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07073 3月22日 晴 稍重 （26阪神1）第7日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時10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

815 オーシャンブルグ 牝3鹿 54 池添 謙一松岡 隆雄氏 浜田多実雄 新ひだか 増本牧場 422－ 61：56．2 16．4�
712 メイショウブーケ 牝3栗 54 幸 英明松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 450－ 61：56．51� 3．3�
814 アルマミーア 牝3黒鹿54 岩田 康誠前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460－ 61：56．6� 5．0�
59 サンエルピス 牝3栗 54 和田 竜二三田 昌宏氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 464－ 61：56．81� 3．9�
610 ロ ザ リ ン ド 牝3黒鹿54 M．デムーロ �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 476－121：57．43� 5．8�

（伊）

47 クイズリングテラス 牝3鹿 54
51 ▲義 英真要海 伸治氏 崎山 博樹 浦河 高野牧場 430－ 21：57．72 104．7	

34 ツキミチャン 牝3青鹿54 武 豊瀬谷 
雄氏 田所 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 440± 0 〃 クビ 15．1�
713 ウィナーウェイ 牝3栗 54 A．シュタルケ 内田 滋三氏 村山 明 千歳 社台ファーム 474＋ 41：57．8� 16．7�

（独）

23 タガノホーネット 牝3鹿 54 秋山真一郎八木 良司氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 420＋ 61：58．01� 65．8

46 ドキドキマドンナ 牝3芦 54 太宰 啓介聖心台牧場� 柴田 光陽 新ひだか 聖心台牧場 456－ 4 〃 アタマ 12．3�
11 ア イ ン ス 牝3黒鹿54 小坂 忠士アルツト組合 境 直行 浦河 日の出牧場 442－ 61：58．2� 165．7�
611 ラヴミニスター 牝3鹿 54 �島 良太村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 418－ 41：58．51� 181．7�
22 メイショウネフェル 牝3栗 54 小林 徹弥松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 510－ 21：59．77 384．4�
35 ドリームノート 牝3鹿 54 浜中 俊飯田 良枝氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 468＋102：00．55 87．2�
58 ダンツマンゴー 牝3栗 54 国分 恭介山元 哲二氏 池添 兼雄 日高 滝本 健二 454＋ 42：01．13� 313．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 20，974，600円 複勝： 45，351，000円 枠連： 13，442，800円
馬連： 51，262，000円 馬単： 32，116，900円 ワイド： 27，173，300円
3連複： 71，845，100円 3連単： 113，327，400円 計： 375，493，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，640円 複 勝 � 360円 � 140円 � 170円 枠 連（7－8） 450円

馬 連 �� 2，320円 馬 単 �� 5，490円

ワ イ ド �� 800円 �� 950円 �� 300円

3 連 複 ��� 2，830円 3 連 単 ��� 24，920円

票 数

単勝票数 計 209746 的中 � 10104（7番人気）
複勝票数 計 453510 的中 � 24691（7番人気）� 107278（1番人気）� 72495（3番人気）
枠連票数 計 134428 的中 （7－8） 22367（1番人気）
馬連票数 計 512620 的中 �� 16338（9番人気）
馬単票数 計 321169 的中 �� 4320（24番人気）
ワイド票数 計 271733 的中 �� 7902（11番人気）�� 6567（15番人気）�� 26017（2番人気）
3連複票数 計 718451 的中 ��� 18781（11番人気）
3連単票数 計1133274 的中 ��� 3357（86番人気）

ハロンタイム 13．0―11．6―14．4―12．9―13．1―13．1―12．8―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．6―39．0―51．9―1：05．0―1：18．1―1：30．9―1：43．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．2―3F38．1
1
3
6（8，12）14（4，10）（11，15）（1，2，13）－（9，3）5，7・（5，3）12（6，14）（10，15）4，9（1，8）13，11（2，7）

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

勝馬の
紹 介

オーシャンブルグ �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2014．1．25 京都13着

2011．4．26生 牝3鹿 母 オーシャンレディー 母母 ネヴァーブライター 3戦1勝 賞金 7，000，000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。

07074 3月22日 晴 稍重 （26阪神1）第7日 第2競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走10時40分 （ダート・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．7

重
重

48 � ウインゴスペル 牡3栗 56 A．シュタルケ�ウイン 西園 正都 英 Cheveley Park
Stud Ltd 516－ 41：12．9 8．4�

（独）

24 タガノタヴェルナー 牡3栗 56 国分 恭介八木 良司氏 牧浦 充徳 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 480－ 21：13．22 4．5�

12 ゼンノステルス 牡3芦 56 和田 竜二大迫久美子氏 南井 克巳 新冠 村上 欽哉 460－ 21：13．3クビ 9．4�
11 ハイリーカズマ 牡3鹿 56 浜中 俊�雅苑興業 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 500－181：13．72� 5．3�
36 デランテーロ 牡3鹿 56 幸 英明ちくしCLUB 北出 成人 日高 佐々木 康治 422－ 41：13．8	 49．1	
815 カフジホーク 牡3栗 56 中谷 雄太加藤 守氏 森田 直行 日高 モリナガファーム 416－121：13．9クビ 214．8

611 ミスズモンブラン 牡3栗 56 秋山真一郎永井 啓弍氏 加藤 敬二 新ひだか 友田牧場 470－ 21：14．0� 135．3�
23 � サウンドシャカラカ 牡3栗 56 M．デムーロ増田 雄一氏 佐藤 正雄 米 Edition Farm 474± 01：14．1	 3．0�

（伊）

714 ウッドフォード 牡3栗 56 横山 典弘飯田 正剛氏 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 B476－ 21：14．2クビ 16．3
35 シ ゲ ル イ ヨ 牡3黒鹿56 太宰 啓介森中 蕃氏 牧田 和弥 新ひだか 鹿嶋牧場 526－ 6 〃 クビ 34．5�
612 アサカファルコン 牡3鹿 56 池添 謙一�協和牧場 池添 兼雄 新冠 協和牧場 476－ 2 〃 アタマ 10．4�
816 ジャコカッテ 牡3栗 56

