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07049 3月15日 晴 重 （26阪神1）第5日 第1競走 ��1，200�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
1：08．8
1：08．7

重
重

24 ミ ン デ ィ 牝3芦 54 小牧 太小林 秀樹氏 吉田 直弘 浦河 日優牧場 B444＋ 21：13．2 2．4�
816 マ チ ル ダ 牝3栗 54 藤田 伸二萩 英男氏 飯田 雄三 日高 中川 哲也 464－ 21：13．3� 10．2�
36 スターペスユウコ 牝3鹿 54 小林 徹弥河野和香子氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 428－101：13．51 14．3�
35 ヴァイセフラウ 牝3芦 54 秋山真一郎�ノースヒルズ 角田 晃一 新冠 株式会社

ノースヒルズ 448＋ 41：13．71� 2．1�
510 タイセイデザイア 牝3鹿 54 浜中 俊田中 成奉氏 宮本 博 新ひだか 前川 正美 504－ 21：14．02 43．1�
59 フェアリーミラクル 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 436＋ 41：14．32 132．6	
612 ジョーリブラン 牝3鹿 54 和田 竜二上田けい子氏 柴田 光陽 浦河 大北牧場 416－101：14．4クビ 32．3

47 シゲルオウミ 牝3鹿 54 武 豊森中 蕃氏 大橋 勇樹 浦河 日の出牧場 476± 01：14．61� 27．7�
815 アグネスアミニソル 牝3鹿 54 岩田 康誠渡辺 孝男氏 森 秀行 浦河 高松牧場 440± 01：14．7� 28．7�
12 キョウワマロン 牝3栗 54 古川 吉洋協和牧場 木原 一良 新冠 協和牧場 460 ―1：14．91 53．6�
611 シーヴァージア 牝3芦 54 幸 英明 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 浜田多実雄 新ひだか 岡田牧場 428－ 8 〃 クビ 168．0�
48 ゴ ラ イ コ ウ 牝3鹿 54 �島 良太柏木 務氏 境 直行 浦河 谷口牧場 450－ 21：15．11� 273．5�
11 ワンダートロワ 牝3鹿 54 川須 栄彦山本 能行氏 牧田 和弥 新ひだか フクダファーム 412 ―1：15．2クビ 131．4�
714 フタリノエニシ 牝3鹿 54 酒井 学小田切有一氏 谷 潔 浦河 木村牧場 434＋ 41：15．73 163．4�
23 アップルシュガー 牝3鹿 54 小坂 忠士平口 信行氏 境 直行 浦河 大柳ファーム 454 ― 〃 ハナ 128．9�
713 ティエスアーク 牝3芦 54 中村 将之田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 細道牧場 430－ 21：16．12� 523．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 13，082，800円 複勝： 28，379，600円 枠連： 8，600，400円
馬連： 32，508，900円 馬単： 22，360，300円 ワイド： 17，599，100円
3連複： 50，981，500円 3連単： 94，155，400円 計： 267，668，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 320円 � 290円 枠 連（2－8） 1，090円

馬 連 �� 1，710円 馬 単 �� 2，470円

ワ イ ド �� 610円 �� 380円 �� 1，360円

3 連 複 ��� 3，860円 3 連 単 ��� 12，780円

票 数

単勝票数 計 130828 的中 � 44752（2番人気）
複勝票数 計 283796 的中 � 101253（2番人気）� 17195（4番人気）� 19346（3番人気）
枠連票数 計 86004 的中 （2－8） 5833（3番人気）
馬連票数 計 325089 的中 �� 14067（5番人気）
馬単票数 計 223603 的中 �� 6706（6番人気）
ワイド票数 計 175991 的中 �� 7048（5番人気）�� 12606（2番人気）�� 2936（15番人気）
3連複票数 計 509815 的中 ��� 9763（8番人気）
3連単票数 計 941554 的中 ��� 5441（32番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―11．9―12．3―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―24．0―35．9―48．2―1：00．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミ ン デ ィ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Rahy デビュー 2013．10．12 京都7着

2011．5．18生 牝3芦 母 ジェニーソング 母母 ビューティフルジェム 7戦1勝 賞金 8，000，000円
〔制裁〕 ミンディ号の騎手小牧太は，決勝線手前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戒告。（被害馬：16番）
※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 ディアベビードール号・ヒミノマンサク号・プルメリアアスク号・メイショウソフィア号

07050 3月15日 晴 重 （26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

24 ローレルストーム 牡3青鹿56 小牧 太 �ローレルレーシング 中竹 和也 新冠 川島牧場 494＋ 61：54．1 1．6�
35 オールドバルディー 牡3黒鹿56 A．シュタルケ �G1レーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 520＋ 61：54．95 3．3�

（独）

714 パフュームボム 牝3鹿 54 浜中 俊飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 466＋101：55．0クビ 12．8�
510 ナムラアンバー 牡3黒鹿56 幸 英明奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 518＋ 61：55．53 13．9�
36 ジョウショーノブシ 牡3鹿 56 水口 優也熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 上田 昭治 B462－ 4 〃 クビ 31．3�
11 シゲルハリマ 牡3栗 56 川須 栄彦森中 蕃氏 中村 均 新ひだか 三石川上牧場 496＋ 21：55．92� 159．6	
23 マイネルエアダクス 牡3芦 56 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 平取 坂東牧場 502＋ 41：56．11� 30．1

12 ラッシュボンバー 牡3鹿 56 国分 優作村上 稔氏 大橋 勇樹 浦河 信岡牧場 464－ 21：56．2クビ 109．8�
612 ニシノチャステティ 牝3栗 54 熊沢 重文西山 茂行氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 448＋ 2 〃 クビ 27．9�
713 サンセットライヴ 牝3青鹿54 小坂 忠士山上 和良氏 境 直行 新ひだか 原 達也 464＋ 21：56．41 186．1
47 エイシンヤノゴトク 牡3栗 56

