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10013 3月30日 雨 不良 （26阪神2）第2日 第1競走 1，800�サラブレッド系3歳
発走9時50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

22 ウォーターワルツ 牝3栗 54 高倉 稜山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 500－161：55．1 24．4�
58 パフュームボム 牝3鹿 54 北村 友一飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 462－ 4 〃 ハナ 3．1�
47 フォールスクリーク 牝3黒鹿54 藤岡 佑介下河�行雄氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 454 ―1：55．31� 16．3�
35 ブロンクスシルバー 牝3芦 54 国分 恭介 �社台レースホース吉田 直弘 千歳 社台ファーム 466－ 61：55．4� 4．6�
610 シゲルサヌキ 牝3栗 54 �島 良太森中 蕃氏 藤沢 則雄 むかわ 上水牧場 404＋ 21：55．5� 114．0	
611 エイシンノエル 牝3青鹿54 北村 宏司
栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 444 ―1：55．71� 10．9�
46 テイエムゴージャス 牝3鹿 54 国分 優作竹園 正繼氏 岩元 市三 平取 北島牧場 472－ 8 〃 クビ 121．9�
59 オースミフブキ 牝3鹿 54 川島 信二
オースミ 荒川 義之 浦河 �川 啓一 496± 01：56．33� 2．9
815 モネノカガヤキ 牝3芦 54 小牧 太�宮内牧場 浜田多実雄 浦河 宮内牧場 B422－ 21：56．83 29．0�
11 リーブイットゥミー 牝3黒鹿 54

53 ☆中井 裕二鈴木 康弘氏 牧田 和弥 浦河 アイオイファーム 428－ 61：57．33 244．8�
34 クールエンゲージ 牝3栗 54 小林 徹弥川上 哲司氏 目野 哲也 浦河 まるとみ冨岡牧場 474－ 61：57．51� 143．2�
23 ヤマニンジゼル 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政土井 肇氏 中村 均 新冠 錦岡牧場 440＋ 21：58．77 55．4�
712 グローバルシップ 牝3栗 54 E．ペドロサ 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 友道 康夫 浦河 辻 牧場 446± 01：59．23 16．0�
（独）

713 ベリーベリータイム 牝3栗 54
51 ▲岩崎 翼�槇本牧場 柴田 光陽 日高 槇本牧場 484 ―1：59．83� 39．9�

814 オンマイラブ 牝3黒鹿 54
51 ▲義 英真薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 430－ 4 〃 クビ 266．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 13，605，900円 複勝： 22，496，800円 枠連： 8，403，800円
馬連： 30，312，600円 馬単： 20，165，600円 ワイド： 16，590，900円
3連複： 49，202，000円 3連単： 71，768，200円 計： 232，545，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，440円 複 勝 � 540円 � 150円 � 340円 枠 連（2－5） 1，280円

馬 連 �� 3，180円 馬 単 �� 10，220円

ワ イ ド �� 870円 �� 3，910円 �� 860円

3 連 複 ��� 13，480円 3 連 単 ��� 115，400円

票 数

単勝票数 計 136059 的中 � 4400（7番人気）
複勝票数 計 224968 的中 � 8593（8番人気）� 56685（1番人気）� 15308（4番人気）
枠連票数 計 84038 的中 （2－5） 4871（6番人気）
馬連票数 計 303126 的中 �� 7046（13番人気）
馬単票数 計 201656 的中 �� 1457（34番人気）
ワイド票数 計 165909 的中 �� 4834（8番人気）�� 996（35番人気）�� 4880（6番人気）
3連複票数 計 492020 的中 ��� 2695（39番人気）
3連単票数 計 717682 的中 ��� 459（271番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―13．7―12．5―12．5―13．0―13．1―13．1―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．6―37．3―49．8―1：02．3―1：15．3―1：28．4―1：41．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．8―3F39．8
1
3
・（2，4）11（3，12）（8，13）（7，14）（5，15）－（1，6，9）10
2（4，11）15（8，13）（3，7，9）（5，12）1，6（14，10）

