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07049 3月9日 晴 良 （25阪神1）第5日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時00分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：09．7
1：08．7

重
重

24 ルーシーブライド 牝3黒鹿54 浜中 俊�ターフ・スポート藤原 英昭 浦河 岡本牧場 436＋ 21：13．6 2．5�
816 タマモマナムスメ 牝3黒鹿54 池添 謙一タマモ� 五十嵐忠男 新冠 新冠伊藤牧場 420－ 61：14．02� 5．6�
23 マリナーズコンパス 牝3鹿 54 C．デムーロ 谷掛 龍夫氏 加用 正 千歳 社台ファーム 426＋ 21：14．21� 15．3�

（伊）

47 リャナンシー 牝3栗 54 小牧 太橋元 勇氣氏 高野 友和 千歳 社台ファーム 456－ 6 〃 クビ 9．8�
59 グレートエンジェル 牝3鹿 54 酒井 学田畑 利彦氏 梅田 康雄 浦河 村下 清志 470± 01：14．3� 5．3	
35 ポ ロ タ ン 牝3鹿 54 北村 友一小田切有一氏 田中 章博 浦河 木村牧場 426－ 21：14．4� 47．1

48 マコトクオバディス 牝3鹿 54 藤岡 佑介尾田左知子氏 北出 成人 日高 シンボリ牧場 476＋ 61：14．5クビ 23．4�
510 タニノセレナーデ 牝3黒鹿 54

52 △菱田 裕二谷水 雄三氏 岡田 稲男 新ひだか カントリー牧場 422＋ 61：14．92� 14．3�
36 カシノレアネス 牝3黒鹿54 大下 智柏木 務氏 坪 憲章 鹿児島 釘田 義美 428＋ 21：15．11� 382．9
815 ロングサリア 牝3鹿 54 幸 英明中井 敏雄氏 大根田裕之 浦河 荻伏三好フ

アーム 430＋ 61：15．42 102．1�
611 シ ナ ー ラ 牝3鹿 54 和田 竜二 �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 416－ 81：15．6� 49．4�
714 エンドレスエイト 牝3栗 54 四位 洋文 �ロードホースクラブ 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム 502－ 41：15．7� 7．3�
612 ヴェールフォンセ 牝3鹿 54 国分 恭介吉田 修氏 梅内 忍 新冠 武田 修一 388± 01：16．55 519．7�
12 ベンテンオリュウ 牝3黒鹿54 太宰 啓介華山 龍一氏 柴田 光陽 新ひだか 静内酒井牧場 458± 0 〃 クビ 256．3�
713 テイエムキャッスル 牝3栗 54 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 日高 テイエム牧場日高支場 424－ 11：17．24 528．1�
11 レンテンローズ 牝3黒鹿54 熊沢 重文岩﨑 僖澄氏 大橋 勇樹 浦河 宮村牧場 430－101：17．62� 107．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，618，000円 複勝： 32，138，500円 枠連： 8，550，300円
馬連： 33，388，700円 馬単： 23，953，800円 ワイド： 18，174，700円
3連複： 51，271，100円 3連単： 74，574，600円 計： 258，669，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 220円 � 350円 枠 連（2－8） 640円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，320円

ワ イ ド �� 320円 �� 620円 �� 1，360円

3 連 複 ��� 3，390円 3 連 単 ��� 12，190円

票 数

単勝票数 計 166180 的中 � 53423（1番人気）
複勝票数 計 321385 的中 � 106127（1番人気）� 32433（3番人気）� 17012（7番人気）
枠連票数 計 85503 的中 （2－8） 9921（2番人気）
馬連票数 計 333887 的中 �� 34784（2番人気）
馬単票数 計 239538 的中 �� 13428（2番人気）
ワイド票数 計 181747 的中 �� 16054（2番人気）�� 7121（7番人気）�� 2982（19番人気）
3連複票数 計 512711 的中 ��� 11167（10番人気）
3連単票数 計 745746 的中 ��� 4516（25番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―11．9―12．4―12．4―13．0

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ルーシーブライド �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 デ イ ン ヒ ル デビュー 2013．2．23 阪神2着

2010．2．27生 牝3黒鹿 母 フューチャハッピー 母母 タイセイカグラ 2戦1勝 賞金 7，400，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔発走状況〕 ヴェールフォンセ号は，発進不良〔出遅れ〕。
※マコトクオバディス号は，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。

07050 3月9日 晴 良 （25阪神1）第5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

44 クリノヒマラヤオー 牡3黒鹿56 浜中 俊栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 462＋ 21：54．4 5．7�
22 サンライズワールド 牡3栗 56 和田 竜二松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 458－ 21：55．14 5．1�
33 ハギノサキガチ 牡3鹿 56 池添 謙一日隈 良江氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ B450± 01：55．41� 10．0�
812 ナムラドキョウ 牡3芦 56 幸 英明奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 伊藤 和明 504＋ 21：55．5� 3．6�
710 コマノアーティスト 牡3芦 56 C．デムーロ 長谷川芳信氏 鮫島 一歩 新ひだか 西川富岡牧場 502－ 61：55．92� 3．7�

（伊）

68 マッシヴビクトリー 牡3黒鹿56 小牧 太小川 勲氏 大橋 勇樹 浦河 市川牧場 492＋ 21：56．43 19．1�
45 ティマイドリーム 牡3鹿 56 小坂 忠士田畑 利彦氏 境 直行 浦河 鎌田 正嗣 B492－ 2 〃 アタマ 8．7	
813 スリーマーゴーン 牡3芦 56 国分 恭介永井商事
 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 472－ 41：56．93 184．9�
11 アスカノトゥーレ 牡3鹿 56 川島 信二豊田 智郎氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 496－ 21：57．43 288．8�
711 マ ゼ ー ル 牡3鹿 56 岡田 祥嗣寺田千代乃氏 清水 久詞 浦河 桑田牧場 500－ 41：57．5� 92．2
57 ワンダープロフィー 牡3青鹿 56

53 ▲岩崎 翼山本 信行氏 河内 洋 新ひだか フクダファーム 452± 01：58．03 56．5�
69 シゲルカニザ 牡3栗 56 太宰 啓介森中 蕃氏 柴田 光陽 浦河 小倉牧場 482± 01：58．95 67．9�
56 スマートピアス 牝3黒鹿 54