53 ▲城戸 義政�栄進堂 坂口 正則 新ひだか 木田牧場 452－ 61：56．5� 448．3�
815 タガノグリズリー 牡3鹿 56 �島 良太八木 良司氏 松田 国英 新冠 八木牧場 460± 01：56．81� 27．5�
48 ルークインザスカイ 牡3栗 56 小林 徹弥津村 圭一氏 目野 哲也 新ひだか 三石橋本牧場 480＋ 81：56．9クビ 400．5�
611 ラヴァーズタイム 牝3黒鹿54 岡田 祥嗣嶋田 賢氏 安田 隆行 新冠 大栄牧場 434－ 4 〃 アタマ 602．3�
816 オンワードアーサー 牡3芦 56 酒井 学樫山 章子氏 柴田 政見 浦河 オンワード牧場 468－ 61：57．43 59．4�
59 バイオレットパワー 牝3栗 54

51 ▲義 英真中野 銀十氏 境 直行 別海 野付ライディ
ングファーム 418－161：58．57 330．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，023，400円 複勝： 47，848，800円 枠連： 8，750，100円
馬連： 34，122，100円 馬単： 26，275，400円 ワイド： 18，357，900円
3連複： 46，869，400円 3連単： 86，275，400円 計： 288，522，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 120円 � 180円 枠 連（2－3） 220円

馬 連 �� 230円 馬 単 �� 340円

ワ イ ド �� 140円 �� 250円 �� 390円

3 連 複 ��� 620円 3 連 単 ��� 1，620円

票 数

単勝票数 計 200234 的中 � 98705（1番人気）
複勝票数 計 478488 的中 � 281389（1番人気）� 79126（2番人気）� 28595（3番人気）
枠連票数 計 87501 的中 （2－3） 30463（1番人気）
馬連票数 計 341221 的中 �� 114071（1番人気）
馬単票数 計 262754 的中 �� 58269（1番人気）
ワイド票数 計 183579 的中 �� 45405（1番人気）�� 16214（2番人気）�� 9028（4番人気）
3連複票数 計 468694 的中 ��� 56682（1番人気）
3連単票数 計 862754 的中 ��� 39347（1番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―13．6―13．1―12．8―12．6―12．3―12．5―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．0―37．6―50．7―1：03．5―1：16．1―1：28．4―1：40．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．6―3F38．0
1
3
4（6，10，16）（5，7，14）13（1，3，9）15（8，12）2－11
4，6（5，10）（14，16）1，3（2，7，8）15（13，12）11，9

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

勝馬の
紹 介

ローレルストーム �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2014．1．12 京都4着

2011．6．8生 牡3青鹿 母 ローレルデフィー 母母 ブランディニー 4戦1勝 賞金 7，900，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ウィナーウェイ号・ビップリアン号・フドーシン号
※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。

第１回 阪神競馬 第５日



07051 3月15日 晴 重 （26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

713 ミッキーボクサー 牡3黒鹿56 秋山真一郎三木 久史氏 中尾 秀正 青森 ワールドファーム 420＋ 81：25．9 44．2�
510 ダンツトゥルース 牡3鹿 56 池添 謙一山元 哲二氏 池添 兼雄 新ひだか 土田農場 B470± 01：26．32� 3．7�
816 アイリッシュハープ 牝3栗 54 M．デムーロ �キャロットファーム 須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460－ 41：26．72� 6．1�
（伊）

611 エイシンスペーシア 牡3栗 56 国分 優作�栄進堂 沖 芳夫 浦河 高野牧場 450－121：26．8� 22．8�
612 ニシノマテンロウ 牡3黒鹿56 岩田 康誠西山 茂行氏 浅見 秀一 浦河 高昭牧場 500＋ 2 〃 ハナ 6．5	
47 シュンブレイン 牡3栗 56 和田 竜二石川 博氏 川村 禎彦 日高 白井牧場 468－ 6 〃 ハナ 10．4

815 エスペランサナナ 牝3鹿 54 畑端 省吾江上 幸�氏 飯田 雄三 浦河 杵臼牧場 464－ 2 〃 ハナ 137．6�
24 ダンツゴールド 牡3鹿 56 幸 英明山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 岡田スタツド 486± 01：27．01 131．2
12 ジョウイチロウ 牡3鹿 56 武 幸四郎泉 一郎氏 西橋 豊治 浦河 高昭牧場 516＋ 21：27．21� 14．7�
35 スズカレビン 牡3鹿 56

53 ▲原田 敬伍永井 啓弍氏 目野 哲也 洞	湖 レイクヴィラファーム 470± 01：27．73 114．9�
36 ランズデール 牡3栗 56 A．シュタルケ 一村 哲也氏 
島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド 514± 01：27．9� 65．4�
（独）

59 トウケイギムレット 牡3黒鹿 56
53 ▲義 英真木村 信彦氏 加用 正 新ひだか 坂本 智広 502＋211：28．11� 45．7�

714 パープルセブン 牡3鹿 56 小坂 忠士中野 銀十氏 境 直行 日高 ヤナガワ牧場 450－ 41：28．2クビ 244．2�
48 シロイヨウセイ 牝3芦 54 田村 太雅猪野毛雅人氏 高橋 亮 新ひだか 猪野毛牧場 428－ 8 〃 クビ 499．9�
11 パラディドル 牝3黒鹿54 川須 栄彦 �ローレルレーシング 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 B448＋101：28．94 12．3�
23 � ロ ア ジ ス 牝3鹿 54 武 豊�ノースヒルズ 矢作 芳人 米 North Hills

Management 470 ―1：29．0� 3．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，235，900円 複勝： 34，122，900円 枠連： 10，722，400円
馬連： 37，770，600円 馬単： 23，872，600円 ワイド： 19，849，600円
3連複： 53，970，200円 3連単： 80，194，900円 計： 280，739，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，420円 複 勝 � 870円 � 170円 � 190円 枠 連（5－7） 6，480円

馬 連 �� 6，000円 馬 単 �� 18，020円

ワ イ ド �� 1，960円 �� 3，060円 �� 370円

3 連 複 ��� 10，170円 3 連 単 ��� 95，000円

票 数

単勝票数 計 202359 的中 � 3612（9番人気）
複勝票数 計 341229 的中 � 7428（9番人気）� 65507（1番人気）� 52117（3番人気）
枠連票数 計 107224 的中 （5－7） 1222（17番人気）
馬連票数 計 377706 的中 �� 4653（25番人気）
馬単票数 計 238726 的中 �� 978（56番人気）
ワイド票数 計 198496 的中 �� 2355（24番人気）�� 1483（32番人気）�� 15017（2番人気）
3連複票数 計 539702 的中 ��� 3917（37番人気）
3連単票数 計 801949 的中 ��� 623（298番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―12．2―12．8―12．5―11．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．7―35．9―48．7―1：01．2―1：13．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミッキーボクサー �
�
父 トウカイワイルド �

�
母父 Singspiel デビュー 2013．11．30 阪神5着

2011．4．27生 牡3黒鹿 母 モーディッシュ 母母 モ テ ッ ク 4戦1勝 賞金 5，700，000円
〔制裁〕 ランズデール号の騎手A．シュタルケは，3コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：7番・11番）

トウケイギムレット号の騎手義英真は，3コーナーでの御法（前の馬に接触した）について過怠金10，000円。（被害馬：4番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 マルヨラピド号
※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15日 晴 良 （26阪神1）第5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

47 フェイトカラー 牝3黒鹿54 浜中 俊吉田 和美氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 486－ 61：23．1 3．3�
36 リングランドムーン 牡3鹿 56 M．デムーロ蛭川 年明氏 中内田充正 浦河 ひるかわ育

成牧場 484－ 41：23．41� 5．4�
（伊）

11 ブレイクアウト 牡3青鹿56 池添 謙一安原 浩司氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 476－ 21：23．71� 2．2�
815 ランガージュ 牡3鹿 56 古川 吉洋窪田 康志氏 高橋 亮 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480－ 41：24．12� 61．3�
59 モズハナニカゼ 牡3黒鹿56 小牧 太北側 雅司氏 牧浦 充徳 新ひだか 折手牧場 474－ 8 〃 アタマ 11．0�
611 モ ッ シ ュ 牡3芦 56 酒井 学小嶋 將則氏 浜田多実雄 浦河 小島牧場 498－ 41：24．2クビ 176．6�
24 ウォーターテランガ 牝3鹿 54 藤懸 貴志山岡 良一氏 田所 秀孝 浦河 本巣牧場 438－121：24．3� 76．9	
612 クリノフクロクジュ 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣栗本 博晴氏 谷 潔 様似 様似渡辺牧場 450＋ 4 〃 クビ 60．9

713 ゴーナミノリ 牡3黒鹿56 藤田 伸二稻井田安史氏 森 秀行 日高 メイプルファーム 444＋ 61：24．4� 18．1�
12 ヒ ロ キ セ キ 牡3鹿 56 幸 英明守内 満氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 470－ 81：24．5� 51．2�
714 ミキノブルーグラス 牡3鹿 56 熊沢 重文谷口 久和氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 492－ 41：24．6� 96．1
23 アユメライトアップ 牡3黒鹿56 国分 優作江口雄一郎氏 梅内 忍 浦河 杵臼牧場 464－101：24．91� 125．9�
35 ベストゴール 牝3鹿 54 和田 竜二岡田 牧雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 404± 01：25．22 19．3�
48 アイズオブナタリー 牝3鹿 54

51 ▲義 英真阿部 雅英氏 佐々木晶三 千歳 社台ファーム 398－201：25．51� 94．6�
816 アキノラブカラー 牝3栗 54

51 ▲原田 敬伍山中 明広氏 作田 誠二 浦河 山春牧場 440＋ 21：26．45 568．4�
510 ナムラハッピー 牝3鹿 54 秋山真一郎奈村 睦弘氏 目野 哲也 新ひだか 八田ファーム 470＋ 21：26．82� 235．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，999，900円 複勝： 32，409，100円 枠連： 10，500，100円
馬連： 34，158，800円 馬単： 26，777，200円 ワイド： 18，263，000円
3連複： 50，944，800円 3連単： 83，233，900円 計： 278，286，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 120円 � 140円 � 110円 枠 連（3－4） 600円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，650円

ワ イ ド �� 220円 �� 170円 �� 230円

3 連 複 ��� 530円 3 連 単 ��� 3，520円

票 数

単勝票数 計 219999 的中 � 53725（2番人気）
複勝票数 計 324091 的中 � 69920（2番人気）� 55909（3番人気）� 91827（1番人気）
枠連票数 計 105001 的中 （3－4） 12965（3番人気）
馬連票数 計 341588 的中 �� 30609（3番人気）
馬単票数 計 267772 的中 �� 11988（5番人気）
ワイド票数 計 182630 的中 �� 20430（2番人気）�� 30242（1番人気）�� 18060（3番人気）
3連複票数 計 509448 的中 ��� 71547（1番人気）
3連単票数 計 832339 的中 ��� 17487（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．2―35．1―47．3―59．2―1：11．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F35．8
3 7，13（4，1）14，16，6（3，5，2）8，15（11，12）9，10 4 7，13，14（4，1，16）（6，2）（3，5，8）（15，9）11，12－10

勝馬の
紹 介

フェイトカラー �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2013．11．2 京都4着

2011．3．22生 牝3黒鹿 母 ウエストコースト 母母 ビーポジティブ 4戦1勝 賞金 9，400，000円
〔制裁〕 ベストゴール号の騎手和田竜二は，3コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：2番）

アイズオブナタリー号の騎手義英真は，4コーナー手前で外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：15番・12
番・9番）

※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） 1頭 ピエナブラウニー号
（非抽選馬） 7頭 アルリネージ号・ウォーターヴォイス号・シゲルノト号・シップウハヤト号・ピノ号・メイズ号・ヤマニンアルブル号
※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。



07053 3月15日 晴 良 （26阪神1）第5日 第5競走 ��
��2，200�サラブレッド系3歳

発走12時15分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：10．0

良
良

59 デ ビ ル 牡3黒鹿56 四位 洋文寺田 寿男氏 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 510± 02：17．3 22．8�
815 メドウラーク 牡3鹿 56 小牧 太吉田 勝己氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 496－ 22：17．51 2．2�
11 � ウィズアミッション 牝3鹿 54 浜中 俊吉田 安惠氏 吉村 圭司 愛 Kushnarenk-

ovo Syndicate 404－ 82：17．71� 6．5�
48 エクストレミティー 牡3鹿 56 A．シュタルケ P.G．ファッジ氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 500＋102：17．91	 9．6�

（独）

612 ファーガソン 牡3鹿 56 岩田 康誠林 正道氏 松田 国英 新ひだか 橋本牧場 510＋ 62：18．11	 5．4�
12 トレモロアーム 牡3黒鹿56 M．デムーロ �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム 458 ― 〃 ハナ 4．5	