53 ▲義 英真晴間 初栄氏 高橋 義忠 新冠 カミイスタット 490＋ 6 〃 ハナ 32．4�
510 ヒミノマンサク 牝3栗 54 水口 優也佐々木八郎氏 川村 禎彦 日高 若林 武雄 440± 01：15．37 285．4�
59 メイショウソフィア 牝3栗 54 荻野 琢真松本 好�氏 荒川 義之 浦河 まるとみ冨岡牧場 440＋ 21：15．4クビ 387．2�
713 プルメリアアスク 牝3栗 54 岩田 康誠廣崎 利洋氏 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 416± 0 〃 ハナ 92．2�
47 アイズユーニン 牝3栗 54 柴田 大知江口雄一郎氏 梅内 忍 浦河 杵臼牧場 474－ 61：16．14 38．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，204，900円 複勝： 45，253，500円 枠連： 16，638，700円
馬連： 51，396，700円 馬単： 32，517，500円 ワイド： 28，484，500円
3連複： 75，380，400円 3連単： 114，376，000円 計： 389，252，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 220円 � 160円 � 240円 枠 連（2－4） 550円

馬 連 �� 1，400円 馬 単 �� 3，200円

ワ イ ド �� 490円 �� 1，160円 �� 610円

3 連 複 ��� 3，710円 3 連 単 ��� 20，950円

票 数

単勝票数 計 252049 的中 � 23903（4番人気）
複勝票数 計 452535 的中 � 52181（3番人気）� 89715（2番人気）� 45999（5番人気）
枠連票数 計 166387 的中 （2－4） 22594（2番人気）
馬連票数 計 513967 的中 �� 27191（4番人気）
馬単票数 計 325175 的中 �� 7511（12番人気）
ワイド票数 計 284845 的中 �� 15029（4番人気）�� 5721（16番人気）�� 11714（5番人気）
3連複票数 計 753804 的中 ��� 14999（7番人気）
3連単票数 計1143760 的中 ��� 4030（48番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．8―12．3―12．1―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．6―35．4―47．7―59．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ウインゴスペル �
�
父 Pivotal �

�
母父 Chief Singer デビュー 2014．3．8 阪神4着

2011．3．28生 牡3栗 母 Choir Mistress 母母 Blessed Event 2戦1勝 賞金 5，900，000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。
（非抽選馬） 3頭 アップルシェア号・スパーキードリーム号・ヤマニンキュルミネ号
※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７日



07075 3月22日 晴 稍重 （26阪神1）第7日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時10分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

11 クァンタムギア 牡3黒鹿56 浜中 俊廣崎 利洋氏 藤原 英昭 平取 清水牧場 482＋ 61：56．1 1．6�
612 アラートミノル 牡3鹿 56 和田 竜二吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 472＋ 6 〃 アタマ 9．1�
816 ダノンロンシャン 牡3芦 56 岩田 康誠�ダノックス 松田 国英 千歳 社台ファーム 464＋ 41：56．42 5．1�
12 メイショウシシマル 牡3鹿 56 太宰 啓介松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 村下 明博 468－ 61：56．5� 35．3�
713 フ ド ー シ ン 牡3黒鹿56 秋山真一郎林 正道氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 484－ 41：56．82 169．4�
47 センターポイント 牡3鹿 56 荻野 琢真 H.H．シェイク・モハメド 荒川 義之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 490－ 21：56．9クビ 88．5	
48 プ コ ナ コ ナ 牡3鹿 56 柴田 大知松岡 雅昭氏 加藤 和宏 日高 アイズスタッド株式会社 480－ 41：57．64 81．8

815 フ ア ヒ キ リ 牡3黒鹿56 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 角居 勝彦 日高 日高大洋牧場 468－ 41：58．13 7．3�

（伊）

24 ビバヤングメン 牡3鹿 56 幸 英明池住 節子氏 日吉 正和 新ひだか 森 政巳 514＋ 41：58．41� 220．9�
59 オペラバスティーユ 牡3鹿 56 A．シュタルケ サンデーレーシング 岡田 稲男 安平 追分ファーム 502－ 6 〃 ハナ 18．6�

（独）

23 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 446－ 41：58．5クビ 414．4�
510 ビリーバローズ 牡3栗 56 武 豊猪熊 広次氏 角田 晃一 浦河 酒井牧場 458－ 6 〃 ハナ 45．3�
35 ライブリアヴニール 牡3栗 56 竹之下智昭加藤 哲郎氏 石橋 守 厚真 大川牧場 452± 01：59．13� 372．8�
36 ローレルゼフィーロ 牡3鹿 56 岡田 祥嗣 �ローレルレーシング 安田 隆行 新冠 ハシモトフアーム 436＋ 81：59．31� 344．9�
714 タガノシュナイダー 牡3鹿 56 池添 謙一八木 良司氏 池添 兼雄 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 426－ 81：59．4� 124．2�
611 ファイナルダンサー 牡3鹿 56

53 ▲義 英真桂土地� 五十嵐忠男 日高 小西 章 440± 01：59．5� 81．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，235，200円 複勝： 91，728，800円 枠連： 20，008，100円
馬連： 49，771，600円 馬単： 46，015，000円 ワイド： 28，033，600円
3連複： 78，864，900円 3連単： 172，831，900円 計： 516，489，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 160円 � 150円 枠 連（1－6） 550円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 780円

ワ イ ド �� 250円 �� 210円 �� 420円

3 連 複 ��� 680円 3 連 単 ��� 2，660円

票 数

単勝票数 計 292352 的中 � 151246（1番人気）
複勝票数 計 917288 的中 � 575796（1番人気）� 74044（4番人気）� 88518（2番人気）
枠連票数 計 200081 的中 （1－6） 27300（2番人気）
馬連票数 計 497716 的中 �� 62972（3番人気）
馬単票数 計 460150 的中 �� 43857（3番人気）
ワイド票数 計 280336 的中 �� 28267（3番人気）�� 38405（1番人気）�� 14446（5番人気）
3連複票数 計 788649 的中 ��� 85720（1番人気）
3連単票数 計1728319 的中 ��� 48042（4番人気）

