 49．6

815 クラシカルノヴァ 牡5黒鹿56 幸 英明岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 登別 青藍牧場 484－ 22：04．21� 5．7�
714 マルカプレジオ 牡5栃栗56 岩田 康誠河長産業� 今野 貞一 千歳 社台ファーム 484± 02：04．3� 5．9�
23 パワーストラグル 牡7黒鹿57 藤田 伸二 �グリーンファーム加藤 征弘 新冠 田渕牧場 466± 02：04．4クビ 57．0
510 フ リ ソ 牡7鹿 56 上村 洋行藤田 孟司氏 小島 茂之 門別 モリナガファーム 498＋ 2 〃 クビ 34．7�
35 ナリタシルクロード 牡6鹿 56 熊沢 重文�オースミ 崎山 博樹 浦河 杵臼牧場 546＋142：04．82	 60．4�
816
 エアマックール 牡8黒鹿56 国分 恭介 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 米 Winches-

ter Farm 484± 02：04．9クビ 272．5�
36 � チョイワルグランパ 牡7黒鹿55 D．バルジュー �グランプリ 森 秀行 千歳 社台ファーム B520＋ 42：06．9大差 130．9�

（伊）

611 バックトゥジエース 牡6栗 56 荻野 琢真吉岡 泰治氏 須貝 尚介 日高 庄野牧場 534－ 42：07．22 101．6�
47 プレファシオ 牡6芦 56 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 B496－ 82：07．3クビ 93．4�
11 � バトルドンジョン 牡6栗 55 太宰 啓介宮川 秋信氏 本田 優 浦河 高岸 順一 490＋ 62：12．5大差 22．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 49，545，200円 複勝： 89，468，900円 枠連： 34，720，000円
馬連： 186，146，100円 馬単： 89，475，400円 ワイド： 66，010，300円
3連複： 236，117，200円 3連単： 391，275，000円 計： 1，142，758，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 200円 � 340円 � 150円 枠 連（2－6） 3，950円

馬 連 �� 4，560円 馬 単 �� 7，520円

ワ イ ド �� 1，640円 �� 500円 �� 940円

3 連 複 ��� 4，990円 3 連 単 ��� 39，750円

票 数

単勝票数 計 495452 的中 � 64268（4番人気）
複勝票数 計 894689 的中 � 112996（4番人気）� 54934（7番人気）� 208880（1番人気）
枠連票数 計 347200 的中 （2－6） 6501（19番人気）
馬連票数 計1861461 的中 �� 30138（18番人気）
馬単票数 計 894754 的中 �� 8790（34番人気）
ワイド票数 計 660103 的中 �� 9425（22番人気）�� 35259（3番人気）�� 17180（9番人気）
3連複票数 計2361172 的中 ��� 34942（16番人気）
3連単票数 計3912750 的中 ��� 7266（131番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―11．7―13．5―12．0―12．2―12．7―12．4―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．8―35．5―49．0―1：01．0―1：13．2―1：25．9―1：38．3―1：50．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ナイスミーチュー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Fire Maker デビュー 2009．11．28 京都6着

2007．4．16生 牡6鹿 母 ローザロバータ 母母 May Day Ninety 33戦7勝 賞金 129，319，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 バックトゥジエース号の騎手荻野琢真は，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）

ナイスミーチュー号の騎手小牧太は，決勝線手前での御法について戒告。
〔その他〕 バトルドンジョン号は，4コーナーで他の馬の影響を受けたため，「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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 エアラフォン号・カノンコード号・サトノタイガー号・ネオヴァンドーム号・ハギノリベラ号
※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。

１レース目



07047 3月3日 晴 良 （25阪神1）第4日 第11競走 ��1，800�
おおさかじょう

大阪城ステークス
発走15時35分 （芝・右・外）

4歳以上，24．3．3以降25．2．24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 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000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
1：44．7
1：44．1

良
良

24 エアソミュール 牡4黒鹿55 C．デムーロ �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム 492± 01：46．7 5．6�
（伊）

815 サクラアルディート 牡5鹿 54 川田 将雅�さくらコマース岡田 稲男 新ひだか 谷岡牧場 478－ 61：46．91� 3．3�
23 タガノエルシコ 牡8栗 55 藤岡 佑介八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 434＋ 41：47．0� 9．8�
59 リルダヴァル 牡6栗 56 池添 謙一 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 504± 01：47．1クビ 4．2�
36 ト リ ッ プ 牡4芦 56 岩田 康誠近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 502± 0 〃 クビ 6．2	
714� グラスゴッド 牡9栗 51 荻野 琢真半沢� 大江原 哲 浦河 中神牧場 470－121：47．41� 191．6