（伊）

24 ヤマニンルポ 牡3鹿 56 田中 健土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 488＋ 4 〃 クビ 50．2

36 コパノミクス 牡3青 56 古川 吉洋小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 458－122：18．52� 56．5�
816 スズカシャトル 牡3鹿 56 幸 英明永井 啓弍氏 藤沢 則雄 むかわ 市川牧場 484－ 22：19．03 88．6�
714 マイネルレヴェイユ 牡3栗 56 川須 栄彦 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム 494－ 22：19．21� 77．0�
23 ジューンヴィエナ 牝3鹿 54

51 ▲義 英真吉川 潤氏 崎山 博樹 新ひだか 西村 和夫 414－ 62：19．3
 192．3�
611 ジェイボーイ 牡3黒鹿56 武 幸四郎廣村 茂一氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 416－ 82：19．4
 162．8�
47 スリースラッガー 牡3栗 56 水口 優也永井商事 湯窪 幸雄 新ひだか 岡野牧場 476± 02：19．5
 555．7�
510 テイエムスピリタス 牝3栗 54

51 ▲城戸 義政竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 高岸 順一 430－ 82：19．71	 645．7�
35 ツルミプラチーター 牡3栗 56 酒井 学�鶴見ホース 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 B516－102：19．8クビ 200．2�
713 ヤマカツキャプテン 牡3鹿 56 池添 謙一山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム B462－162：21．07 142．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，809，200円 複勝： 45，504，300円 枠連： 11，604，300円
馬連： 41，145，200円 馬単： 27，665，100円 ワイド： 20，674，000円
3連複： 60，580，900円 3連単： 98，611，000円 計： 331，594，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，280円 複 勝 � 390円 � 120円 � 160円 枠 連（5－8） 2，000円

馬 連 �� 2，080円 馬 単 �� 6，310円

ワ イ ド �� 730円 �� 1，280円 �� 260円

3 連 複 ��� 2，960円 3 連 単 ��� 31，210円

票 数

単勝票数 計 258092 的中 � 8956（6番人気）
複勝票数 計 455043 的中 � 18711（6番人気）� 158587（1番人気）� 70908（2番人気）
枠連票数 計 116043 的中 （5－8） 4297（7番人気）
馬連票数 計 411452 的中 �� 14651（9番人気）
馬単票数 計 276651 的中 �� 3238（22番人気）
ワイド票数 計 206740 的中 �� 6544（10番人気）�� 3526（14番人気）�� 23838（1番人気）
3連複票数 計 605809 的中 ��� 15134（9番人気）
3連単票数 計 986110 的中 ��� 2332（91番人気）

ハロンタイム 12．8―12．0―12．8―13．8―13．1―13．0―12．4―12．0―11．7―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．8―24．8―37．6―51．4―1：04．5―1：17．5―1：29．9―1：41．9―1：53．6―2：05．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

デ ビ ル �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2013．11．3 京都4着

2011．3．10生 牡3黒鹿 母 スプリットザナイト 母母 サ ウ ン ド 3戦1勝 賞金 6，100，000円
〔発走状況〕 ツルミプラチーター号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 インテグラード号・テイエムスカイオー号
（非抽選馬） 1頭 ウェイヴクレスト号
※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。

07054 3月15日 晴 重 （26阪神1）第5日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走12時45分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

55 � ダノンクリエーター 牡5栗 57 熊沢 重文�ダノックス 村山 明 米 Waterford
Farm 526－ 21：52．4 9．1�

56 ステージジャンプ 牡4鹿 57 M．デムーロ小林 英一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B496＋ 41：52．71	 10．0�
（伊）

811 メテオライト 牡5栗 57 岩田 康誠 �キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 514± 0 〃 アタマ 2．0�
22 アクシーバンダム 牡5黒鹿57 幸 英明山科 統氏 柴田 政見 浦河 バンダム牧場 458± 01：52．8
 14．1�
11 シゲルラシンバンザ 牡4鹿 57

54 ▲義 英真森中 蕃氏 福島 信晴 新ひだか 神垣 道弘 478＋ 2 〃 クビ 29．8	
79 デビルズハーツ 牡4鹿 57 四位 洋文安原 浩司氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 488＋ 61：53．33 3．7

33 ダブルイーグル 牡6鹿 57 和田 竜二田邉 康子氏 大橋 勇樹 むかわ フラット牧場 474－ 8 〃 ハナ 73．2�
44 � サダルメリク 牡7鹿 57 古川 吉洋前田 幸治氏 武田 博 米 Marianne

C Chess 484＋ 21：53．4
 93．3�
710 タマノペルセウス 牡4鹿 57 池添 謙一玉腰 勇吉氏 本田 優 浦河 村下 貞憲 518－ 41：53．93 36．3
812 チュウワストライク 牡5鹿 57 荻野 琢真中西 忍氏 大久保龍志 浦河 桑田牧場 510＋ 41：54．64 13．9�
68 ア ザ ゼ ル 牡4青鹿57 武 豊前田 幸治氏 清水 久詞 新ひだか 土居 忠吉 500＋ 81：54．81
 31．6�

（11頭）
67 セ ヴ ェ ル ス 牡5鹿 57 田中 健関 駿也氏 白井 寿昭 宮城 関兵牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 22，345，300円 複勝： 35，562，400円 枠連： 11，143，400円
馬連： 42，284，000円 馬単： 27，446，200円 ワイド： 20，727，600円
3連複： 54，145，400円 3連単： 104，277，500円 計： 317，931，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 200円 � 220円 � 120円 枠 連（5－5） 2，290円

馬 連 �� 2，480円 馬 単 �� 5，040円

ワ イ ド �� 680円 �� 310円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，370円 3 連 単 ��� 12，690円

票 数

単勝票数 計 223453 的中 � 19378（3番人気）
複勝票数 計 355624 的中 � 39877（3番人気）� 33909（4番人気）� 115753（1番人気）
枠連票数 計 111434 的中 （5－5） 3601（8番人気）
馬連票数 計 422840 的中 �� 12592（8番人気）
馬単票数 計 274462 的中 �� 4022（19番人気）
ワイド票数 計 207276 的中 �� 6862（8番人気）�� 17516（2番人気）�� 15800（3番人気）
3連複票数 計 541454 的中 ��� 29331（3番人気）
3連単票数 計1042775 的中 ��� 6066（36番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．2―37．6―50．0―1：02．5―1：15．0―1：27．6―1：39．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ダノンクリエーター �
�
父 Half Ours �

�
母父 Concern デビュー 2011．10．29 京都6着

2009．4．10生 牡5栗 母 Difficult 母母 Wings of Jove 15戦3勝 賞金 30，751，000円
〔出走取消〕 セヴェルス号は，疾病〔左寛跛行〕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。



07055 3月15日 晴 重 （26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 7，500，000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

713 ミッキーアップル 牝4鹿 55 小牧 太野田みづき氏 音無 秀孝 えりも エクセルマネジメント 472± 01：25．0 7．2�
714 メイショウマルマル 牡4芦 57 藤田 伸二松本 和子氏 白井 寿昭 浦河 日の出牧場 500－ 21：25．1� 8．2�
47 デアリングプライド 牝5鹿 55 浜中 俊 �社台レースホース森田 直行 千歳 社台ファーム 504＋201：25．2� 2．5�
59 � ヒラボクダッシュ 牡5栗 57 川須 栄彦�平田牧場 加藤 敬二 浦河 大柳ファーム 462－ 21：25．3� 26．6�
611 グレイングロース 牡4鹿 57 M．デムーロ �社台レースホース高野 友和 千歳 社台ファーム 514± 01：25．4� 36．5	

（伊）

612 サンクフルネス 牡5青 57 岩田 康誠小林竜太郎氏 沖 芳夫 日高 いとう牧場 462± 01：25．61	 11．6

35 ケリーダノビア 牝5鹿 55 古川 吉洋吉田 照哉氏 田中 章博 千歳 社台ファーム B458＋ 21：25．7� 20．7�
816 ジョーラプター 牡5鹿 57 武 豊上田けい子氏 柴田 光陽 浦河 ハッピーネ

モファーム 486＋ 21：25．8� 16．2�
23 � ブラックシャリオ 牡4黒鹿 57

54 ▲義 英真�ターフ・スポート坂口 正則 浦河 笹地牧場 486＋101：25．9� 102．9
24 オーバーヘッド 牡6栗 57 幸 英明水上 行雄氏 安達 昭夫 新ひだか 塚田 達明 510± 01：26．0クビ 56．4�
12 � デンコウタフネス 牡5鹿 57 国分 優作田中 康弘氏 梅内 忍 浦河 日進牧場 444－ 21：26．1� 326．8�
510 デオヴォレンテ 牡5鹿 57 池添 謙一 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 482－161：26．2� 5．7�
48 テイエムキュウベエ 牡5栗 57 酒井 学竹園 正繼氏 柴田 政見 鹿児島 テイエム牧場 518＋ 2 〃 クビ 294．8�
11 � オレタチセッカチ 牡4栗 57 A．シュタルケ 飯田 正剛氏 牧浦 充徳 新ひだか 千代田牧場 456± 0 〃 ハナ 221．7�

（独）

815 ゼロワンシンジロー 牡5鹿 57 和田 竜二国田 正忠氏 牧田 和弥 新冠 長浜牧場 474＋ 21：26．41	 11．3�
36 シンハディーパ 牝4黒鹿55 四位 洋文 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 432± 01：30．5大差 28．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，834，500円 複勝： 42，969，400円 枠連： 16，823，600円
馬連： 53，384，000円 馬単： 29，268，000円 ワイド： 26，691，800円
3連複： 69，638，400円 3連単： 104，068，600円 計： 367，678，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 200円 � 230円 � 150円 枠 連（7－7） 2，020円

馬 連 �� 1，970円 馬 単 �� 3，770円

ワ イ ド �� 670円 �� 490円 �� 740円

3 連 複 ��� 3，110円 3 連 単 ��� 25，340円

票 数

単勝票数 計 248345 的中 � 27534（3番人気）
複勝票数 計 429694 的中 � 55605（3番人気）� 44177（5番人気）� 90243（1番人気）
枠連票数 計 168236 的中 （7－7） 6171（11番人気）
馬連票数 計 533840 的中 �� 20063（7番人気）
馬単票数 計 292680 的中 �� 5731（11番人気）
ワイド票数 計 266918 的中 �� 9691（5番人気）�� 13992（2番人気）�� 8691（8番人気）
3連複票数 計 696384 的中 ��� 16557（4番人気）
3連単票数 計1040686 的中 ��� 3032（54番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．8―35．7―48．1―1：00．3―1：12．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．3―3F36．9
3 ・（5，7）14（11，15）（9，16）（3，13）8，10，2（1，12）（6，4） 4 ・（5，7）（14，15）11（9，16，13）8（3，10）（2，12）（1，4）＝6
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミッキーアップル �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2013．1．5 京都5着

2010．3．4生 牝4鹿 母 エリモジェンヌ 母母 エリモシンフォニー 11戦2勝 賞金 17，725，000円
〔その他〕 シンハディーパ号は，競走中終始外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シンハディーパ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年4月15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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ティマイドリーム号
（非抽選馬） 1頭 プリサイストップ号
※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。

07056 3月15日 晴 良 （26阪神1）第5日 第8競走 ��3，900�第16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

67 ケイアイドウソジン 牡8鹿 60 江田 勇亮亀田 和弘氏 田村 康仁 新冠 村田牧場 500－ 44：23．7 9．5�
44 オースミムーン 牡5鹿 61 高田 潤�オースミ 小野 幸治 日高 山際 辰夫 478＋ 84：24．33� 1．8�
11 アドマイヤトライ 牡5黒鹿60 北沢 伸也近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 478－ 84：24．72� 13．6�
33 オンワードデューク 牝6栗 58 難波 剛健樫山 章子氏 柴田 政見 浦河 オンワード牧場 460－ 44：25．44 167．2�
56 カシマシンセイ 牡5鹿 60 山本 康志松浦 一久氏 奥村 武 浦河 大西ファーム 514－ 44：25．82� 214．6�
79 テイエムブユウデン 牡7鹿 60 平沢 健治竹園 正繼氏 岩元 市三 新冠 競優牧場 484＋124：25．9� 137．1	
811 シゲルキョクチョウ 牡6鹿 60 中村 将之森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新ひだか 武 牧場 494＋ 4 〃 アタマ 38．7