ハロンタイム 12．9―11．9―14．4―13．4―12．6―12．9―12．8―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．8―39．2―52．6―1：05．2―1：18．1―1：30．9―1：43．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クァンタムギア �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．9．21 阪神2着

2011．2．11生 牡3黒鹿 母 サンデーローザ 母母 アスクローザ 5戦1勝 賞金 11，100，000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。

07076 3月22日 晴 稍重 （26阪神1）第7日 第4競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走11時40分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

611 ブレイクアウト 牡3青鹿56 横山 典弘安原 浩司氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 474－ 21：25．8 3．4�
24 ガートルード 牝3黒鹿54 A．シュタルケ �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B464＋ 41：26．11� 11．4�

（独）

816 キーアシスト 牡3鹿 56 秋山真一郎北前孔一郎氏 田所 秀孝 新冠 高瀬 敦 486－ 61：26．2� 4．2�
713 エンジェルミディ 牝3栗 54 岩田 康誠�G1レーシング 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 502－ 4 〃 アタマ 10．8�
36 サダムアリガトウ 牝3鹿 54 川田 将雅大西 定氏 西園 正都 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476＋ 21：26．94 10．4	
59 タマモホルン 牡3鹿 56 幸 英明タマモ� 藤沢 則雄 新ひだか 曾我 博 494－101：27．32� 3．4

47 ルールウイニング 牡3鹿 56 国分 恭介杉元 四男氏 福島 信晴 日高 春木 昭雄 B494＋201：27．83 28．4�
612 スリーキーパー 牝3栗 54 四位 洋文永井商事� 高橋 康之 新ひだか 三石ファーム 438－ 81：27．9� 97．1�
35 フェアリースマイル 牝3鹿 54 柴田 大知岩﨑 僖澄氏 高橋 亮 新冠 松木 加代 426－ 81：28．0� 283．1
510 フランキーバローズ 牡3鹿 56 M．デムーロ猪熊 広次氏 清水 久詞 新ひだか タイヘイ牧場 528－ 61：28．1� 14．2�

（伊）

714 ヒ ュ ウ ガ 牡3鹿 56 岡田 祥嗣菅藤 宗一氏 作田 誠二 浦河 野表 俊一 466＋ 11：28．31� 141．1�
11 スズカビーム 牝3鹿 54 荻野 琢真永井 啓弍氏 須貝 尚介 浦河 辻 牧場 450－ 4 〃 クビ 245．3�
12 カゼヲアツメテ 牡3黒鹿 56

53 ▲義 英真薪浦 英稔氏 梅田 康雄 新ひだか 秋田育成牧場 446－ 21：28．4� 270．8�
815 アサケスピカ 牝3黒鹿54 小林 徹弥大橋 堯氏 沖 芳夫 浦河 谷口牧場 446± 01：28．61� 412．5�
48 アグネスユニコーン 牡3黒鹿56 太宰 啓介渡辺 孝男氏 村山 明 千歳 社台ファーム 488－ 81：28．8� 84．7�
23 ハッピーベリー 牝3鹿 54 畑端 省吾岩﨑 僖澄氏 境 直行 浦河 杵臼牧場 450－161：32．0大差 388．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，494，900円 複勝： 48，597，500円 枠連： 12，679，500円
馬連： 53，746，800円 馬単： 35，418，100円 ワイド： 26，784，800円
3連複： 73，033，100円 3連単： 119，214，900円 計： 393，969，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 170円 � 330円 � 150円 枠 連（2－6） 1，630円

馬 連 �� 1，940円 馬 単 �� 3，500円

ワ イ ド �� 800円 �� 320円 �� 770円

3 連 複 ��� 2，680円 3 連 単 ��� 14，250円

票 数

単勝票数 計 244949 的中 � 56978（2番人気）
複勝票数 計 485975 的中 � 80536（3番人気）� 30052（6番人気）� 103601（2番人気）
枠連票数 計 126795 的中 （2－6） 5745（9番人気）
馬連票数 計 537468 的中 �� 20447（7番人気）
馬単票数 計 354181 的中 �� 7481（12番人気）
ワイド票数 計 267848 的中 �� 7802（11番人気）�� 23174（3番人気）�� 8187（10番人気）
3連複票数 計 730331 的中 ��� 20149（11番人気）
3連単票数 計1192149 的中 ��� 6176（45番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．7―12．5―12．3―12．4―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―35．0―47．5―59．8―1：12．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブレイクアウト �
�
父 コ マ ン ズ �

�
母父 Silver Deputy デビュー 2013．10．6 京都4着

2011．3．5生 牡3青鹿 母 マルヴァーンスプリング 母母 Chelsey Flower 7戦1勝 賞金 12，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハッピーベリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年4月22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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 7頭 イルーシヴキャット号・ウォーターワルツ号・ケイブラスト号・タマモグラッセ号・ナムラキッス号・

メイショウトキムネ号・ルールビクトリア号
※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。



07077 3月22日 晴 良 （26阪神1）第7日 第5競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走12時30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
1：32．0
1：30．7

良
良

816 ブロンクスステップ 牝3鹿 54 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 464－ 21：35．9 6．0�
（伊）

714 コスモカパルア 牝3栗 54 岩田 康誠 �ビッグレッドファーム 森田 直行 日高 北田 剛 450－ 41：36．32� 7．9�
47 � エイシンソルティー 牝3芦 54 秋山真一郎�栄進堂 西園 正都 米 Redmon

Farm, LLC 470± 01：36．4	 10．7�
12 ピ ノ 牝3鹿 54 幸 英明廣崎 玲子氏 梅田 智之 新冠 川上牧場 482＋ 2 〃 クビ 44．8�
510 デンコウセキトバ 牡3黒鹿56 横山 典弘田中 康弘氏 本田 優 新ひだか 服部 牧場 B496－101：36．5� 8．6	
48 マイネマレフィカ 牝3栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 コスモヴューファーム 428－ 41：36．6	 16．9

23 フォルシャー 牡3栗 56 武 豊 �社台レースホース高野 友和 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 470－ 4 〃 アタマ 5．9�
11 ニューティアラ 牝3鹿 54 太宰 啓介服部 新平氏 坪 憲章 浦河 
川フアーム 470± 01：36．7	 151．7�
59 ジョーウォルター 牡3鹿 56 黒岩 悠上田けい子氏 清水 久詞 浦河 斉藤 政志 442－24 〃 アタマ 32．4
815 ピエナブラウニー 牝3青 54 和田 竜二本谷 兼三氏 坂口 正則 千歳 社台ファーム B430－121：37．01	 192．2�
713 ビキニスタイル 牝3黒鹿54 川田 将雅石川 達絵氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 428＋ 2 〃 アタマ 3．0�
36 � ハナリュウセイ 牡3青鹿56 A．シュタルケ グリーンフィールズ� 吉田 直弘 米 Joseph M.