52 △菱田 裕二大川 徹氏 安達 昭夫 浦河 高村牧場 450－ 22：00．28 53．1�
（13頭）

売 得 金
単勝： 13，743，400円 複勝： 25，731，900円 枠連： 7，061，500円
馬連： 26，858，400円 馬単： 19，446，000円 ワイド： 14，064，500円
3連複： 39，152，200円 3連単： 62，234，300円 計： 208，292，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 230円 � 230円 � 260円 枠 連（2－4） 1，140円

馬 連 �� 1，580円 馬 単 �� 3，500円

ワ イ ド �� 690円 �� 960円 �� 700円

3 連 複 ��� 3，550円 3 連 単 ��� 20，020円

票 数

単勝票数 計 137434 的中 � 19308（4番人気）
複勝票数 計 257319 的中 � 30302（5番人気）� 31035（3番人気）� 25339（6番人気）
枠連票数 計 70615 的中 （2－4） 4587（6番人気）
馬連票数 計 268584 的中 �� 12560（8番人気）
馬単票数 計 194460 的中 �� 4104（20番人気）
ワイド票数 計 140645 的中 �� 5108（10番人気）�� 3556（14番人気）�� 5061（11番人気）
3連複票数 計 391522 的中 ��� 8142（16番人気）
3連単票数 計 622343 的中 ��� 2295（81番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―14．3―13．2―12．2―12．8―12．7―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―38．5―51．7―1：03．9―1：16．7―1：29．4―1：41．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クリノヒマラヤオー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2012．7．21 新潟8着

2010．5．10生 牡3黒鹿 母 クリノスペシャル 母母 ペパーミントグラス 5戦1勝 賞金 5，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スマートピアス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年4月9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。

第１回 阪神競馬 第５日



07051 3月9日 晴 良 （25阪神1）第5日 第3競走 ��1，400�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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

510 マッケンジー 牡3芦 56 浜中 俊林 千枝子氏 松田 国英 新ひだか 千代田牧場 506－ 81：25．8 3．7�
714 サトノエクセル 牡3黒鹿56 C．デムーロ 里見 治氏 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488± 01：27．18 3．2�
（伊）

36 メイショウドゥーマ 牡3黒鹿56 太宰 啓介松本 好�氏 本田 優 新冠 ビッグレッドファーム 478－ 2 〃 ハナ 4．5�
35 タイムアラウド 牡3鹿 56 藤田 伸二有限会社シルク木原 一良 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454＋ 2 〃 ハナ 9．8�
47 ラローザブル 牡3栗 56 幸 英明髙樽さゆり氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 B472－ 21：27．2� 7．9�
23 メイショウオトワカ 牡3鹿 56 藤岡 佑介松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 478± 01：27．51� 38．3	
59 ワンダーブラザウン 牡3栗 56 小林 徹弥山本 信行氏 松永 幹夫 浦河 大島牧場 468－161：27．71� 8．9

24 スマートジュメイラ 牝3鹿 54

52 △菱田 裕二大川 徹氏 安達 昭夫 日高 いとう牧場 492－ 21：27．91� 340．8�
815 ワンダーノブレス 牡3鹿 56

53 ▲岩崎 翼山本 信行氏 領家 政蔵 新ひだか 城地 清満 464－181：28．11� 72．7�
713 フィボナッチ 牡3鹿 56 和田 竜二水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 466± 01：28．2クビ 27．1
48 オンワードマイケル 牡3栗 56 酒井 学樫山 章子氏 柴田 政見 浦河 オンワード牧場 426－ 6 〃 クビ 354．8�
11 ハイポジティブ 牡3鹿 56 岡田 祥嗣服部 新平氏 日吉 正和 浦河 鮫川フアーム 448－ 81：28．41� 183．6�
12 メイショウオニグマ 牡3黒鹿56 川島 信二松本 好雄氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 480－ 81：28．5クビ 70．5�
816 カワキタミラクル 牡3黒鹿56 古川 吉洋川島 吉男氏 梅内 忍 新ひだか 木田牧場 476－ 61：28．6� 426．2�
611 シゲルウオザ 牡3鹿 56 北村 友一森中 蕃氏 沖 芳夫 日高 エンドレス

ファーム 512－ 61：29．13 323．2�
612 ドンレジェンド 牡3栗 56 国分 恭介山田 貢一氏 崎山 博樹 日高 日西牧場 470－ 41：29．31� 219．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，468，700円 複勝： 30，133，000円 枠連： 9，428，600円
馬連： 32，868，800円 馬単： 24，451，500円 ワイド： 17，515，600円
3連複： 47，652，000円 3連単： 78，390，300円 計： 257，908，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 130円 � 130円 枠 連（5－7） 350円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 1，200円

ワ イ ド �� 230円 �� 360円 �� 280円

3 連 複 ��� 740円 3 連 単 ��� 3，770円

票 数

単勝票数 計 174687 的中 � 37762（2番人気）
複勝票数 計 301330 的中 � 46624（3番人気）� 72104（1番人気）� 62198（2番人気）
枠連票数 計 94286 的中 （5－7） 20053（1番人気）
馬連票数 計 328688 的中 �� 44411（1番人気）
馬単票数 計 244515 的中 �� 15135（3番人気）
ワイド票数 計 175156 的中 �� 20547（1番人気）�� 11078（3番人気）�� 15853（2番人気）
3連複票数 計 476520 的中 ��� 47868（1番人気）
3連単票数 計 783903 的中 ��� 15384（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．5―35．6―48．4―1：01．0―1：13．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マッケンジー �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2013．2．16 京都3着

2010．2．9生 牡3芦 母 スパークルジュエル 母母 Golden Jewel Box 2戦1勝 賞金 6，500，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 トウケイウェイ号・トップメダリスト号
※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。

07052 3月9日 晴 良 （25阪神1）第5日 第4競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走11時25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
1：44．7
1：44．1

良
良

611 ブリュネット 牝3栗 54 浜中 俊 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム 472－ 61：47．5 15．9�
48 � ゴ ド リ ー 牡3栗 56 C．デムーロ 林 正道氏 松田 国英 米 Sanford R.