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

勝馬の
紹 介

ウォーターワルツ �
�
父 ウォーターリーグ �

�
母父 El Prado デビュー 2014．3．8 阪神6着

2011．3．18生 牝3栗 母 ウォーターポラリス 母母 Sin for Me 2戦1勝 賞金 5，000，000円
※出走取消馬 サットー号（疾病〔右肩跛行〕のため）
※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 ウィステリアカフナ号・カネトシタシナミ号・サンセットライヴ号
※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。

10014 3月30日 雨 不良 （26阪神2）第2日 第2競走 1，200�サラブレッド系3歳
発走10時15分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：08．8
1：08．7

重
重

612 テイエムロカビリー 牡3芦 56
53 ▲岩崎 翼竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 松浦牧場 474± 01：13．1 6．4�

48 アップルシェア 牝3鹿 54
51 ▲城戸 義政津村 圭一氏 目野 哲也 浦河 桑田牧場 454－ 21：13．2� 52．7�

815 イ ロ リ 牝3鹿 54
51 ▲義 英真小田切有一氏 佐々木晶三 新ひだか 田中 裕之 462－ 41：13．41 13．9�

713 スイープアロー 牡3栗 56 国分 恭介矢野 秀春氏 浜田多実雄 日高 佐々木 康治 476－ 21：13．72 3．0�
714 マコトヴィガラス 牡3鹿 56 川須 栄彦�ディアマント 高野 友和 様似 出口 繁夫 502± 01：13．91� 73．0�
510 ワンダーバリデス �3栗 56 小坂 忠士山本 信行氏 梅内 忍 新冠 タニグチ牧場 424＋ 21：14．11� 98．5	
23 ニシノソラカラ 牡3黒鹿 56

55 ☆中井 裕二西山 茂行氏 宮本 博 浦河 高昭牧場 516－ 81：14．2� 79．7

11 ハードモンラッシェ 牡3青 56 畑端 省吾津田 一男氏 西橋 豊治 浦河 三嶋牧場 470－ 61：14．52 178．6�
59 ダンツトーラス 牡3栗 56 藤岡 佑介山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 水上 習孝 508± 01：14．6クビ 3．5�
36 サトピーオスカル 牡3青鹿56 北村 宏司稻井田安史氏 森 秀行 新ひだか 大典牧場 450－ 4 〃 クビ 15．6
47 ワキノハクリュウ 牝3芦 54 E．ペドロサ 脇山 良之氏 清水 久詞 新ひだか 広田牧場 444＋121：15．13 5．8�

（独）

12 シャンディロメラ 牝3栗 54 �島 良太村上 憲政氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 432＋ 21：15．31 119．2�
611 カ ポ ー ル 牝3黒鹿54 北村 友一水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 446－ 41：15．51� 152．2�
35 ロックショー 牝3鹿 54 小林 徹弥薪浦 亨氏 梅田 康雄 日高 下川 茂広 456－ 21：15．81� 393．1�
816 カリスマベガ 牝3栗 54 高倉 稜畔柳 年言氏 崎山 博樹 浦河 アイオイファーム 416－ 61：15．9� 252．7�
24 シ ゲ ル イ ガ 牡3栗 56 秋山真一郎森中 蕃氏 柴田 政見 日高 庫宝牧場 492－ 61：16．96 11．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 14，365，500円 複勝： 28，293，200円 枠連： 7，835，800円
馬連： 32，188，800円 馬単： 20，602，800円 ワイド： 17，398，000円
3連複： 47，270，700円 3連単： 71，194，100円 計： 239，148，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 220円 � 1，230円 � 400円 枠 連（4－6） 1，860円

馬 連 �� 12，830円 馬 単 �� 16，820円

ワ イ ド �� 3，710円 �� 1，130円 �� 5，270円

3 連 複 ��� 31，690円 3 連 単 ��� 159，700円

票 数

単勝票数 計 143655 的中 � 17917（4番人気）
複勝票数 計 282932 的中 � 41180（3番人気）� 5076（8番人気）� 18270（6番人気）
枠連票数 計 78358 的中 （4－6） 3115（8番人気）
馬連票数 計 321888 的中 �� 1852（31番人気）
馬単票数 計 206028 的中 �� 904（48番人気）
ワイド票数 計 173980 的中 �� 1140（31番人気）�� 3949（13番人気）�� 796（39番人気）
3連複票数 計 472707 的中 ��� 1101（74番人気）
3連単票数 計 711941 的中 ��� 329（366番人気）