47 ピエナファンタスト 牡7鹿 52 国分 恭介本谷 兼三氏 谷 潔 早来 ノーザンファーム 478－ 61：47．5クビ 257．2�
611 アドマイヤコマンド 牡8鹿 55 幸 英明近藤 利一氏 橋田 満 早来 ノーザンファーム 482＋ 21：47．6� 83．9�
612 ミキノバンジョー 牡6鹿 55 太宰 啓介谷口 久和氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 524＋141：47．7� 16．8
35 ダノンスパシーバ 牡6鹿 55 秋山真一郎�ダノックス 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント 502± 01：47．8� 32．1�
510 ゴールスキー 牡6黒鹿56 D．バルジュー �社台レースホース池江 泰寿 安平 追分ファーム 488＋ 6 〃 ハナ 11．8�

（伊）

816 ミッキードリーム 牡6栗 57 小牧 太野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 492＋121：47．9� 22．4�
11 � メダリアビート 牡7黒鹿53 津村 明秀門野 重雄氏 岡田 稲男 米 Hobby Horse

Farm, Inc. 474± 0 〃 ハナ 88．3�
48 ホワイトピルグリム 牡8芦 53 上村 洋行�ターフ・スポート鮫島 一歩 浦河 鵜木 唯義 466－ 61：48．21� 264．6�
713 トゥニーポート 牝6黒鹿52 川島 信二�ターフ・スポート加用 正 浦河 笹地牧場 470＋ 41：48．41	 91．2�
12 ショウナンライジン 牡9芦 52 岡田 祥嗣国本 哲秀氏 大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 522＋101：48．71� 271．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 63，057，200円 複勝： 88，347，900円 枠連： 68，506，100円
馬連： 299，754，300円 馬単： 159，503，100円 ワイド： 85，095，400円
3連複： 401，232，400円 3連単： 799，937，500円 計： 1，965，433，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 200円 � 150円 � 240円 枠 連（2－8） 560円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 2，150円

ワ イ ド �� 420円 �� 860円 �� 470円

3 連 複 ��� 2，600円 3 連 単 ��� 13，650円

票 数

単勝票数 計 630572 的中 � 89588（3番人気）
複勝票数 計 883479 的中 � 110191（3番人気）� 197748（1番人気）� 86001（5番人気）
枠連票数 計 685061 的中 （2－8） 90609（2番人気）
馬連票数 計2997543 的中 �� 239973（2番人気）
馬単票数 計1595031 的中 �� 54924（5番人気）
ワイド票数 計 850954 的中 �� 52016（2番人気）�� 22908（13番人気）�� 45839（3番人気）
3連複票数 計4012324 的中 ��� 114059（6番人気）
3連単票数 計7999375 的中 ��� 43262（30番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―11．8―12．1―12．0―11．6―11．7―11．2―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．9―35．7―47．8―59．8―1：11．4―1：23．1―1：34．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F35．3
3 13，12（1，16）（2，10）（4，6，15）（5，9，11）8（3，14）7 4 13，12（16，10）1（2，6）4，15（5，9）（11，8）3（14，7）

勝馬の
紹 介

エアソミュール �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．11．20 京都4着

2009．3．15生 牡4黒鹿 母 エアラグーン 母母 アイドリームドアドリーム 12戦5勝 賞金 73，939，000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。
（非抽選馬） 4頭 イケドラゴン号・スピリタス号・マカニビスティー号・マッハヴェロシティ号
※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。

07048 3月3日 晴 稍重 （25阪神1）第4日 第12競走 ��1，400�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 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

510� リバースターリング 牡5栗 57 上村 洋行河越 武治氏 作田 誠二 日高 豊洋牧場 478＋ 61：24．4 79．7�
12 � クラッシュアゲン 牡5黒鹿57 C．デムーロ 浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 宮内牧場 480－ 6 〃 クビ 9．2�

（伊）

23 � コリンブレッセ 牡4鹿 57 幸 英明林 正道氏 吉田 直弘 米 Caroline C
Stautberg 496＋ 2 〃 ハナ 6．8�

815 スズカロジック 牡5栗 57 川田 将雅永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 山下 恭茂 498－ 61：24．5� 4．2�
59 ナリタハリケーン 牡4鹿 57 池添 謙一�オースミ 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476± 01：24．71	 12．3�
11 ハ ヤ ブ サ 牡4鹿 57 津村 明秀西村 憲人氏 目野 哲也 日高 ナカノファーム 470＋ 41：24．8クビ 9．4	
36 ゴールドゼウス 牡4黒鹿57 D．バルジュー スター・ホースメンズクラブ 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 492＋12 〃 クビ 40．5