Robertson 494± 01：47．71� 1．9�
（伊）

47 シークレットレシピ 牡3鹿 56 四位 洋文金子真人ホール
ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 450－ 61：48．02 8．4�

35 キングデザイヤー 牡3黒鹿56 和田 竜二山口 敦広氏 鈴木 孝志 新ひだか 佐竹 学 490± 0 〃 ハナ 22．4�
36 ミッキータイガー 牡3鹿 56 小牧 太野田みづき氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 486－ 61：48．21	 24．3�
713 ルナレガーロ 牝3鹿 54 北村 友一 	サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 484＋ 41：48．51
 10．2

12 ケンブリッジアーサ 牡3鹿 56 幸 英明中西 宏彰氏 大根田裕之 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 458－ 21：48．71	 24．6�
815 ノアオーカン 牡3黒鹿56 太宰 啓介杉元 四男氏 福島 信晴 新冠 芳住 革二 470＋ 81：49．01
 37．8�
714 ウ ル フ 牡3黒鹿56 国分 恭介	ターフ・スポート野村 彰彦 浦河 鵜木 唯義 460± 01：49．1	 141．7
24 ライドンシャフト 牡3栗 56

54 △菱田 裕二 	サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 500± 01：49．2
 35．9�
59 ニホンピロホウオー 牡3黒鹿56 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 福岡 清 440－ 41：49．41� 532．3�
510 ハ ー デ ス 牡3青 56 岡田 祥嗣	ターフ・スポート平田 修 日高 ナカノファーム 492－101：49．5	 40．3�
11 エルウェーフェロー �3黒鹿56 小坂 忠士雑古 隆夫氏 境 直行 浦河 日光スタッド 442－ 61：50．03 427．3�
23 � アスターバリュー 牝3芦 54

51 ▲花田 大昂加藤 久枝氏 武田 博 米 Polo Green
Stable 428－101：51．17 648．1�

612 レッドカチューシャ 牝3青鹿54 藤岡 佑介 �東京ホースレーシング 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 462＋ 21：51．52	 4．5�
816 グ ン シ ン 牡3鹿 56 熊沢 重文	大島牧場 沖 芳夫 浦河 大島牧場 456＋ 41：51．71 573．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，179，100円 複勝： 52，586，200円 枠連： 10，423，000円
馬連： 41，054，200円 馬単： 33，485，600円 ワイド： 22，081，700円
3連複： 57，861，200円 3連単： 106，691，900円 計： 348，362，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，590円 複 勝 � 360円 � 110円 � 220円 枠 連（4－6） 290円

馬 連 �� 1，610円 馬 単 �� 5，130円

ワ イ ド �� 650円 �� 1，390円 �� 290円

3 連 複 ��� 2，890円 3 連 単 ��� 31，630円

票 数

単勝票数 計 241791 的中 � 11995（5番人気）
複勝票数 計 525862 的中 � 20176（5番人気）� 270408（1番人気）� 40667（3番人気）
枠連票数 計 104230 的中 （4－6） 26942（1番人気）
馬連票数 計 410542 的中 �� 18839（5番人気）
馬単票数 計 334856 的中 �� 4826（18番人気）
ワイド票数 計 220817 的中 �� 8058（7番人気）�� 3525（16番人気）�� 21602（2番人気）
3連複票数 計 578612 的中 ��� 14803（7番人気）
3連単票数 計1066919 的中 ��� 2490（90番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．6―35．1―47．1―59．8―1：11．9―1：23．6―1：35．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブリュネット �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2012．12．22 阪神3着

2010．4．12生 牝3栗 母 レディカーニバル 母母 ヴァージニー 3戦1勝 賞金 6，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グンシン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年4月9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。
（非抽選馬） 1頭 ラルプデュエズ号
※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。



07053 3月9日 晴 良 （25阪神1）第5日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時15分 （ダート・右）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

714� アプローチング 牡3栗 54 小牧 太窪田 康志氏 白井 寿昭 豪 Stud Consult-
ants Pty Ltd 482 ―1：56．9 17．5�

59 クールミニスター 牡3黒鹿56 小林 徹弥川上 哲司氏 目野 哲也 新ひだか 岡田牧場 498 ―1：57．53� 44．9�
713 ダノンリュウオー 牡3栗 56 幸 英明�ダノックス 松田 国英 千歳 社台ファーム 538 ― 〃 ハナ 6．3�
611 エイシンリュウウン 牡3青鹿56 池添 謙一平井 豊光氏 野中 賢二 浦河 栄進牧場 480 ― 〃 クビ 3．0�
12 エーシンゴーゴー 牡3鹿 56 岡田 祥嗣�栄進堂 松元 茂樹 安平 追分ファーム 504 ―1：57．71 3．9�
24 マルブツツヨシ 牡3黒鹿56 佐久間寛志大澤 利久氏 加用 正 浦河 岡本牧場 502 ―1：57．8� 88．3	
47 スリーアクシオ 牡3鹿 56 中村 将之永井商事� 武 宏平 新ひだか 武 牧場 532 ― 〃 ハナ 21．7

11 ウォーターグッデイ 牝3芦 54

51 ▲岩崎 翼山岡 良一氏 河内 洋 浦河 本巣牧場 448 ―1：57．9クビ 46．7�
35 ポワドサントゥール 牝3栗 54 川島 信二下河辺隆行氏 角田 晃一 日高 下河辺牧場 468 ― 〃 ハナ 20．4�
36 ゴールドヴァレー 牝3鹿 54 浜中 俊飛野牧場 小崎 憲 新ひだか 飛野牧場 436 ―1：58．32� 10．2�
48 スタンドオントップ 牡3鹿 56 酒井 学 サンデーレーシング 清水 出美 安平 追分ファーム 476 ―1：58．93� 14．5�
816 サンマルヴィグラス 牡3鹿 56 小坂 忠士相馬 勇氏 牧浦 充徳 浦河 絵笛牧場 470 ―2：00．07 181．1�
510 メイショウヤマナミ 牡3栗 56 太宰 啓介松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 482 ―2：00．32 39．9�
612 シゲルミズヘビザ 牡3黒鹿56 古川 吉洋森中 蕃氏 梅内 忍 新ひだか 岡田 猛 502 ―2：00．72� 138．7�
815 タイキアセンブリー 牡3栗 56 藤岡 佑介大樹ファーム 藤岡 健一 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 492 ―2：01．01	 11．5�
23 メイショウアンズ 牝3芦 54 国分 恭介松本 好雄氏 湯窪 幸雄 浦河 太陽牧場 446 ―2：02．38 211．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，597，500円 複勝： 24，047，000円 枠連： 11，939，800円
馬連： 33，755，800円 馬単： 25，169，300円 ワイド： 17，371，000円
3連複： 47，815，800円 3連単： 72，045，900円 計： 249，742，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，750円 複 勝 � 720円 � 1，130円 � 230円 枠 連（5－7） 4，670円