ハロンタイム 12．3―11．6―12．3―11．9―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．9―36．2―48．1―1：00．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テイエムロカビリー �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー 2013．7．14 中京8着

2011．5．1生 牡3芦 母 プリティローズ 母母 ラブリーナムラ 11戦1勝 賞金 8，800，000円
〔発走状況〕 カポール号は，枠入り不良。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第２回 阪神競馬 第２日



10015 3月30日 曇 不良 （26阪神2）第2日 第3競走 1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

814 タマモセナター 牡3栗 56 �島 良太タマモ� 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 B470－ 81：54．8 8．7�
611 アクアマリンブレス 牡3黒鹿56 高倉 稜 �サンデーレーシング 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 508＋ 21：54．9� 4．7�
34 シャイニンシーザー 牡3栗 56 藤懸 貴志市川 義美氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 420－ 21：55．53� 138．3�
712 カイザーヴァルツァ �3黒鹿 56

53 ▲松若 風馬有限会社シルク音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 460－ 4 〃 クビ 65．2�
815 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± 01：55．6クビ 142．4	
35 オールドバルディー 牡3黒鹿56 藤岡 佑介�G1レーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 516－ 41：55．7� 2．1

23 ゴッドエンペラー 牡3鹿 56 北村 宏司中西 憲治氏 角田 晃一 新冠 森永 聡 452－ 4 〃 アタマ 17．4�
46 ネクストロード 牡3栗 56 国分 優作長谷川成利氏 大竹 正博 日高 大江牧場 474－ 6 〃 ハナ 235．7�
11 ウィステリアカフナ 牝3黒鹿54 古川 吉洋大迫 基弘氏 千田 輝彦 新冠 村上 欽哉 464± 01：56．02 31．2
713 オンワードハンター 牡3鹿 56 秋山真一郎樫山 章子氏 村山 明 浦河 オンワード牧場 448－ 41：56．63� 4．6�
59 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 440－ 21：56．7� 476．1�
58 サトノパテック 牡3栗 56 岡田 祥嗣里見 治氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 584＋ 41：58．310 11．4�
22 ゴールドパール 牡3栗 56 国分 恭介平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 神垣 道弘 478－ 22：02．0大差 145．5�
610 セイウンアネゴ 牝3鹿 54 川島 信二西山 茂行氏 中竹 和也 新ひだか 本桐牧場 486＋ 2 〃 クビ 355．0�
47 ラガービックヒーロ 牡3鹿 56 北村 友一奥村 啓二氏 大久保龍志 浦河 山春牧場 462 ―2：08．8大差 98．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 17，700，000円 複勝： 41，908，600円 枠連： 7，583，400円
馬連： 34，406，600円 馬単： 23，878，400円 ワイド： 18，402，900円
3連複： 50，146，300円 3連単： 82，714，100円 計： 276，740，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 290円 � 220円 � 2，890円 枠 連（6－8） 1，610円

馬 連 �� 1，570円 馬 単 �� 3，980円

ワ イ ド �� 650円 �� 9，010円 �� 5，990円

3 連 複 ��� 27，300円 3 連 単 ��� 119，700円

票 数

単勝票数 計 177000 的中 � 16068（4番人気）
複勝票数 計 419086 的中 � 40601（4番人気）� 59024（2番人気）� 3019（10番人気）
枠連票数 計 75834 的中 （6－8） 3484（8番人気）
馬連票数 計 344066 的中 �� 16189（6番人気）
馬単票数 計 238784 的中 �� 4437（15番人気）
ワイド票数 計 184029 的中 �� 7554（6番人気）�� 483（47番人気）�� 729（33番人気）
3連複票数 計 501463 的中 ��� 1356（56番人気）
3連単票数 計 827141 的中 ��� 510（259番人気）

ハロンタイム 12．6―10．5―13．2―12．8―12．9―13．0―13．2―13．1―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．1―36．3―49．1―1：02．0―1：15．0―1：28．2―1：41．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．8―3F39．8
1
3
2，14－（10，12）－（1，5，11）（3，6，8，13）－9－4－15＝7・（2，14）（5，11）12（1，13）6，3－8（10，4）9，15＝7