Perrotta Sr. 494－ 41：37．21� 11．2�
（独）

24 ウォーヘッド 牡3黒鹿56 池添 謙一�G1レーシング 高橋 康之 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 444＋101：37．4	 82．5�

611 クインズパール 牡3鹿 56 
島 良太 �クイーンズ・ランチ 平田 修 新冠 隆栄牧場 540＋28 〃 クビ 80．2�
35 ヤマニンアルブル 牡3黒鹿56 竹之下智昭土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 432－ 81：38．57 104．1�
612 タ ウ ト ナ �3鹿 56 田中 博康�ターフ・スポート飯田 祐史 新ひだか 三石川上牧場 458－181：39．13� 141．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，015，200円 複勝： 54，739，500円 枠連： 19，344，300円
馬連： 62，498，000円 馬単： 35，982，000円 ワイド： 32，167，000円
3連複： 87，044，500円 3連単： 131，464，500円 計： 450，255，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 210円 � 240円 � 360円 枠 連（7－8） 530円

馬 連 �� 1，530円 馬 単 �� 3，400円

ワ イ ド �� 550円 �� 1，370円 �� 1，510円

3 連 複 ��� 7，040円 3 連 単 ��� 33，160円

票 数

単勝票数 計 270152 的中 � 35795（3番人気）
複勝票数 計 547395 的中 � 77455（3番人気）� 63539（4番人気）� 35493（6番人気）
枠連票数 計 193443 的中 （7－8） 26938（1番人気）
馬連票数 計 624980 的中 �� 30183（5番人気）
馬単票数 計 359820 的中 �� 7826（11番人気）
ワイド票数 計 321670 的中 �� 15433（4番人気）�� 5644（22番人気）�� 5069（24番人気）
3連複票数 計 870445 的中 ��� 9137（24番人気）
3連単票数 計1314645 的中 ��� 2926（100番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―11．8―12．3―12．2―12．1―11．5―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．5―35．3―47．6―59．8―1：11．9―1：23．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブロンクスステップ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Moscow Ballet デビュー 2013．9．22 阪神10着

2011．3．27生 牝3鹿 母 ダンシングエディ 母母 Duchess of Ack 7戦1勝 賞金 9，800，000円
〔発走状況〕 クインズパール号は，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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 ウォーターヴォイス号・シャンティ号・プリンセスゼット号・メイズ号
（非抽選馬） 1頭 アルリネージ号
※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。

07078 3月22日 晴 稍重 （26阪神1）第7日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走13時00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
1：48．5
1：47．8

重
重

22 ナンヨーマーク 牡3青鹿56 A．シュタルケ 中村 德也氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 510－ 21：54．4 4．4�
（独）

56 タマモネイヴィー 牡3鹿 56 幸 英明タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 476－ 61：54．5� 5．6�
45 ヴァイスヴァーサ 牝3栗 54 秋山真一郎伊達 敏明氏 今野 貞一 日高 サンシャイン

牧場 440－ 2 〃 ハナ 42．3�
69 リバーソウル 牡3黒鹿56 岩田 康誠林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 440－ 41：54．92� 5．4�
710 ボールドジャパン 牡3鹿 56 国分 恭介増田 陽一氏 中村 均 新冠 武田 修一 502± 01：55．32� 91．2�
44 レッドアルゴ 牡3鹿 56 和田 竜二 �東京ホースレーシング 友道 康夫 新冠 ハシモトフアーム 524＋ 2 〃 ハナ 8．7	
68 タガノコルコバード 牡3鹿 56 浜中 俊八木 昌司氏 藤岡 健一 新冠 八木牧場 436± 01：55．51 40．4

812 ハッピーメモリーズ 牡3芦 56 太宰 啓介石瀬 浩三氏 大根田裕之 新冠 競優牧場 474± 01：55．92� 48．7�
57 ウルティマミューズ 牝3鹿 54 M．デムーロ�前川企画 野中 賢二 日高 藤本ファーム 432－121：56．11� 2．7

（伊）

813 テイエムサンキュウ 牝3栗 54
51 ▲義 英真竹園 正繼氏 柴田 政見 鹿児島 テイエム牧場 408－ 51：56．63 236．4�

33 アカリロンドン 牡3鹿 56 柴田 大知小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 服部 牧場 450－ 6 〃 ハナ 55．0�
711 メイショウゼロセン 牡3黒鹿56 武 豊松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 482－ 81：57．55 29．9�
11 タガノヴィグラス 牡3鹿 56 �島 良太八木 良司氏 庄野 靖志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 560＋ 21：58．35 28．9�
（13頭）

売 得 金
単勝： 31，589，100円 複勝： 52，261，300円 枠連： 16，522，600円
馬連： 61，770，500円 馬単： 38，055，800円 ワイド： 31，083，300円
3連複： 85，153，400円 3連単： 148，629，500円 計： 465，065，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 170円 � 200円 � 650円 枠 連（2－5） 420円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 2，070円

ワ イ ド �� 430円 �� 1，700円 �� 1，300円

3 連 複 ��� 4，860円 3 連 単 ��� 19，250円

票 数

単勝票数 計 315891 的中 � 57665（2番人気）
複勝票数 計 522613 的中 � 99992（2番人気）� 73211（4番人気）� 15965（7番人気）
枠連票数 計 165226 的中 （2－5） 29120（1番人気）
馬連票数 計 617705 的中 �� 41535（5番人気）
馬単票数 計 380558 的中 �� 13581（7番人気）
ワイド票数 計 310833 的中 �� 19599（5番人気）�� 4275（16番人気）�� 5673（11番人気）
3連複票数 計 851534 的中 ��� 12947（11番人気）
3連単票数 計1486295 的中 ��� 5700（57番人気）