馬 連 �� 45，550円 馬 単 �� 95，260円

ワ イ ド �� 14，970円 �� 1，450円 �� 4，620円

3 連 複 ��� 104，720円 3 連 単 ��� 681，670円

票 数

単勝票数 計 175975 的中 � 7941（7番人気）
複勝票数 計 240470 的中 � 8050（9番人気）� 4899（11番人気）� 33479（3番人気）
枠連票数 計 119398 的中 （5－7） 1887（18番人気）
馬連票数 計 337558 的中 �� 547（71番人気）
馬単票数 計 251693 的中 �� 195（143番人気）
ワイド票数 計 173710 的中 �� 280（78番人気）�� 3035（19番人気）�� 918（43番人気）
3連複票数 計 478158 的中 ��� 337（186番人気）
3連単票数 計 720459 的中 ��� 78（1147番人気）

ハロンタイム 12．7―10．7―13．9―13．3―13．2―13．0―12．7―13．2―14．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．4―37．3―50．6―1：03．8―1：16．8―1：29．5―1：42．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．1―3F40．1
1
3
4，16，14（11，12，15）－6，8，13，10，5（9，7）3－2，1
4，16（11，14，1）6（15，8，12）13（5，9）7（2，10）－3

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

勝馬の
紹 介

�アプローチング �
�
父 New Approach �

�
母父 Stravinsky 初出走

2010．8．25生 牡3栗 母 Lute 母母 Delia’s Choice 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔制裁〕 マルブツツヨシ号の騎手佐久間寛志は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

スリーアクシオ号の騎手中村将之は，後検量に遅れたことについて過怠金10，000円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 ヴィトレスク号・エルドリッジ号・カエナポイント号・ゼンノアロウ号・トゥヴァビエン号・トゥービーハッピー号・

ブリックレーン号・ロードジェネラル号

07054 3月9日 晴 良 （25阪神1）第5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 7，000，000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
1：07．1
1：06．5

良
良

710 ローガンサファイア 牝3鹿 54 藤岡 佑介 �キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 432－ 21：09．4 3．5�
11 モンマックス 牡3鹿 56

54 △菱田 裕二�和田牧場 和田 正道 浦河 川越ファーム 514＋141：09．5� 4．7�
79 サンキストロード 牡3鹿 56 C．デムーロ �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム 496－101：09．6� 6．4�

（伊）

33 ヒシガーネット 牝3青鹿54 浜中 俊阿部 雅英氏 佐々木晶三 新冠 カミイスタット 450－ 6 〃 アタマ 8．3�
55 コスモリープリング 牝3鹿 54 酒井 学 �ビッグレッドファーム 古賀 慎明 新ひだか へいはた牧場 476－ 41：09．7� 13．9�
56 トップエトワール 牡3芦 56 太宰 啓介�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 490＋ 21：09．91	 119．9	
22 クインスウィーティ 牝3芦 54 和田 竜二田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 408－ 41：10．11	 31．8

811 アカノジュウロク 牝3鹿 54 国分 恭介根本 忠義氏 清水 久詞 千歳 社台ファーム 444－ 21：10．31	 50．7�
44 アグネスキズナ 牡3栗 56 幸 英明渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 476－ 21：10．61� 7．0�
67 レ デ ィ ー 牝3鹿 54 四位 洋文浅見 文子氏 浅見 秀一 新ひだか 中村 和夫 424－ 61：10．92 57．2
812 グッドジーン 牡3栗 56 藤田 伸二�フォーレスト 山内 研二 新ひだか フジワラフアーム 458－ 81：11．11� 26．6�
68 
 ジャガーバローズ 牡3鹿 56 池添 謙一猪熊 広次氏 中竹 和也 米 Dierdre T. Marsh

& David LaCroix 464－ 81：12．48 6．6�
（12頭）

売 得 金
単勝： 20，448，100円 複勝： 32，059，400円 枠連： 9，810，600円
馬連： 41，583，400円 馬単： 27，390，600円 ワイド： 20，904，800円
3連複： 55，626，300円 3連単： 91，364，400円 計： 299，187，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 140円 � 170円 � 210円 枠 連（1－7） 640円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 1，460円

ワ イ ド �� 350円 �� 470円 �� 700円

3 連 複 ��� 1，980円 3 連 単 ��� 7，590円

票 数

単勝票数 計 204481 的中 � 47299（1番人気）
複勝票数 計 320594 的中 � 74942（1番人気）� 49876（2番人気）� 34346（4番人気）
枠連票数 計 98106 的中 （1－7） 11463（1番人気）
馬連票数 計 415834 的中 �� 36365（1番人気）
馬単票数 計 273906 的中 �� 13871（1番人気）
ワイド票数 計 209048 的中 �� 15916（1番人気）�� 10923（2番人気）�� 6972（11番人気）
3連複票数 計 556263 的中 ��� 20812（2番人気）
3連単票数 計 913644 的中 ��� 8886（2番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．4―11．5―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．9―34．3―45．8―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ローガンサファイア �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Out of Place デビュー 2012．6．30 函館1着

2010．2．1生 牝3鹿 母 ダークサファイア 母母 Darkest Star 7戦2勝 賞金 23，930，000円
〔制裁〕 ヒシガーネット号の騎手浜中俊は，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。



07055 3月9日 晴 良 （25阪神1）第5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）
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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