22 テイエムハリアー 牡8芦 61 熊沢 重文竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 462＋ 44：27．9大差 6．2�
812 アドマイヤツバサ 牡7青鹿60 小坂 忠士近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 478＋124：29．9大差 13．5�
68 � メイショウヨシミツ 牡5栗 60 田村 太雅松本 好雄氏 梅内 忍 日高 日西牧場 452－ 64：30．0� 68．3
55 テイエムドンマイ 牡6黒鹿60 西谷 誠竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 高岸 順一 510－ 2 （競走中止） 31．5�
710	 アシュヴィン 牡5栗 60 林 満明前田 幸治氏 中竹 和也 愛 Lynch Bages Ltd

& Samac Ltd 476＋ 4 （競走中止） 5．7�
（12頭）

売 得 金
単勝： 32，182，100円 複勝： 48，237，000円 枠連： 14，398，000円
馬連： 59，757，400円 馬単： 41，909，900円 ワイド： 27，076，200円
3連複： 90，691，300円 3連単： 180，786，600円 計： 495，038，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 220円 � 110円 � 260円 枠 連（4－6） 870円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 2，330円

ワ イ ド �� 340円 �� 910円 �� 390円

3 連 複 ��� 2，210円 3 連 単 ��� 13，650円

票 数

単勝票数 計 321821 的中 � 26842（4番人気）
複勝票数 計 482370 的中 � 43256（4番人気）� 181750（1番人気）� 35284（5番人気）
枠連票数 計 143980 的中 （4－6） 12237（3番人気）
馬連票数 計 597574 的中 �� 51966（3番人気）
馬単票数 計 419099 的中 �� 13305（8番人気）
ワイド票数 計 270762 的中 �� 21253（3番人気）�� 6671（12番人気）�� 17912（4番人気）
3連複票数 計 906913 的中 ��� 30333（8番人気）
3連単票数 計1807866 的中 ��� 9775（42番人気）
上り 1マイル 1：48．3 4F 52．8－3F 38．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ケイアイドウソジン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Cutlass デビュー 2008．11．23 京都3着

2006．4．12生 牡8鹿 母 ブリーダーズフライト 母母 Flight 障害：3戦3勝 賞金 59，448，000円
〔競走中止〕 アシュヴィン号は，1周目4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。

テイエムドンマイ号は，競走中に疾病〔左肩甲骨粉砕骨折〕を発症したため3号障害〔いけ垣〕飛越後に競走中止。
〔制裁〕 オースミムーン号の騎手高田潤は，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50，000円。（被害馬：7番）



07057 3月15日 晴 良 （26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 9，800，000円 3，900，000円 2，500，000円 1，500，000円 980，000円
付 加 賞 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．2
2：22．1

良
良

33 シャンパーニュ 牡3芦 56 武 豊 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 480－ 22：28．9 8．5�
79 サトノアラジン 牡3鹿 56 岩田 康誠里見 治氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 516＋ 22：29．11� 1．2�
710 メイショウラリマー 牡3栗 56 武 幸四郎松本 好雄氏 梅田 智之 浦河 本巣 敦 486＋ 62：29．52� 27．9�
11 � ラハイナルナ 牡3鹿 56 A．シュタルケ 金子真人ホールディングス� 国枝 栄 愛 S. F. Blood-

stock LLC 506－ 22：29．71� 9．7�
（独）

68 レッドカイザー 牡3黒鹿56 M．デムーロ �東京ホースレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 478－102：29．8クビ 34．4�
（伊）

22 ロングリバイバル 牡3鹿 56 小牧 太中井 敏雄氏 小野 幸治 浦河 酒井牧場 484－12 〃 ハナ 168．4	
55 ウェーブゴールド 牡3黒鹿56 和田 竜二万波 健二氏 松田 博資 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 476－ 22：29．9	 44．4

812 ヒラボクレジェンド 牡3栗 56 川須 栄彦�平田牧場 大久保龍志 浦河 辻 牧場 508－ 42：30．11� 35．0�
56 パンズラビリンス 牝3鹿 54 幸 英明 �社台レースホース角田 晃一 千歳 社台ファーム 426± 02：30．95 180．5
67 タガノベルーガ 牝3鹿 54 古川 吉洋八木 良司氏 宮 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 512－ 62：31．11
 251．7�
44 レッドオラシオン 牡3芦 56 藤田 伸二 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 千歳 社台ファーム B458± 02：31．73� 155．6�
811 テーオーイージス 牡3黒鹿56 国分 優作小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 492＋102：32．33� 134．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 54，905，900円 複勝： 151，751，400円 枠連： 15，891，700円
馬連： 72，625，900円 馬単： 67，191，800円 ワイド： 35，178，400円
3連複： 96，989，700円 3連単： 306，741，400円 計： 801，276，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 140円 � 100円 � 270円 枠 連（3－7） 280円

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 1，310円

ワ イ ド �� 160円 �� 770円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，100円 3 連 単 ��� 9，350円

票 数

単勝票数 計 549059 的中 � 51050（2番人気）
複勝票数 計1517514 的中 � 128511（2番人気）� 1138690（1番人気）� 40530（4番人気）
枠連票数 計 158917 的中 （3－7） 43136（1番人気）
馬連票数 計 726259 的中 �� 192228（1番人気）
馬単票数 計 671918 的中 �� 38002（5番人気）
ワイド票数 計 351784 的中 �� 73860（1番人気）�� 8754（8番人気）�� 23617（4番人気）
3連複票数 計 969897 的中 ��� 65482（2番人気）
3連単票数 計3067414 的中 ��� 24216（28番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．8―12．8―12．7―12．9―13．1―12．8―12．4―11．7―11．4―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．6―24．0―36．8―49．6―1：02．3―1：15．2―1：28．3―1：41．1―1：53．5―2：05．2―2：16．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シャンパーニュ �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．9．1 小倉1着

2011．3．19生 牡3芦 母 ラブリネスオブパリ 母母 ファビラスラフイン 8戦2勝 賞金 27，449，000円
〔制裁〕 ラハイナルナ号の騎手A．シュタルケは，4コーナー手前で外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：11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。

07058 3月15日 晴 良 （26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 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000円
付 加 賞 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．9
1：19．0