ハロンタイム 12．9―11．7―13．3―12．7―12．5―12．4―12．3―13．0―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．6―37．9―50．6―1：03．1―1：15．5―1：27．8―1：40．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．3―3F38．9
1
3
1，4（2，9）（10，11）3，5，8，6，7，13－12・（1，4）（2，9）11（3，10）8，5（6，7）－13－12

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ナンヨーマーク �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2013．8．4 函館12着

2011．4．11生 牡3青鹿 母 フ ィ リ ス 母母 フィラストリート 6戦2勝 賞金 15，500，000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。



07079 3月22日 晴 良 （26阪神1）第7日 第7競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走13時30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
1：44．1

良
良

33 ハッピーモーメント 牡4鹿 57 四位 洋文 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 490＋181：47．4 2．1�
46 ト ル ス ト イ 牡4鹿 57 M．デムーロ近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 492＋161：47．5� 5．8�

（伊）

11 ヴィルジニア 牝4鹿 55 川田 将雅�G1レーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 428± 01：47．6� 3．7�
610 アウトオブシャドウ 牡4栗 57 岩田 康誠飯塚 知一氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 460＋ 61：47．7� 6．6�
69 シルクブルックリン 牡5黒鹿57 A．シュタルケ 有限会社シルク奥村 武 新冠 対馬 正 554－201：47．8クビ 26．7	

（独）

22 セ シ リ ア 牝5栗 55 幸 英明田所 英子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 444－ 21：47．9	 14．6

45 コスモサリー 牝4黒鹿55 国分 恭介 �ビッグレッドファーム 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム 432－ 41：48．22 96．8�
58 
 クリールハヤテ 牡5栗 57 池添 謙一横山 修二氏 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 484＋18 〃 ハナ 188．0�
712 レッドシェリフ 牡6栗 57 太宰 啓介 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 498＋ 21：48．3クビ 56．4
711 サンマルホーム 牡4栗 57 和田 竜二相馬 勇氏 山内 研二 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 432－ 8 〃 ハナ 175．9�
57 エクスパーシヴ 牝4鹿 55 浜中 俊前原 敏行氏 牧浦 充徳 日高 長谷川牧場 472± 01：48．61� 51．8�
34 ファンアットコート 牝4鹿 55 中谷 雄太�ミルファーム 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム 458－181：48．91� 511．4�
813 マイネルハートレー 牡5青鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 新冠 ビッグレッドファーム 514＋10 〃 クビ 50．0�
814
 イエスミートゥー 牝4栗 55 �島 良太沖田 正憲氏 庄野 靖志 日高 沖田牧場 464－ 61：49．96 453．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 33，222，300円 複勝： 50，821，300円 枠連： 15，306，600円
馬連： 61，048，300円 馬単： 40，440，700円 ワイド： 29，803，500円
3連複： 81，657，900円 3連単： 151，996，600円 計： 464，297，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 150円 � 130円 枠 連（3－4） 540円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 940円

ワ イ ド �� 250円 �� 210円 �� 370円

3 連 複 ��� 670円 3 連 単 ��� 2，580円

票 数

単勝票数 計 332223 的中 � 126239（1番人気）
複勝票数 計 508213 的中 � 142617（1番人気）� 75243（3番人気）� 110964（2番人気）
枠連票数 計 153066 的中 （3－4） 21224（2番人気）
馬連票数 計 610483 的中 �� 74994（2番人気）
馬単票数 計 404407 的中 �� 31868（2番人気）
ワイド票数 計 298035 的中 �� 30758（2番人気）�� 40709（1番人気）�� 17594（4番人気）
3連複票数 計 816579 的中 ��� 89997（1番人気）
3連単票数 計1519966 的中 ��� 43539（2番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―11．8―12．0―12．2―12．2―11．6―11．3―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．0―35．8―47．8―1：00．0―1：12．2―1：23．8―1：35．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハッピーモーメント �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2012．11．18 京都1着

2010．4．22生 牡4鹿 母 アドマイヤハッピー 母母 カーリーエンジェル 9戦2勝 賞金 24，564，000円
〔その他〕 イエスミートゥー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 イエスミートゥー号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成26年4月22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。

07080 3月22日 晴 稍重 （26阪神1）第7日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走14時00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
1：48．5
1：47．8

重
重

79 オ ツ ウ 牝4鹿 55 M．デムーロ大和屋 暁氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B468± 01：54．7 2．0�
（伊）

68 � フェリーチェレガロ 牝4黒鹿55 和田 竜二平井 裕氏 友道 康夫 千歳 社台ファーム 484＋ 41：54．8� 4．5�
44 タニノセレナーデ 牝4黒鹿55 A．シュタルケ 谷水 雄三氏 岡田 稲男 新ひだか カントリー牧場 436－ 21：55．22� 7．7�

（独）

55 クロカミノオトメ 牝4青 55 池添 謙一 �サンデーレーシング 羽月 友彦 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 470－ 41：55．3クビ 15．6�

56 サンレイフローラ 牝4鹿 55 幸 英明永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 438＋ 21：55．62 7．4�
11 エーシンウェンディ 牝4栗 55 浜中 俊	栄進堂 川村 禎彦 浦河 有限会社

吉田ファーム 488＋201：55．81	 19．3

811 ウインクルキラリ 牝4栗 55 武 豊塚本 能交氏 高橋 亮 新ひだか 安田 豊重 470＋ 21：55．9� 10．5�
33 オールウェイズラブ 牝4鹿 55 岩田 康誠前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 458－ 41：56．32� 93．7�
812� マーティンゴールド 牝4栗 55 太宰 啓介大戸 時子氏 沖 芳夫 浦河 田中スタッド 434－ 51：56．4クビ 148．5
22 タマモアルバ 牝4鹿 55 国分 恭介タマモ	 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 450－14 〃 ハナ 69．3�
710� リンノナイナーズ 牝4鹿 55 柴田 大知栗本 博晴氏 田中 章博 浦河 惣田 英幸 430－ 21：57．78 397．5�
67 テイエムナデシコ 牝4黒鹿 55