711 ツルマルワンピース 牝5鹿 55 C．デムーロ 鶴田 鈴子氏 橋口弘次郎 浦河 市川牧場 484± 01：24．9 2．8�
（伊）

69 キーブランド 牡4鹿 57 古川 吉洋北前孔一郎氏 宮 徹 日高 田中 元寿 498± 0 〃 クビ 4．5�
68 バハドゥール 牡4鹿 57 岡田 祥嗣田所 英子氏 笹田 和秀 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498－101：25．11� 5．1�
11 タマモデザイア 牡4鹿 57 和田 竜二タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 492＋ 4 〃 ハナ 6．2�
813 サウンドレーサー 牡4黒鹿57 国分 恭介増田 雄一氏 佐藤 正雄 浦河 富田牧場 462－ 21：25．31� 15．5�
812 メイショウアルザス 牡4鹿 57

55 △菱田 裕二松本 好	氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 450－ 61：25．5	 104．6

56 キングスバーン 牡4鹿 57 北村 友一林 正道氏 的場 均 浦河 酒井牧場 508－101：25．92
 37．9�
710 デンコウデア 牝4黒鹿55 川島 信二田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 458＋ 41：26．11� 24．5�
33 � オーブライツ 牡4芦 57 酒井 学村上 稔氏 大橋 勇樹 浦河 金成吉田牧場 484＋ 81：26．31� 150．1
45 ハローエフェクト 牝5鹿 55 藤岡 佑介三宅 勝俊氏 庄野 靖志 新冠 飛渡牧場 448± 01：26．51� 117．8�
57 ノ ヴ ェ ッ ロ 牝5黒鹿55 熊沢 重文�小林牧場 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 444± 01：27．56 40．7�
22 ドナメデューサ 牝4黒鹿 55

52 ▲岩崎 翼山田 貢一氏 崎山 博樹 日高 日西牧場 470－ 21：28．24 200．3�
44 � タツフラッシュ 牡5鹿 57 幸 英明鈴木 昭作氏 鮫島 一歩 米 New Century

Bloodstock 488＋ 41：29．69 7．2�
（13頭）

売 得 金
単勝： 20，508，500円 複勝： 28，278，700円 枠連： 12，041，400円
馬連： 41，057，200円 馬単： 29，716，300円 ワイド： 20，122，500円
3連複： 55，731，100円 3連単： 98，262，200円 計： 305，717，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 160円 � 180円 枠 連（6－7） 290円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 930円

ワ イ ド �� 260円 �� 370円 �� 590円

3 連 複 ��� 1，260円 3 連 単 ��� 4，000円

票 数

単勝票数 計 205085 的中 � 58209（1番人気）
複勝票数 計 282787 的中 � 70658（1番人気）� 47146（2番人気）� 36649（4番人気）
枠連票数 計 120414 的中 （6－7） 30650（1番人気）
馬連票数 計 410572 的中 �� 50735（1番人気）
馬単票数 計 297163 的中 �� 23665（1番人気）
ワイド票数 計 201225 的中 �� 21176（1番人気）�� 13266（3番人気）�� 7600（8番人気）
3連複票数 計 557311 的中 ��� 32719（2番人気）
3連単票数 計 982622 的中 ��� 18154（2番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．3―12．2―12．5―12．5―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．2―34．5―46．7―59．2―1：11．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ツルマルワンピース �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2010．7．31 小倉6着

2008．3．5生 牝5鹿 母 ツルマルグラマー 母母 エ ラ テ ィ ス 17戦3勝 賞金 34，210，000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。

07056 3月9日 晴 良 （25阪神1）第5日 第8競走 ��3，900�第15回阪神スプリングジャンプ（Ｊ・ＧⅡ）
発走13時50分 （ 芝 ）
4歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�
減，J・GⅠ競走1着馬2�増，J・GⅡ競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 40，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，000，000円 4，000，000円
付 加 賞 448，000円 128，000円 64，000円 � コースレコード4：19．8良

44 シゲルジュウヤク 牡5栗 60 中村 将之森中 蕃氏 西橋 豊治 新冠 大栄牧場 490－104：22．1 19．1�
22 マーベラスカイザー 牡5栗 62 熊沢 重文笹原 貞生氏 柴田 政見 新ひだか 松田牧場 496＋ 4 〃 クビ 2．9�
68 バアゼルリバー 牡7鹿 61 小坂 忠士市川 義美氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488－ 84：22．84 3．0�
55 ナリタシャトル 牡8黒鹿60 西谷 誠�オースミ 小野 幸治 浦河 太陽牧場 512－ 24：23．01 42．1�
811 ワシャモノタリン 牡7黒鹿60 高田 潤小田切有一氏 谷 潔 三石 木下牧場 516＋ 24：23．21� 16．1�
56 � ウォークラウン 牡7鹿 60 林 満明加藤 守氏 中竹 和也 米 Carl Rosen

Associates 518－ 24：24．47 24．0	
812 アグネスハイヤー 牡7鹿 60 北沢 伸也渡辺 孝男氏 鮫島 一歩 千歳 社台ファーム 472＋ 44：24．71� 27．4

33 ビービースカット 牡6青鹿60 横山 義行�坂東牧場 田中 剛 日高 森本牧場 B512－ 64：26．29 31．8�
67 マイネルネオス 牡10鹿 62 浜野谷憲尚 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 剛 新冠 ビッグレッドファーム 456－ 44：28．1大差 76．0
79 ドラゴンハンター 牡6青鹿60 植野 貴也櫻井 正氏 岩戸 孝樹 日高 中川牧場 486－ 24：33．9大差 162．2�
710 ランヘランバ 牡10黒鹿60 五十嵐雄祐田中 充氏 藤沢 則雄 浦河 太陽牧場 464＋124：36．0大差 93．6�
11 テイエムハリアー 牡7芦 60 白浜 雄造竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 460± 0 （競走中止） 3．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 23，708，800円 複勝： 40，477，100円 枠連： 16，814，000円
馬連： 55，959，500円 馬単： 40，333，400円 ワイド： 27，166，200円
3連複： 91，179，100円 3連単： 183，990，800円 計： 479，628，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，910円 複 勝 � 250円 � 120円 � 130円 枠 連（2－4） 3，030円