良
良

33 トーホウアマポーラ 牝5栗 55 岩田 康誠東豊物産� 高橋 亮 日高 竹島 幸治 492－ 41：21．8 4．4�
22 マコトナワラタナ 牝5鹿 55 酒井 学�ディアマント �島 一歩 安平 ノーザンファーム 444－ 61：22．01	 13．2�
68 トーセンソレイユ 牝4鹿 55 A．シュタルケ 島川 �哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 436＋121：22．21 9．3�

（独）

11 
 デ ン フ ァ レ 牝7栗 55 的場 勇人 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 的場 均 浦河 宮内牧場 488－ 6 〃 クビ 39．8�

813 サ マ ー ル ナ 牝5鹿 55 古川 吉洋セゾンレースホース� 木原 一良 新冠 松本 信行 458＋ 21：22．41	 49．1	
69 シルヴァーグレイス 牝4鹿 55 M．デムーロ吉田 哲哉氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B456＋ 81：22．5� 46．0


（伊）

711 エアジェルブロワ 牝5黒鹿55 武 豊 �ラッキーフィールド笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 484＋ 2 〃 クビ 1．8�
56 クッカーニャ 牝5青鹿55 小牧 太 �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 470＋ 41：22．71	 23．1
812 ウイングドウィール 牝5黒鹿55 岡田 祥嗣 �グリーンファーム宗像 義忠 千歳 社台ファーム 478－10 〃 ハナ 76．3�
44 ダンツカナリー 牝4青鹿55 池添 謙一山元 哲二氏 本田 優 様似 富田 恭司 468－ 4 〃 アタマ 14．2�
710
 オールブランニュー 牝8黒鹿55 幸 英明 �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 478± 0 〃 クビ 168．7�
57 ジーニマジック 牝4鹿 55 和田 竜二田所 英子氏 小笠 倫弘 日高 天羽牧場 472－ 2 〃 ハナ 18．3�
45 ニコールバローズ 牝5黒鹿55 秋山真一郎猪熊 広次氏 角田 晃一 池田 新田牧場 448＋ 21：22．91	 92．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 48，853，100円 複勝： 106，927，200円 枠連： 20，152，900円
馬連： 109，199，600円 馬単： 67，940，200円 ワイド： 47，840，500円
3連複： 145，258，000円 3連単： 287，772，800円 計： 833，944，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 200円 � 430円 � 400円 枠 連（2－3） 2，510円

馬 連 �� 2，250円 馬 単 �� 4，200円

ワ イ ド �� 700円 �� 840円 �� 1，680円

3 連 複 ��� 6，780円 3 連 単 ��� 34，890円

票 数

単勝票数 計 488531 的中 � 89039（2番人気）
複勝票数 計1069272 的中 � 177274（2番人気）� 58874（4番人気）� 64428（3番人気）
枠連票数 計 201529 的中 （2－3） 5939（10番人気）
馬連票数 計1091996 的中 �� 35877（6番人気）
馬単票数 計 679402 的中 �� 11944（14番人気）
ワイド票数 計 478405 的中 �� 17513（6番人気）�� 14167（8番人気）�� 6739（18番人気）
3連複票数 計1452580 的中 ��� 15833（23番人気）
3連単票数 計2877728 的中 ��� 6088（103番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．6―11．9―11．4―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―35．0―46．9―58．3―1：09．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーホウアマポーラ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2011．8．6 小倉2着

2009．1．29生 牝5栗 母 トーホウガイア 母母 Agami 16戦5勝 賞金 88，455，000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。



07059 3月15日 晴 重 （26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，25．3．9以降26．3．9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 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

35 キョウワダッフィー 牡6鹿 56 四位 洋文�協和牧場 笹田 和秀 新冠 協和牧場 472± 01：22．6 2．6�
24 エ ア ウ ル フ 牡7栗 56 浜中 俊 �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム B492＋141：22．91� 7．8�
612 ワイドバッハ 牡5鹿 55 M．デムーロ幅田 京子氏 庄野 靖志 新冠 八木 常郎 490± 01：23．22 5．7�

（伊）

23 セイカプリコーン 牡6鹿 55 川須 栄彦金田 成基氏 服部 利之 新ひだか 三石橋本牧場 496－ 21：23．3クビ 31．5�
815 インペリアルマーチ 牡7黒鹿55 幸 英明 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 562－12 〃 クビ 27．9	
36 � オセアニアボス 牡9青鹿55 熊沢 重文�グランプリ 矢作 芳人 豪 Strawberry

Hill Stud B494－ 61：23．4	 19．8

47 � ファリダット 牡9青鹿56 小牧 太前田 幸治氏 松元 茂樹 米 North Hills

Management 478－ 61：23．61	 39．5�
611 バーディバーディ 牡7黒鹿58 A．シュタルケ 里見美惠子氏 池江 泰寿 新ひだか 千代田牧場 B500－ 21：23．81
 22．1�

（独）

12 コレクターアイテム 牝4黒鹿52 国分 優作�G1レーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 480＋ 61：24．01 89．4
510 トウショウカズン 牡7鹿 56 和田 竜二トウショウ産業� 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 530－ 41：24．1クビ 25．3�
11 サ マ リ ー ズ 牝4鹿 53 酒井 学 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 494± 01：24．31	 34．1�
59 サウンドリアーナ 牝4黒鹿54 武 豊増田 雄一氏 佐藤 正雄 新ひだか 水上 習孝 494＋ 81：24．4	 4．0�
816� サクラシャイニー 牡8栗 54 秋山真一郎�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 新和牧場 464－ 81：24．61
 192．4�
714� アーリーデイズ �7鹿 55 岩田 康誠加藤 守氏 中竹 和也 米 George

Pruette 470－ 21：24．7� 54．5�
48 キョウワマグナム 牡7鹿 55 池添 謙一�協和牧場 角田 晃一 新冠 協和牧場 540－221：25．01� 102．6�
713 メイショウデイム 牝7黒鹿52 武 幸四郎松本 和子氏 安達 昭夫 浦河 太陽牧場 474＋ 21：25．1	 114．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 57，267，400円 複勝： 104，097，700円 枠連： 43，666，700円
馬連： 212，511，700円 馬単： 106，907，000円 ワイド： 81，513，800円
3連複： 308，531，700円 3連単： 544，180，900円 計： 1，458，676，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 180円 � 170円 枠 連（2－3） 570円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，220円