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

勝馬の
紹 介

タマモセナター �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．8．4 小倉15着

2011．3．12生 牡3栗 母 チャームピクチャー 母母 サンドピクチャー 7戦1勝 賞金 7，550，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゴールドパール号・セイウンアネゴ号・ラガービックヒーロ号は，「タイムオーバーによる出走制限」

のため，平成26年4月30日まで平地競走に出走できない。
※ウィステリアカフナ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

10016 3月30日 曇 不良 （26阪神2）第2日 第4競走 ��1，400�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 1，025，000
1，025，000

円
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

35 ニシノマテンロウ 牡3黒鹿56 北村 宏司西山 茂行氏 浅見 秀一 浦河 高昭牧場 494－ 61：25．2 12．2�
59 ロードヴォルケーノ 牡3鹿 56 国分 優作 �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 462－ 4 〃 ハナ 7．3�
713 メイショウトキムネ 牡3鹿 56 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 456± 01：25．62� 10．5�
815 メイショウワッフル 牝3鹿 54 川島 信二松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 462－ 4 〃 同着 5．0�
11 ライトニングロアー 牡3鹿 56 川須 栄彦前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 492－ 61：26．23� 18．7�
48 ナムラキッス 牝3黒鹿54 小牧 太奈村 睦弘氏 福島 信晴 様似 林 時春 462＋ 41：26．3� 21．9	
23 シュンブレイン 牡3栗 56 小林 徹弥石川 博氏 川村 禎彦 日高 白井牧場 468± 0 〃 クビ 33．1

510 プレフェリート 牡3鹿 56 E．ペドロサ 金子真人ホール

ディングス� 安田 隆行 新ひだか 千代田牧場 512＋ 61：26．51� 3．5�
（独）

611 ストレイトウェザー 牡3黒鹿56 国分 恭介吉岡 泰治氏 浜田多実雄 新ひだか 原 フアーム 488－ 21：26．6� 87．0�
816� ヒシエクストリーム 牡3鹿 56 北村 友一阿部 雅英氏 佐々木晶三 米 Masa-

ichiro Abe 514－ 81：26．7� 13．4
47 センティグレード 牡3青鹿56 藤岡 佑介 H.H．シェイク・モハメド 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 516－ 2 〃 ハナ 7．8�
24 シゲルオウミ 牝3鹿 54 秋山真一郎森中 蕃氏 大橋 勇樹 浦河 日の出牧場 472－ 41：28．08 155．1�
12 デクラレーション 牡3栗 56

53 ▲岩崎 翼畑佐 博氏 牧田 和弥 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム 466－ 41：28．2� 106．2�

714 ニシノナーガ 牡3黒鹿 56
53 ▲義 英真西山 茂行氏 田所 秀孝 浦河 高昭牧場 514＋ 41：29．05 11．5�

36 スズカレビン 牡3鹿 56
53 ▲松若 風馬永井 啓弍氏 目野 哲也 洞	湖 レイクヴィラファーム 470± 01：29．1クビ 257．2�

612 マヤステファニー 牝3栗 54
53 ☆中井 裕二�まの 大橋 勇樹 浦河 市川フアーム 462－ 61：29．31� 271．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，623，300円 複勝： 37，205，000円 枠連： 13，784，600円
馬連： 41，154，300円 馬単： 23，868，400円 ワイド： 22，742，000円
3連複： 60，994，400円 3連単： 85，367，500円 計： 305，739，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，220円 複 勝 � 230円 � 180円 �
�

220円
180円 枠 連（3－5） 1，880円

馬 連 �� 4，440円 馬 単 �� 9，040円

ワ イ ド �� 690円 ��
��

1，150円
720円

��
��

650円
510円

3 連 複 ���
���

6，930円
3，350円 3 連 単 ���

���
49，210円
33，000円

票 数

単勝票数 計 206233 的中 � 13321（7番人気）
複勝票数 計 372050 的中 �

�
30254
43247

（7番人気）
（3番人気）

� 45056（2番人気）� 32000（5番人気）

枠連票数 計 137846 的中 （3－5） 5434（9番人気）
馬連票数 計 411543 的中 �� 6851（22番人気）
馬単票数 計 238684 的中 �� 1949（45番人気）
ワイド票数 計 227420 的中 ��

��
4924
5218
（14番人気）
（10番人気）

��
��

2798
6931
（31番人気）
（7番人気）

�� 4666（16番人気）

3連複票数 計 609944 的中 ��� 3231（55番人気）��� 6771（16番人気）
3連単票数 計 853675 的中 ��� 640（394番人気） ��� 955（230番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．9―12．3―12．5―12．4―13．0

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシノマテンロウ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2013．7．21 函館2着

2011．3．12生 牡3黒鹿 母 ニシノアズール 母母 ニシノブルーライト 7戦1勝 賞金 9，300，000円
〔制裁〕 ロードヴォルケーノ号の騎手国分優作は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 フェリックス号
（非抽選馬） 1頭 ダイメイリシャール号
※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。



10017 3月30日 小雨 不良 （26阪神2）第2日 第5競走 1，800�サラブレッド系3歳
発走12時00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
1：44．5
1：44．1

良
良

817 ナインテイルズ 牡3栗 56 川島 信二岡田 牧雄氏 中村 均 浦河 山田牧場 474－101：52．2 60．1�
36 ワクワクカンヲ 牡3鹿 56

53 ▲松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 B464－ 61：52．41� 2．7�
59 クリノダイコクテン 牡3栃栗56 小牧 太栗本 博晴氏 谷 潔 日高 白井牧場 472－ 81：52．5� 2．7�
11 ユウキファイター 牡3鹿 56 北村 宏司ちきり組合 服部 利之 新ひだか 高橋フアーム 440＋ 21：52．92� 16．0�
47 シップウハヤト 牡3鹿 56 北村 友一平田 道子氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 454± 01：53．11� 36．8�
35 プリンセスゼット 牝3栗 54 国分 恭介�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム 444－18 〃 クビ 39．2	
24 スヴァラッシー 牝3青鹿54 藤岡 佑介吉田 正志氏 矢作 芳人 安平 追分ファーム 440－101：53．2� 7．4

510 ウインボナンザ 牡3鹿 56 国分 優作�ウイン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 482＋ 61：53．83� 13．2�
818 マイネルセプター 牡3鹿 56 高倉 稜 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新ひだか 猪野毛牧場 466＋ 41：53．9� 13．2
611 ヒロノアドバンス 牡3鹿 56

53 ▲義 英真サンエイ開発� 福島 信晴 浦河 グラストレーニ
ングセンター 444＋ 61：54．0クビ 106．2�

23 メイショウダッシュ 牡3鹿 56 小林 徹弥松本 好�氏 安達 昭夫 新ひだか 三木田 明仁 466－ 41：54．74 89．7�
714 ル ア ノ ヴ ァ 牝3鹿 54 川須 栄彦�ノースヒルズ �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 388± 01：55．01� 30．7�
48 ザナイトビフォー 牝3芦 54

51 ▲岩崎 翼�グランド牧場 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 420－ 21：55．1� 208．9�
12 テイエムファラオ 牡3栗 56 水口 優也竹園 正繼氏 日吉 正和 日高 テイエム牧場日高支場 454－ 6 〃 クビ 161．2�
816 メ イ ズ 牝3黒鹿54 岡田 祥嗣�イスズ牧場 崎山 博樹 浦河 アイオイファーム 388－ 61：56．48 283．2�
713 ル ジ ェ リ 牝3黒鹿54 秋山真一郎�下河辺牧場 岡田 稲男 日高 下河辺牧場 420－ 61：57．25 104．2�
715 テイエムヒッカッタ 牝3栗 54 古川 吉洋竹園 正繼氏 日吉 正和 鹿児島 テイエム牧場 446－10 〃 クビ 197．3�
612 インターナショナル 牝3鹿 54 藤懸 貴志 H.H．シェイク・モハメド 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 432＋ 21：58．58 119．7�
（18頭）

売 得 金
単勝： 18，076，200円 複勝： 29，593，100円 枠連： 12，729，100円
馬連： 39，517，200円 馬単： 26，975，000円 ワイド： 21，980，500円
3連複： 57，535，200円 3連単： 94，190，900円 計： 300，597，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，010円 複 勝 � 790円 � 130円 � 130円 枠 連（3－8） 1，310円