馬 連 �� 2，220円 馬 単 �� 8，290円

ワ イ ド �� 610円 �� 840円 �� 170円

3 連 複 ��� 1，990円 3 連 単 ��� 27，430円

票 数

単勝票数 計 237088 的中 � 9811（5番人気）
複勝票数 計 404771 的中 � 28955（4番人気）� 119706（1番人気）� 86753（2番人気）
枠連票数 計 168140 的中 （2－4） 4106（11番人気）
馬連票数 計 559595 的中 �� 18640（5番人気）
馬単票数 計 403334 的中 �� 3593（26番人気）
ワイド票数 計 271662 的中 �� 9360（5番人気）�� 6532（10番人気）�� 53053（1番人気）
3連複票数 計 911791 的中 ��� 33962（3番人気）
3連単票数 計1839908 的中 ��� 4952（71番人気）
上り 1マイル 1：46．5 4F 52．3－3F 38．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シゲルジュウヤク �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 Miswaki デビュー 2010．7．11 阪神10着

2008．1．13生 牡5栗 母 ニシノコマチ 母母 サ レ ラ 障害：14戦4勝 賞金 119，650，000円
〔競走中止〕 テイエムハリアー号は，1周目8号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 シゲルジュウヤク号の騎手中村将之は，2周目10号障害飛越後に外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：

2番）



07057 3月9日 晴 良 （25阪神1）第5日 第9競走 ��
��2，400�ゆ き や な ぎ 賞

発走14時25分 （芝・右・外）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 9，500，000円 3，800，000円 2，400，000円 1，400，000円 950，000円
付 加 賞 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．2
2：22．1

良
良

57 トウシンモンステラ 牡3黒鹿56 酒井 学�サトー 村山 明 安平 ノーザンファーム 474－ 42：27．5 6．4�
22 アドマイヤスピカ 牡3栗 56 池添 謙一近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 480－ 62：27．81� 4．7�
11 ポセイドンバローズ 牡3栗 56 菱田 裕二猪熊 広次氏 武田 博 新冠 新冠橋本牧場 458＋ 4 〃 クビ 29．8�
710 ハマノグレード 牡3鹿 56 幸 英明浜井 弘至氏 服部 利之 新ひだか 坂本 春信 480－ 62：28．43� 21．4�
69 プライドイズメシア 牡3鹿 56 四位 洋文三枝 栄二氏 昆 貢 浦河 バンブー牧場 502± 02：28．5� 14．6�
56 ジャングルパサー 牡3鹿 56 藤田 伸二有限会社シルク山内 研二 新ひだか フジワラフアーム 484－10 〃 クビ 4．4	
33 セレブリティモデル 牝3黒鹿54 C．デムーロ 
社台レースホース牧田 和弥 千歳 社台ファーム 476± 02：28．81� 5．7�

（伊）

813 イントレピッド 牡3鹿 56 太宰 啓介会田 満雄氏 高橋 義忠 日高 森永牧場 432－102：29．22� 25．1�
812 ブレークビーツ 牡3鹿 56 藤岡 佑介吉田 照哉氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 436－ 62：29．41 14．9
44 クラウディオス 牡3栗 56 北村 友一有限会社シルク石坂 正 安平 ノーザンファーム 480－102：29．5� 14．7�
711 ヴァーティカルサン 牡3青鹿56 浜中 俊 
キャロットファーム 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 536＋ 82：29．71 8．4�
68 コスモアリュール 牡3鹿 56 和田 竜二岡田 繁幸氏 清水 美波 新ひだか ウエスタンファーム 444－102：29．91	 110．6�
45 オリオンザヒーロー 牡3黒鹿56 小牧 太平本 敏夫氏 飯田 雄三 新ひだか 荒木 貴宏 454－ 42：30．11� 28．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 30，411，300円 複勝： 49，504，700円 枠連： 20，870，000円
馬連： 76，166，800円 馬単： 43，962，400円 ワイド： 32，923，100円
3連複： 100，305，800円 3連単： 170，457，000円 計： 524，601，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 250円 � 180円 � 740円 枠 連（2－5） 500円

馬 連 �� 1，450円 馬 単 �� 3，130円

ワ イ ド �� 620円 �� 2，790円 �� 2，010円

3 連 複 ��� 14，450円 3 連 単 ��� 57，340円

票 数

単勝票数 計 304113 的中 � 37949（4番人気）
複勝票数 計 495047 的中 � 52748（4番人気）� 91265（1番人気）� 13849（11番人気）
枠連票数 計 208700 的中 （2－5） 31373（1番人気）
馬連票数 計 761668 的中 �� 38850（3番人気）
馬単票数 計 439624 的中 �� 10378（7番人気）
ワイド票数 計 329231 的中 �� 14147（3番人気）�� 2796（43番人気）�� 3924（29番人気）
3連複票数 計1003058 的中 ��� 5126（53番人気）
3連単票数 計1704570 的中 ��� 2194（186番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．7―24．4―36．8―49．3―1：01．7―1：14．3―1：27．3―1：39．9―1：52．1―2：03．9―2：14．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トウシンモンステラ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．10．14 京都1着

2010．2．13生 牡3黒鹿 母 ピンクパピヨン 母母 マリスターⅡ 5戦2勝 賞金 16，794，000円
〔制裁〕 アドマイヤスピカ号の騎手池添謙一は，決勝線手前での御法について戒告。
※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。

07058 3月9日 晴 良 （25阪神1）第5日 第10競走 ��
��1，400�うずしおステークス

発走15時00分 （芝・右）
牝，4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，55�

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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．9
1：19．0

良
良

11 メモリアルイヤー 牝5栗 55 藤岡 佑介西村新一郎氏 村山 明 鹿児島 釘田 義美 478－ 81：21．3 15．1�
47 アミカブルナンバー 牝4鹿 55 四位 洋文池谷 誠一氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム 454－16 〃 クビ 3．9�
612 イチオクノホシ 牝4芦 55 C．デムーロ �ビリオンスター矢野 英一 千歳 社台ファーム 456＋ 8 〃 ハナ 3．5�

（伊）

12 エ ト ピ リ カ 牝6黒鹿55 熊沢 重文�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 450± 01：21．51� 70．7�
23 クッカーニャ 牝4青鹿55 酒井 学 �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 450± 01：21．6クビ 21．5	
35 サトノジョリー 牝4青鹿55 北村 友一里見 治氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 432－ 8 〃 クビ 82．2

714 アルーリングライフ 牝6鹿 55 菱田 裕二 �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 490－ 61：21．81� 11．4�
36 メイショウスザンナ 牝4鹿 55 池添 謙一松本 好�氏 高橋 義忠 新冠 北星村田牧場 472＋ 2 〃 クビ 6．9
24 ウィルパワー 牝6鹿 55 幸 英明 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 450－101：22．0	 50．0�
611
 オールブランニュー 牝7黒鹿55 小牧 太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 464－101：22．1� 24．9�
59 マ ス イ デ ア 牝4黒鹿55 国分 恭介益田 修一氏 中野 栄治 浦河 福田牧場 430－121：22．2	 119．4�
713 ダンスファンタジア 牝5鹿 55 古川 吉洋 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 452－16 〃 ハナ 16．2�
48 トーホウシンバル 牝6青鹿55 和田 竜二東豊物産� 川村 禎彦 日高 竹島 幸治 438－ 8 〃 アタマ 117．0�
510 フラムドール 牝6栗 55 太宰 啓介吉田 照哉氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 466－ 61：22．52 110．0�
815 ペルレンケッテ 牝5鹿 55 浜中 俊 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 466－121：23．45 5．8�
816 カトルズリップス 牝5黒鹿55 藤田 伸二山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム B484－ 61：23．5� 54．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，234，900円 複勝： 61，955，100円 枠連： 26，779，400円
馬連： 115，831，300円 馬単： 62，792，000円 ワイド： 44，274，000円
3連複： 145，981，900円 3連単： 245，853，600円 計： 743，702，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，510円 複 勝 � 400円 � 160円 � 160円 枠 連（1－4） 2，690円

馬 連 �� 2，930円 馬 単 �� 7，490円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 1，040円 �� 310円

3 連 複 ��� 3，390円 3 連 単 ��� 31，020円

票 数

単勝票数 計 402349 的中 � 21086（6番人気）
複勝票数 計 619551 的中 � 29554（6番人気）� 117499（2番人気）� 123006（1番人気）
枠連票数 計 267794 的中 （1－4） 7370（13番人気）
馬連票数 計1158313 的中 �� 29204（9番人気）
馬単票数 計 627920 的中 �� 6195（29番人気）
ワイド票数 計 442740 的中 �� 10057（10番人気）�� 9840（11番人気）�� 40017（1番人気）
3連複票数 計1459819 的中 ��� 31788（7番人気）
3連単票数 計2458536 的中 ��� 5850（83番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．0―34．4―46．3―57．8―1：09．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F35．0
3 1，4（15，16）3（7，14）（5，12）（8，6）2（9，13）11，10 4 1，4（15，16）（3，7）（14，12）（5，8）6，2（9，13，11）－10

勝馬の
紹 介

メモリアルイヤー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2010．7．17 小倉1着

2008．3．22生 牝5栗 母 アーバンクイーン 母母 フ ロ リ ン ダ 21戦4勝 賞金 70，481，000円
［他本会外：2戦1勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※エトピリカ号は，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。



07059 3月9日 晴 良 （25阪神1）第5日 第11競走 ��
��1，400�ポラリスステークス

発走15時35分 （ダート・右）
4歳以上，24．3．10以降25．3．3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 20，000，000円 8，000，000円 5，000，000円 3，000，000円 2，000，000円
付 加 賞 434，000円 124，000円 62，000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 エ ア ウ ル フ 牡6栗 55 浜中 俊 �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム B480－ 61：23．1 6．4�
12 スティールパス 牝6黒鹿54 池添 謙一飯田 正剛氏 松田 国英 新ひだか 千代田牧場 476＋ 8 〃 ハナ 4．7�
11 トウショウカズン 牡6鹿 57 C．デムーロトウショウ産業� 領家 政蔵 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 532＋ 2 〃 クビ 3．9�

（伊）

36 ウォータールルド 牡5黒鹿55 菱田 裕二山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 488－ 61：23．41� 7．2�
48 タイセイシュバリエ 牡4芦 55 幸 英明田中 成奉氏 宮本 博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478－ 8 〃 アタマ 8．4�
816 ナガラオリオン 牡4鹿 55 北村 友一長良レーシングクラブ 大根田裕之 浦河 大島牧場 462－ 21：23．61 7．6	
59 ケイアイテンジン 牡7栗 56 藤田 伸二亀田 和弘氏 白井 寿昭 三石 乾 皆雄 488＋ 21：23．81� 16．3

612 アドバンスウェイ 牡7鹿 57 小牧 太西川 隆士氏 武藤 善則 浦河 中村 雅明 490－ 6 〃 アタマ 12．2�
35 キングストリート 牡7鹿 54 酒井 学河﨑 五市氏 西園 正都 新ひだか タイヘイ牧場 488－ 61：24．22	 148．7�
24 トシギャングスター 牡6芦 54 藤岡 佑介田畑 利彦氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 486± 01：24．3	 53．7
714 レオンビスティー 牡4鹿 55 川島 信二備前島敏子氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 498＋161：24．51	 77．6�
713 ワンダーポデリオ 牡9鹿 54 太宰 啓介山本 信行氏 藤岡 範士 新冠 アラキフアーム 482＋ 21：24．71 470．7�
815
 エーシンジェイワン 牡5栗 54 和田 竜二�栄進堂 西園 正都 米 Nekia Farm B542± 01：25．12	 20．4�
510 ハギノリベラ 牡7鹿 51 中村 将之安岡美津子氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 B532± 0 〃 ハナ 371．6�
47 
 ガ ブ リ ン 牡11鹿 53 小林 徹弥榮 義則氏 森 秀行 豪 Mr JR