ワ イ ド �� 300円 �� 290円 �� 670円

3 連 複 ��� 1，410円 3 連 単 ��� 4，700円

票 数

単勝票数 計 572674 的中 � 179720（1番人気）
複勝票数 計1040977 的中 � 312569（1番人気）� 127053（4番人気）� 145266（2番人気）
枠連票数 計 436667 的中 （2－3） 56648（3番人気）
馬連票数 計2125117 的中 �� 209276（2番人気）
馬単票数 計1069070 的中 �� 64966（3番人気）
ワイド票数 計 815138 的中 �� 70292（3番人気）�� 73940（2番人気）�� 26618（7番人気）
3連複票数 計3085317 的中 ��� 162155（3番人気）
3連単票数 計5441809 的中 ��� 85505（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―34．6―46．4―58．5―1：10．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．2
3 ・（1，2）15，16，5，13，4，14，3（8，12）6，11，10（7，9） 4 ・（1，2）15（5，16）（4，13）（3，14）12，6，11，10，8（7，9）

勝馬の
紹 介

キョウワダッフィー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2010．11．28 京都2着

2008．4．10生 牡6鹿 母 アサカプティット 母母 プティットイル 17戦6勝 賞金 106，084，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の16頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）16頭 アビリティラヴ号・エーシンビートロン号・エーシンレンジャー号・オリオンザポラリス号・クリーンエコロジー号・

サウンドガガ号・サドンストーム号・シゲルソウサイ号・シセイオウジ号・トウショウブリッツ号・
ナガラオリオン号・ナリタスプリング号・ネオザウイナー号・フィエロ号・フィールドシャイン号・
プリムラブルガリス号

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

07060 3月15日 晴 重 （26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）

牝，1000万円以下；負担重量は，55�
本 賞 10，200，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，020，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

47 サイモンガーランド 牝5鹿 55 酒井 学澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 480－ 41：52．5 13．4�
714 タガノミューチャン 牝4鹿 55 岩田 康誠八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 510－ 81：52．82 9．3�
36 � ブライトエルフ 牝5栗 55 和田 竜二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 日高 槇本牧場 448－ 41：52．9� 4．2�
11 � テーオーフェアリー 牝5栗 55 A．シュタルケ 小笹 公也氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 482＋ 4 〃 クビ 78．1�

（独）

612 ショウナンマオ 牝5鹿 55 幸 英明国本 哲秀氏 須貝 尚介 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 518－ 4 〃 ハナ 33．4�

815 ケイティバローズ 牝4鹿 55 浜中 俊猪熊 広次氏 角田 晃一 新冠 石郷岡 雅樹 490－ 4 〃 アタマ 5．8	
35 メモリーシャルマン 牝5鹿 55 古川 吉洋橋元 幸次氏 湯窪 幸雄 浦河 谷川牧場 506－ 41：53．0クビ 4．6

816 アグネスダリム 牝5栗 55 藤田 伸二渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 462± 01：53．21� 18．2�
59 � ミラグロッサ 牝6栗 55 M．デムーロ �社台レースホース庄野 靖志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492－ 21：53．51	 30．3
（伊）

611 クローバーリーフ 牝6鹿 55 池添 謙一吉田 勝己氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 470± 0 〃 クビ 16．1�
23 � ミスマープル 牝4黒鹿 55

52 ▲城戸 義政加藤 厚子氏 荒川 義之 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 438± 01：53．81	 171．0�

713 ハヤブサペコチャン 牝4栗 55 川須 栄彦武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B456－ 4 〃 アタマ 170．6�
12 ネヴァーハーツ 牝5栃栗55 秋山真一郎廣崎 玲子氏 野中 賢二 新冠 川上牧場 470± 01：54．11	 6．3�
24 クリノアマダブラム 牝4栗 55 小牧 太栗本 博晴氏 谷 潔 浦河 駿河牧場 434± 01：54．31� 25．4�
510 フィルハーマジック 牝6鹿 55 国分 優作�下河辺牧場 野中 賢二 日高 下河辺牧場 458± 01：54．4クビ 300．7�
48 ショウナンバーキン 牝4青 55 四位 洋文国本 哲秀氏 中村 均 新ひだか 静内フアーム 458－ 21：54．5� 22．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，069，000円 複勝： 63，618，500円 枠連： 31，056，800円
馬連： 127，295，400円 馬単： 47，997，100円 ワイド： 43，167，500円
3連複： 143，869，600円 3連単： 231，477，900円 計： 722，551，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，340円 複 勝 � 370円 � 360円 � 160円 枠 連（4－7） 4，200円

馬 連 �� 5，740円 馬 単 �� 13，310円

ワ イ ド �� 2，050円 �� 950円 �� 960円

3 連 複 ��� 10，120円 3 連 単 ��� 81，510円

票 数

単勝票数 計 340690 的中 � 20149（6番人気）
複勝票数 計 636185 的中 � 39826（7番人気）� 40719（5番人気）� 133052（1番人気）
枠連票数 計 310568 的中 （4－7） 5460（19番人気）
馬連票数 計1272954 的中 �� 17475（24番人気）
馬単票数 計 479971 的中 �� 2662（57番人気）
ワイド票数 計 431675 的中 �� 5038（26番人気）�� 11359（7番人気）�� 11309（9番人気）
3連複票数 計1438696 的中 ��� 10499（33番人気）
3連単票数 計2314779 的中 ��� 2096（280番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．8―37．2―49．8―1：02．4―1：14．7―1：27．0―1：39．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サイモンガーランド �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2011．11．5 京都6着

2009．3．21生 牝5鹿 母 メアリーステラ 母母 ラシアンメアリー 21戦4勝 賞金 46，720，000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 オーシュペール号・シゲルアケビ号
※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。



（26阪神1）第5日 3月15日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
重

競走回数 12回 出走頭数 176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

262，440，000円
6，820，000円
2，080，000円
24，090，000円
68，974，000円
5，634，400円
1，689，600円

勝馬投票券売得金
375，608，500円
741，428，300円
203，310，400円
856，763，600円
515，610，800円
376，939，400円
1，172，470，900円
2，201，776，300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 6，443，908，200円

総入場人員 11，696名 （有料入場人員 10，842名）
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