（伊）

48 オースミイージー 牡5鹿 57 岩田 康誠�オースミ 沖 芳夫 日高 広富牧場 490－ 21：25．01	 4．5�
612 デオヴォレンテ 牡4鹿 57 四位 洋文 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 486－ 21：25．1
 6．1�
816 トーホウジャパン 牡5栗 57 太宰 啓介東豊物産� 本田 優 日高 竹島 幸治 494－ 6 〃 アタマ 39．6
24 サカジロゴールド 牡5鹿 57 熊沢 重文ロイヤルパーク 崎山 博樹 浦河 宮内牧場 522－ 21：25．3� 52．6�
714�� クールヴェント 牡5鹿 57 小牧 太櫻井 盛夫氏 久保田貴士 米 Grade1

Bloodstock Inc. 512－ 21：25．72
 22．6�
35 ホホヲヨセテ 牝5鹿 55 藤田 伸二小田切有一氏 田中 章博 新ひだか 木下牧場 B442± 01：25．8� 157．8�
611 キクノレジーナ 牝5青 55

52 ▲岩崎 翼菊池 五郎氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 450－ 21：26．11� 201．5�
47 ライブリシーラ 牡6栗 57 藤岡 佑介加藤 哲郎氏 佐山 優 厚真 大川牧場 518＋ 41：26．31
 17．2�

（15頭）
713 フレイムヘイロー 牡5栗 57 秋山真一郎�ターフ・スポート白井 寿昭 浦河 荻伏服部牧場 490－ 8 （競走除外）

売 得 金
単勝： 41，923，500円 複勝： 67，804，300円 枠連： 39，941，900円
馬連： 128，131，200円 馬単： 68，708，000円 ワイド： 52，320，500円
3連複： 174，894，900円 3連単： 312，703，200円 計： 886，427，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，970円 複 勝 � 1，450円 � 350円 � 240円 枠 連（1－5） 2，490円

馬 連 �� 21，420円 馬 単 �� 44，840円

ワ イ ド �� 5，190円 �� 6，080円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 51，880円 3 連 単 ��� 485，850円

票 数

単勝票数 差引計 419235（返還計 17705） 的中 � 4150（13番人気）
複勝票数 差引計 678043（返還計 29248） 的中 � 10338（13番人気）� 52815（6番人気）� 86168（3番人気）
枠連票数 差引計 399419（返還計 1607） 的中 （1－5） 11850（14番人気）
馬連票数 差引計1281312（返還計119552） 的中 �� 4416（58番人気）
馬単票数 差引計 687080（返還計 61870） 的中 �� 1131（117番人気）
ワイド票数 差引計 523205（返還計 46889） 的中 �� 2438（56番人気）�� 2077（64番人気）�� 11822（14番人気）
3連複票数 差引計1748949（返還計252322） 的中 ��� 2488（151番人気）
3連単票数 差引計3127032（返還計421186） 的中 ��� 475（1106番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．9―12．1―11．8―12．0―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．6―35．5―47．6―59．4―1：11．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�リバースターリング �
�
父 スターリングローズ �

�
母父 ダンスインザダーク

2008．3．28生 牡5栗 母 ユ ニ ゾ ン 母母 ソフトボイス 21戦1勝 賞金 15，710，000円
初出走 JRA ［他本会外：2戦1勝］

〔競走除外〕 フレイムヘイロー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。発馬機内で暴れた際，疾病〔右前屈腱部打撲傷〕を発症したため競
走除外。発走時刻5分遅延。

〔馬の出走停止・調教再審査〕 フレイムヘイロー号は，平成25年3月4日から平成25年4月2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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 テンシノデジタル号
※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。

４レース目



（25阪神1）第4日 3月3日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 167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

231，610，000円
5，670，000円
1，460，000円
21，240，000円
63，306，000円
4，342，000円
1，603，200円

勝馬投票券売得金
378，224，500円
665，887，600円
269，972，700円
1，100，089，600円
661，750，000円
430，424，800円
1，469，553，800円
2，734，751，600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 7，710，654，600円

総入場人員 15，198名 （有料入場人員 14，293名）
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