52 ▲義 英真竹園 正繼氏 山内 研二 新冠 タニグチ牧場 478＋ 21：59．5大差 105．3�
（12頭）

売 得 金
単勝： 33，292，300円 複勝： 56，608，200円 枠連： 15，334，900円
馬連： 70，807，900円 馬単： 51，316，500円 ワイド： 32，241，400円
3連複： 86，664，400円 3連単： 193，446，700円 計： 539，712，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 160円 � 160円 枠 連（6－7） 460円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 750円

ワ イ ド �� 230円 �� 220円 �� 510円

3 連 複 ��� 890円 3 連 単 ��� 2，670円

票 数

単勝票数 計 332923 的中 � 136915（1番人気）
複勝票数 計 566082 的中 � 207995（1番人気）� 78159（2番人気）� 73072（4番人気）
枠連票数 計 153349 的中 （6－7） 24656（2番人気）
馬連票数 計 708079 的中 �� 116986（1番人気）
馬単票数 計 513165 的中 �� 50639（1番人気）
ワイド票数 計 322414 的中 �� 38280（2番人気）�� 39446（1番人気）�� 13152（9番人気）
3連複票数 計 866644 的中 ��� 72317（1番人気）
3連単票数 計1934467 的中 ��� 53631（1番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―13．0―13．1―13．0―13．5―12．7―12．3―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．9―36．9―50．0―1：03．0―1：16．5―1：29．2―1：41．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．7―3F38．2
1
3
7，8（1，9）（4，11）12（2，5）3，6，10
7，8（1，9）（4，11）（2，5，12）6，3，10

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

オ ツ ウ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 トウカイテイオー デビュー 2012．11．3 京都1着

2010．3．11生 牝4鹿 母 デライトポイント 母母 マッチポイント 15戦2勝 賞金 40，926，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔制裁〕 エーシンウェンディ号の騎手浜中俊は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：11番・

5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。



07081 3月22日 晴 良 （26阪神1）第7日 第9競走 ��
��1，800�

す ま

須 磨 特 別
発走14時35分 （芝・右・外）
4歳以上，1，000万円以下，25．3．16以降26．3．16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 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：44．1

良
良

33 テ ン ペ ル 牡6黒鹿56 川田 将雅山本 英俊氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 480－ 41：49．2 3．7�
22 テイエムダイパワー 牡4栗 57 横山 典弘竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 多田 善弘 484－ 4 〃 ハナ 2．6�
55 カレンバッドボーイ 牡4鹿 55 武 豊鈴木 隆司氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 484－101：49．41� 4．4�
11 ヒカルアカツキ �7青鹿54 和田 竜二髙橋 京子氏 栗田 博憲 登別 青藍牧場 452－ 61：49．61� 26．2�
68 	 サクラキングオー 牡8栗 54 秋山真一郎�さくらコマース岡田 稲男 静内 谷岡牧場 494－ 8 〃 クビ 50．7�
811 ラスカルトップ 牡5鹿 55 岩田 康誠永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 442－ 61：49．7
 7．2	
67 カイシュウタビビト 牡5芦 54 四位 洋文飯村 孝男氏 石橋 守 新冠 秋田牧場 512－ 41：49．8� 51．4

710 ナンヨーケンゴー �4鹿 55 A．シュタルケ 中村 德也氏 斎藤 誠 日高 日高大洋牧場 472－ 81：49．9
 20．3�

（独）

44 ショウナンラムジ 牡5鹿 56 浜中 俊国本 哲秀氏 矢作 芳人 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 502－ 81：50．0クビ 16．1�
56 マイティースコール 牡6栗 54 �島 良太小川 勲氏 宮 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464－ 2 〃 アタマ 167．9
79 ヤマニンガーゴイル 牡7鹿 55 幸 英明土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 498＋ 21：50．1� 30．9�
812 アグネスティンクル 牡7栗 52 小林 徹弥渡辺 孝男氏 森 秀行 米 Swetten-

ham Stud 480－ 21：50．2
 295．3�
（12頭）

売 得 金
単勝： 37，093，200円 複勝： 67，627，200円 枠連： 18，336，500円
馬連： 101，462，200円 馬単： 60，122，600円 ワイド： 40，174，200円
3連複： 122，618，700円 3連単： 245，477，600円 計： 692，912，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 130円 � 120円 � 140円 枠 連（2－3） 590円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 1，190円

ワ イ ド �� 240円 �� 270円 �� 200円

3 連 複 ��� 690円 3 連 単 ��� 3，860円

票 数

単勝票数 計 370932 的中 � 79960（2番人気）
複勝票数 計 676272 的中 � 132704（2番人気）� 188458（1番人気）� 113109（3番人気）
枠連票数 計 183365 的中 （2－3） 23199（2番人気）
馬連票数 計1014622 的中 �� 143597（2番人気）
馬単票数 計 601226 的中 �� 37529（4番人気）
ワイド票数 計 401742 的中 �� 41091（2番人気）�� 34723（3番人気）�� 53582（1番人気）
3連複票数 計1226187 的中 ��� 132941（1番人気）
3連単票数 計2454776 的中 ��� 47036（5番人気）

ハロンタイム 13．1―11．8―12．6―12．7―12．6―12．4―11．8―10．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．9―37．5―50．2―1：02．8―1：15．2―1：27．0―1：37．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F34．0
3 2（1，7）9（4，11）（5，10）（8，6，12）3 4 2（1，7，9）（4，10，11）5（6，12）（8，3）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

テ ン ペ ル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Zieten デビュー 2011．4．3 阪神1着

2008．4．1生 牡6黒鹿 母 シ ー ズ ア ン 母母 Sunset Cafe 18戦3勝 賞金 47，107，000円
※マイティースコール号は，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。