馬 連 �� 8，790円 馬 単 �� 25，460円

ワ イ ド �� 2，460円 �� 2，050円 �� 220円

3 連 複 ��� 6，050円 3 連 単 ��� 90，520円

票 数

単勝票数 計 180762 的中 � 2373（10番人気）
複勝票数 計 295931 的中 � 5504（10番人気）� 74916（2番人気）� 76825（1番人気）
枠連票数 計 127291 的中 （3－8） 7226（5番人気）
馬連票数 計 395172 的中 �� 3320（23番人気）
馬単票数 計 269750 的中 �� 782（58番人気）
ワイド票数 計 219805 的中 �� 1903（24番人気）�� 2300（23番人気）�� 31639（1番人気）
3連複票数 計 575352 的中 ��� 7022（15番人気）
3連単票数 計 941909 的中 ��� 768（218番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．3―36．3―49．0―1：01．8―1：14．7―1：27．4―1：39．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．4―3F37．5
3 16，18，12（9，6）（3，10）（4，11，14）17，5，15（13，7）2（8，1） 4 ・（16，18）（9，6）17（3，4，12，10）（5，11，1）－（14，7）2，8，13，15

勝馬の
紹 介

ナインテイルズ �
�
父 ローエングリン �

�
母父 メジロライアン デビュー 2013．12．1 阪神6着

2011．5．7生 牡3栗 母 マイネフォクシー 母母 ゴールデンタッソー 5戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を12時01分に変更。
〔その他〕 テイエムヒッカッタ号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイズ号・ルジェリ号・インターナショナル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成26年4月30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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 オミキ号・ドリームジュエリー号・ホクセツヒーロー号

10018 3月30日 曇 不良 （26阪神2）第2日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走12時30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
1：08．8
1：08．7

重
重

33 ア レ ッ ト 牡3青 56 川須 栄彦 H.H．シェイク・モハメド 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 496－ 21：12．5 4．3�

69 ペイシャモンシェリ 牡3鹿 56 国分 優作北所 直人氏 目野 哲也 平取 赤石牧場 440± 0 〃 クビ 4．8�
11 ハニードント 牝3栗 54

51 ▲松若 風馬薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 444± 01：12．6クビ 107．7�
46 トリックデック 牡3栗 56

53 ▲岩崎 翼前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 株式会社
ノースヒルズ 448－ 21：12．7� 19．3�

610 カネトシビバーチェ 牝3鹿 54 藤岡 佑介兼松 利男氏 大橋 勇樹 浦河 山下 恭茂 422－14 〃 ハナ 32．6�
813 アーネストミノル 牡3鹿 56 中谷 雄太吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 432－ 61：12．91� 47．0�
45 エンドレスシャイン 牡3鹿 56 高倉 稜岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 日高 白井牧場 430± 01：13．0クビ 158．0	
58 トラストフェアリー 牝3栗 54 E．ペドロサ 菅波 雅巳氏 羽月 友彦 浦河 梅田牧場 422－ 4 〃 アタマ 19．4


（独）

22 キネオキャノン 牡3鹿 56 小牧 太吉田 千津氏 西園 正都 千歳 社台ファーム 476－ 21：13．1� 16．2�
814 サカジロヴィグラス 牝3黒鹿 54

51 ▲義 英真ロイヤルパーク 崎山 博樹 むかわ 宇南山牧場 484－ 41：13．31� 6．7�
34 チーフアセスメント 牡3鹿 56 国分 恭介 社台レースホース五十嵐忠男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478－12 〃 ハナ 3．1�
57 クリノプリムラ 牝3栗 54 川島 信二栗本 博晴氏 梅内 忍 日高 日西牧場 430－ 21：13．4� 256．2�
712 ヴェルメンティーノ 牝3栗 54 秋山真一郎吉川 朋宏氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 442＋ 21：13．6� 18．2�
711 マッドアバウトユー 牝3栗 54 古川 吉洋加藤 千豊氏 木原 一良 新ひだか 前川 勇 450＋ 21：13．7クビ 18．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 22，951，100円 複勝： 39，564，600円 枠連： 13，623，000円
馬連： 44，596，200円 馬単： 26，019，000円 ワイド： 23，811，400円
3連複： 59，990，600円 3連単： 93，300，400円 計： 323，856，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 170円 � 220円 � 1，660円 枠 連（3－6） 420円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 2，310円