Fleming 476＋ 21：25．2	 459．7�
23 シェアースマイル 牝4栗 50 花田 大昂小林 秀樹氏 栗田 徹 新ひだか 加野牧場 512＋121：25．62	 285．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 52，201，200円 複勝： 82，263，100円 枠連： 52，741，700円
馬連： 211，328，800円 馬単： 111，320，300円 ワイド： 68，403，100円
3連複： 284，664，300円 3連単： 522，576，300円 計： 1，385，498，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 170円 � 170円 � 150円 枠 連（1－6） 470円

馬 連 �� 1，580円 馬 単 �� 3，710円

ワ イ ド �� 580円 �� 400円 �� 320円

3 連 複 ��� 1，600円 3 連 単 ��� 11，290円

票 数

単勝票数 計 522012 的中 � 65080（3番人気）
複勝票数 計 822631 的中 � 125923（2番人気）� 119687（3番人気）� 167001（1番人気）
枠連票数 計 527417 的中 （1－6） 84412（1番人気）
馬連票数 計2113288 的中 �� 98938（6番人気）
馬単票数 計1113203 的中 �� 22200（15番人気）
ワイド票数 計 684031 的中 �� 27602（5番人気）�� 42627（2番人気）�� 56952（1番人気）
3連複票数 計2846643 的中 ��� 131900（1番人気）
3連単票数 計5225763 的中 ��� 34170（15番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．7―34．3―46．3―58．1―1：10．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エ ア ウ ル フ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2009．11．8 東京1着

2007．4．23生 牡6栗 母 エアシャキーラ 母母 サトルチェンジ 27戦6勝 賞金 176，489，000円
〔制裁〕 シェアースマイル号の騎手花田大昂は，3コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 アルゴリズム号・エベレストオー号・サイオン号・トーホウチェイサー号・ニシオドリーム号・ブルロック号
※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。

07060 3月9日 晴 良 （25阪神1）第5日 第12競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走16時10分 （ダート・右）
1000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 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
1：48．5
1：47．8

重
重

712 ワイルドフラッパー 牝4黒鹿55 C．デムーロ 吉田 照哉氏 松田 国英 千歳 社台ファーム 504－121：51．5 6．1�
（伊）

58 ツルマルスピリット 牡6青鹿57 小牧 太鶴田 鈴子氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 502± 01：51．71� 2．9�
814 サンライズスマート 牡4鹿 57 国分 恭介松岡 隆雄氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 470－ 21：52．55 15．4�
22 ラガートモヒーロ 牡4黒鹿57 酒井 学奥村 啓二氏 柴田 政見 浦河 山春牧場 454－ 61：52．6� 17．8�
34 	 サウンドビガレス 牡4栗 57

55 △菱田 裕二増田 雄一氏 安達 昭夫 米 Center
Hills Farm 482－ 61：52．7� 38．4�

47 ハギノコメント 牡4鹿 57 北村 友一日隈 良江氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント 474－ 8 〃 クビ 217．7�
23 ポップアイコン 牝4栗 55 浜中 俊 H.H．シェイク・モハメド 吉村 圭司 日高 シンコーファーム 456－ 81：52．8クビ 3．5	
46 ハ ス ラ ー 牡5黒鹿57 和田 竜二水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 530－ 41：53．22� 7．2

59 スタンドバイミー 牡4鹿 57 四位 洋文石川 達絵氏 中竹 和也 新ひだか 藤原牧場 456＋ 41：53．4
 45．8�
610� イーサンジャンパー 牡7栗 57 藤岡 佑介国本 勇氏 境 直行 鵡川 上水牧場 512＋ 41：53．5
 134．8�
815� バンブーリバプール 牡5青鹿57 太宰 啓介バンブー牧場 佐藤 正雄 浦河 バンブー牧場 476－ 81：53．81
 8．8�
611 サトノシーザー 牡4青 57 池添 謙一里見 治氏 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 530－ 21：54．01� 33．6�
713 シャイニーダンディ 牡5青鹿57 古川 吉洋小林 昌志氏 湯窪 幸雄 平取 コアレススタッド 468－ 21：54．1� 470．9�
35 	 アグネスティンクル 牡6栗 57 小林 徹弥渡辺 孝男氏 森 秀行 米 Swetten-

ham Stud 482＋101：54．2クビ 415．0�
11 ピュアマリーン 牝7栗 55 佐久間寛志小島 將之氏 鹿戸 明 浦河 山本牧場 442－ 61：55．58 523．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 39，915，300円 複勝： 64，945，300円 枠連： 28，991，800円
馬連： 113，084，800円 馬単： 66，299，800円 ワイド： 44，558，300円
3連複： 155，977，900円 3連単： 290，363，200円 計： 804，136，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 220円 � 130円 � 370円 枠 連（5－7） 810円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 1，800円

ワ イ ド �� 350円 �� 1，720円 �� 680円

3 連 複 ��� 3，700円 3 連 単 ��� 16，190円

票 数

単勝票数 計 399153 的中 � 51760（3番人気）
複勝票数 計 649453 的中 � 71818（3番人気）� 186438（1番人気）� 33964（6番人気）
枠連票数 計 289918 的中 （5－7） 26717（3番人気）
馬連票数 計1130848 的中 �� 101978（2番人気）
馬単票数 計 662998 的中 �� 27199（4番人気）
ワイド票数 計 445583 的中 �� 34724（2番人気）�� 5836（21番人気）�� 15917（7番人気）
3連複票数 計1559779 的中 ��� 31113（10番人気）
3連単票数 計2903632 的中 ��� 13238（42番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―13．1―12．2―11．9―12．3―12．5―12．5―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．0―37．1―49．3―1：01．2―1：13．5―1：26．0―1：38．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ワイルドフラッパー �
�
父 Ghostzapper �

�
母父 Smoke Glacken デビュー 2012．4．29 京都1着

2009．5．12生 牝4黒鹿 母 スモークンフローリック 母母 Cherokyfrolicflash 8戦3勝 賞金 27，500，000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。



（25阪神1）第5日 3月9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 174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

260，800，000円
6，280，000円
2，200，000円
23，880，000円
65，530，000円
5，582，400円
1，670，400円

勝馬投票券売得金
317，034，800円
524，120，000円
215，452，100円
822，937，700円
508，321，000円
347，559，500円
1，133，218，700円
1，996，804，500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 5，865，448，300円

総入場人員 13，662名 （有料入場人員 12，873名）
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