07082 3月22日 晴 稍重 （26阪神1）第7日 第10競走 ��
��1，200�なにわステークス

発走15時10分 （ダート・右）
4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000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
1：08．8
1：08．7

重
重

711� ダノンレジェンド 牡4黒鹿57 和田 竜二�ダノックス 村山 明 米 Colts Neck
Stables, LLC 450－ 41：11．3 6．4�

69 エリアコンプリート 牡5栗 57 幸 英明前田 幸治氏 大根田裕之 新冠 芳住 革二 468± 01：12．25 9．3�
710 シゲルスダチ 牡5芦 57 A．シュタルケ 森中 蕃氏 西園 正都 日高 豊洋牧場 440＋ 41：12．41	 8．3�

（独）

11 スズカロジック 牡6栗 57 秋山真一郎永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 山下 恭茂 496－ 21：12．5クビ 50．9�
813 エクセルシオール 牡5栗 57 M．デムーロ H.H．シェイク・モハメド 池上 昌弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 490－ 6 〃 アタマ 6．1�
（伊）

45 キクノフレヴァン 牡8鹿 57 太宰 啓介菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム 488－ 2 〃 アタマ 60．0	
22 コウユーサムライ 牡5栗 57 岩田 康誠加治屋貞光氏 森 秀行 宮崎 戸田 ゆり子 490＋ 2 〃 ハナ 5．5

68 ドリームコンサート 牡5栗 57 武 豊松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 B510± 01：12．6
 3．0�
57 � キョウエイバサラ 牡6芦 57 岡田 祥嗣田中 晴夫氏 矢作 芳人 英 Belgrave

Bloodstock 536± 01：12．7
 36．7�
33 トップフライアー 牡5青鹿57 柴田 大知井上 一郎氏 杉浦 宏昭 様似 中脇 一幸 B496－ 21：13．01� 53．7
56 ミヤジマッキー 牡4鹿 57 浜中 俊曽我 司氏 牧田 和弥 浦河 村中牧場 502－ 21：13．32 10．1�
812 コウエイフラッシュ �8鹿 57 島 良太西岡 静男氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 492－ 61：13．83 167．6�
44 ターニングポイント �9青鹿57 国分 恭介山上 和良氏 日吉 正和 新冠 泉渕瀬牧場 472－ 21：14．33 316．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 40，687，500円 複勝： 66，724，200円 枠連： 29，104，800円
馬連： 125，528，300円 馬単： 65，240，900円 ワイド： 45，733，800円
3連複： 153，312，400円 3連単： 275，195，100円 計： 801，527，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 210円 � 280円 � 280円 枠 連（6－7） 450円

馬 連 �� 2，310円 馬 単 �� 4，380円

ワ イ ド �� 770円 �� 990円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 6，050円 3 連 単 ��� 38，590円

票 数

単勝票数 計 406875 的中 � 50143（4番人気）
複勝票数 計 667242 的中 � 92843（3番人気）� 60237（6番人気）� 60627（5番人気）
枠連票数 計 291048 的中 （6－7） 48032（1番人気）
馬連票数 計1255283 的中 �� 40122（12番人気）
馬単票数 計 652409 的中 �� 11010（20番人気）
ワイド票数 計 457338 的中 �� 14861（12番人気）�� 11277（16番人気）�� 11246（17番人気）
3連複票数 計1533124 的中 ��� 18703（29番人気）
3連単票数 計2751951 的中 ��� 5264（165番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．6―12．2―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．2―34．8―47．0―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ダノンレジェンド �
�
父 Macho Uno �

�
母父 Storm Cat デビュー 2012．11．10 東京1着

2010．2．24生 牡4黒鹿 母 My Goodness 母母 Caressing 10戦3勝 賞金 43，096，000円
［他本会外：2戦1勝］

〔発走状況〕 スズカロジック号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 スズカロジック号は，平成26年3月23日から平成26年4月13日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
※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。



07083 3月22日 晴 良 （26阪神1）第7日 第11競走 ��
��2，000�

わ か ば

若葉ステークス
発走15時45分 （皐月賞トライアル） （芝・右）
3歳；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 19，000，000円 7，600，000円 4，800，000円 2，900，000円 1，900，000円
付 加 賞 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

33 アドマイヤデウス 牡3栗 56 岩田 康誠近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 470± 02：01．4 5．1�
812 ウインフルブルーム 牡3栗 56 柴田 大知�ウイン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム 490－ 42：01．61 1．8�
22 サウンズオブアース 牡3黒鹿56 M．デムーロ吉田 照哉氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 504＋ 22：01．81� 5．5�

（伊）

56 メイショウチギリ 牡3鹿 56 武 豊松本 好雄氏 武田 博 浦河 三嶋牧場 476－ 42：02．12 18．4�
811 カバーストーリー 牡3栗 56 幸 英明前田 晋二氏 清水 久詞 新ひだか 土居 忠吉 466± 02：02．31� 123．4�
67 アグリッパーバイオ 牡3黒鹿56 A．シュタルケ バイオ� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 452＋ 22：02．51� 41．2	

（独）

44 グッドスピリッツ 	3鹿 56 池添 謙一杉立 恭平氏 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム 442± 0 〃 ハナ 43．5

710 ハナズウェポン 牡3栗 56 国分 恭介M．タバート氏 加藤 和宏 新ひだか 畠山牧場 468－ 42：02．6� 231．6�
55 ダイシンサンダー 牡3鹿 56 川田 将雅大八木信行氏 松田 博資 新ひだか グランド牧場 466－ 62：03．34 7．5�
68 
 オールステイ 牡3鹿 56 中谷 雄太石川 秀守氏 矢作 芳人 米 Indian

Creek Farm 476－ 22：03．93� 74．1
79 メイショウパワーズ 牡3栗 56 横山 典弘松本 好雄氏 本田 優 浦河 村下 明博 468± 02：04．53� 38．9�
11 アドマイヤランディ 牡3栗 56 和田 竜二近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 500－102：05．77 68．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 106，357，600円 複勝： 168，229，900円 枠連： 53，381，400円
馬連： 286，017，600円 馬単： 178，931，400円 ワイド： 103，133，500円
3連複： 372，656，100円 3連単： 890，804，500円 計： 2，159，512，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 140円 � 110円 � 150円 枠 連（3－8） 440円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 1，280円