ワ イ ド �� 380円 �� 5，300円 �� 5，740円

3 連 複 ��� 19，480円 3 連 単 ��� 79，980円

票 数

単勝票数 計 229511 的中 � 42644（2番人気）
複勝票数 計 395646 的中 � 80525（1番人気）� 50698（4番人気）� 4455（12番人気）
枠連票数 計 136230 的中 （3－6） 24252（1番人気）
馬連票数 計 445962 的中 �� 34807（3番人気）
馬単票数 計 260190 的中 �� 8346（5番人気）
ワイド票数 計 238114 的中 �� 17579（1番人気）�� 1029（51番人気）�� 950（54番人気）
3連複票数 計 599906 的中 ��� 2273（71番人気）
3連単票数 計 933004 的中 ��� 861（288番人気）

ハロンタイム 11．9―11．1―11．7―12．2―12．3―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―23．0―34．7―46．9―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア レ ッ ト �
�
父 コ マ ン ズ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．10．27 京都13着

2011．5．1生 牡3青 母 プリムローズレーン 母母 オ エ ノ セ ラ 6戦2勝 賞金 16，750，000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。



10019 3月30日 曇 不良 （26阪神2）第2日 第7競走 2，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時00分 （芝・右）

500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上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
2：10．1
2：10．0

良
良

11 シゲルジョウム 牡6鹿 57
54 ▲義 英真森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 小島牧場 484－ 42：18．2 8．0�

22 カ ー バ 牡5青鹿 57
54 ▲城戸 義政�ターフ・スポート白井 寿昭 浦河 市川フアーム B502± 02：18．41� 4．6�

44 ミッキータイガー 牡4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 492－ 2 〃 クビ 3．2�
66 � ダンツフォワード 牡5栗 57 藤岡 佑介山元 哲二氏 本田 優 日高 豊洋牧場 444－ 22：18．82� 6．1�
77 トレードウィンド 牡4鹿 56

53 ▲松若 風馬 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 504＋ 22：19．33 39．1�

88 ナンヨーユナ 牝4芦 54 北村 宏司中村 德也氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 462＋ 42：19．4クビ 5．3	
55 � スリーヴェローチェ 牡5鹿 57 国分 恭介永井商事
 石橋 守 新ひだか 武 牧場 462＋ 22：19．6� 5．4�
33 ワイドワンダー 牡4鹿 56 E．ペドロサ 幅田 京子氏 宮 徹 新ひだか 筒井 征文 488－ 62：19．81� 26．6�

（独）

（8頭）

売 得 金
単勝： 20，540，900円 複勝： 27，466，800円 枠連： 発売なし
馬連： 40，802，000円 馬単： 25，276，600円 ワイド： 15，693，700円
3連複： 48，818，900円 3連単： 117，699，800円 計： 296，298，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 200円 � 160円 � 160円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，350円 馬 単 �� 2，890円

ワ イ ド �� 440円 �� 640円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，970円 3 連 単 ��� 13，230円

票 数

単勝票数 計 205409 的中 � 20387（6番人気）
複勝票数 計 274668 的中 � 33016（6番人気）� 46883（2番人気）� 51199（1番人気）
馬連票数 計 408020 的中 �� 22377（9番人気）
馬単票数 計 252766 的中 �� 6472（19番人気）
ワイド票数 計 156937 的中 �� 8979（6番人気）�� 5730（13番人気）�� 11623（2番人気）
3連複票数 計 488189 的中 ��� 18328（9番人気）
3連単票数 計1176998 的中 ��� 6567（65番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―11．9―12．7―12．8―12．5―12．7―12．6―12．8―12．9―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．5―23．8―35．7―48．4―1：01．2―1：13．7―1：26．4―1：39．0―1：51．8―2：04．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．8―3F39．2
1
3
6，5（4，3，7）（1，2）8
6（3，5，7，8）4，2，1