ワ イ ド �� 190円 �� 350円 �� 230円

3 連 複 ��� 680円 3 連 単 ��� 4，460円

票 数

単勝票数 計1063576 的中 � 164716（2番人気）
複勝票数 計1682299 的中 � 271653（2番人気）� 637960（1番人気）� 234016（3番人気）
枠連票数 計 533814 的中 （3－8） 91233（1番人気）
馬連票数 計2860176 的中 �� 500073（1番人気）
馬単票数 計1789314 的中 �� 103504（4番人気）
ワイド票数 計1031335 的中 �� 156152（1番人気）�� 63136（4番人気）�� 113169（2番人気）
3連複票数 計3726561 的中 ��� 405890（1番人気）
3連単票数 計8908045 的中 ��� 147656（8番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―12．3―12．6―12．6―12．8―12．2―12．1―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．0―35．3―47．9―1：00．5―1：13．3―1：25．5―1：37．6―1：49．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤデウス �
�
父 アドマイヤドン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．11．3 京都3着

2011．6．6生 牡3栗 母 ロイヤルカード 母母 アドマイヤラピス 6戦3勝 賞金 39，560，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりアドマイヤデウス号・ウインフルブルーム号は，皐月賞（GⅠ）競走に優先出走できる。
※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。

07084 3月22日 晴 稍重 （26阪神1）第7日 第12競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走16時25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

36 オ ソ レ イ ユ 牡5鹿 57 武 豊松岡 隆雄氏 河内 洋 新冠 高瀬牧場 B514＋ 61：25．2 14．7�
510 ウインドストリーム 牝4鹿 55 M．デムーロ�G1レーシング 音無 秀孝 安平 追分ファーム B472－ 61：25．52 3．7�

（伊）

713 ウォーシップマーチ 牡4黒鹿57 四位 洋文谷掛 龍夫氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 464－ 41：25．71� 3．0�
48 セトノプロミス 牡4鹿 57 幸 英明難波 澄子氏 鈴木 孝志 日高 滝本 健二 492－ 2 〃 クビ 6．6�
35 � キママホウダイ 牡5栗 57 浜中 俊小田切有一氏 佐々木晶三 新ひだか 田中 裕之 494－ 41：25．8クビ 8．6�
24 ティマイドリーム 牡4鹿 57 �島 良太田畑 利彦氏 境 直行 浦河 鎌田 正嗣 508－ 2 〃 クビ 63．4	
12 アドマイヤスパーズ 牡4鹿 57 秋山真一郎近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 484－ 41：26．43	 28．0

11 トウカイビジョン 牡4鹿 57 池添 謙一内村 正則氏 野中 賢二 日高 碧雲牧場 B476－ 21：26．5	 6．3�
612 リオグランデ 牝4鹿 55 岩田 康誠 �キャロットファーム 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434－ 21：26．6	 22．1
59 エクスクライム 牡5栗 57 国分 恭介前原 敏行氏 牧浦 充徳 日高 長谷川牧場 452－ 21：26．7	 87．9�
611 アジャストメント 牡4鹿 57

54 ▲義 英真山田 貞蔵氏 山内 研二 日高 広中 稔 498＋ 41：26．91� 101．0�
47 � スリーネイチャー 牝5黒鹿55 荻野 琢真永井商事� 湯窪 幸雄 新ひだか 岡野牧場 448－ 8 〃 クビ 138．5�
816 メイショウエイキ 牡4栗 57 小林 徹弥松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 鎌田 正嗣 B430＋ 41：27．43 352．3�
815 トーブプリンセス 牝5鹿 55 田中 博康武井 久夫氏 武田 博 新冠 オリエント牧場 472± 01：28．14 421．7�
714 ヤマカツマーフィ 
5鹿 57 和田 竜二山田 和夫氏 松元 茂樹 日高 白瀬 明 538－ 21：28．52	 38．7�
23 グレイトエンブレム 牡4栗 57 岡田 祥嗣小川 勲氏 作田 誠二 浦河 信成牧場 432－ 61：28．7� 282．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 53，725，600円 複勝： 82，538，700円 枠連： 38，062，100円
馬連： 197，453，800円 馬単： 78，508，500円 ワイド： 62，827，800円
3連複： 202，319，200円 3連単： 374，029，700円 計： 1，089，465，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，470円 複 勝 � 350円 � 170円 � 140円 枠 連（3－5） 1，140円

馬 連 �� 2，750円 馬 単 �� 6，840円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 1，030円 �� 340円

3 連 複 ��� 3，430円 3 連 単 ��� 29，490円

票 数

単勝票数 計 537256 的中 � 28958（6番人気）
複勝票数 計 825387 的中 � 46084（6番人気）� 138891（2番人気）� 193806（1番人気）
枠連票数 計 380621 的中 （3－5） 24745（6番人気）
馬連票数 計1974538 的中 �� 56674（11番人気）
馬単票数 計 785085 的中 �� 8480（27番人気）
ワイド票数 計 628278 的中 �� 14256（11番人気）�� 14206（12番人気）�� 52416（1番人気）
3連複票数 計2023192 的中 ��� 43582（8番人気）
3連単票数 計3740297 的中 ��� 9362（83番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．8―35．9―48．3―1：00．7―1：12．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オ ソ レ イ ユ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．1．21 京都2着

2009．2．14生 牡5鹿 母 フィーユドゥレーヴ 母母 ランフォザドリーム 11戦2勝 賞金 14，900，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 サンクフルネス号
（非抽選馬） 1頭 オンライン号
※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。



（26阪神1）第7日 3月22日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 171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

202，590，000円
6，120，000円
1，330，000円
18，430，000円
66，505，500円
4，446，000円
1，641，600円

勝馬投票券売得金
462，892，400円
830，481，100円
268，162，300円
1，172，763，700円
694，665，900円
487，640，700円
1，490，550，100円
2，930，794，400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 8，337，950，600円

総入場人員 12，802名 （有料入場人員 11，989名）
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