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

勝馬の
紹 介

シゲルジョウム 
�
父 マンハッタンカフェ 

�
母父 Mt. Livermore デビュー 2010．9．5 小倉3着

2008．3．21生 牡6鹿 母 ハイフレンドモア 母母 Hi Friend Won 23戦2勝 賞金 19，860，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時01分に変更。
〔制裁〕 ミッキータイガー号の騎手小牧太は，決勝線手前での御法（騎乗ぶり）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。

10020 3月30日 曇 不良 （26阪神2）第2日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時30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

33 � エーシンザヘッド 牡4栗 57 北村 友一�栄進堂 大久保龍志 米 Nursery Place
& Partners B476± 01：51．9 1．5�

44 ワースムーン 牡4鹿 57
56 ☆中井 裕二橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 512＋ 21：52．53� 7．5�

88 ヒドゥンブレイド 牡4黒鹿57 E．ペドロサ 有限会社シルク小崎 憲 安平 ノーザンファーム 484＋ 6 〃 クビ 5．1�
（独）

77 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 476－ 21：53．67 13．4�

11 ブリスコーラ 牡5鹿 57 藤岡 佑介山口 正行氏 千田 輝彦 日高 長谷川 一男 512－12 〃 クビ 12．9�
89 メイショウヤギュウ 牡5栗 57 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 462－141：54．13 89．7	
22 オーバーヘッド 牡6栗 57 国分 恭介水上 行雄氏 安達 昭夫 新ひだか 塚田 達明 510± 01：54．2クビ 50．1

66 � アークペガサス 牡5鹿 57

54 ▲岩崎 翼栗本 博晴氏 梅内 忍 日高 ヤナガワ牧場 510± 01：54．52 76．5�
55 ト リ ガ ー 	4鹿 57 小牧 太石川 達絵氏 角田 晃一 新ひだか 筒井 征文 462－ 41：57．4大差 14．3�

（9頭）

売 得 金
単勝： 29，341，400円 複勝： 68，006，200円 枠連： 7，914，200円
馬連： 37，369，000円 馬単： 39，159，400円 ワイド： 22，757，600円
3連複： 58，907，500円 3連単： 179，090，500円 計： 442，545，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 150円 � 140円 枠 連（3－4） 410円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 550円

ワ イ ド �� 180円 �� 180円 �� 370円

3 連 複 ��� 500円 3 連 単 ��� 1，480円

票 数

単勝票数 計 293414 的中 � 154506（1番人気）
複勝票数 計 680062 的中 � 436304（1番人気）� 59059（3番人気）� 66726（2番人気）
枠連票数 計 79142 的中 （3－4） 14394（2番人気）
馬連票数 計 373690 的中 �� 62482（2番人気）
馬単票数 計 391594 的中 �� 53242（2番人気）
ワイド票数 計 227576 的中 �� 35022（1番人気）�� 34282（2番人気）�� 12270（6番人気）
3連複票数 計 589075 的中 ��� 87817（1番人気）
3連単票数 計1790905 的中 ��� 89905（2番人気）

ハロンタイム 12．7―10．7―13．0―12．4―13．3―12．8―12．4―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．4―36．4―48．8―1：02．1―1：14．9―1：27．3―1：39．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．8―3F37．0
1
3
・（5，7）－8－3－4（1，6）－9－2・（5，7）8（3，4）（1，6）－（9，2）

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

勝馬の
紹 介

�エーシンザヘッド 
�
父 Curlin 

�
母父 Deputy Commander デビュー 2012．8．26 新潟3着

2010．4．17生 牡4栗 母 Sweet Belle 母母 Sanibel Sole 12戦2勝 賞金 22，860，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トリガー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年4月30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。



10021 3月30日 小雨 重 （26阪神2）第2日 第9競走 1，800�四 国 新 聞 杯
発走14時05分 （芝・右・外）

牝，4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，55�
四国新聞社賞（1着）

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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：44．1

良
良

44 ア ン レ ー ル 牝4鹿 55 北村 宏司 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 454－ 41：50．1 3．6�
11 マイネアルナイル 牝5青鹿55 中井 裕二 �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 490＋ 21：50．31� 25．3�
811 イリュミナンス 牝4鹿 55 高倉 稜中村 昭博氏 松永 幹夫 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 478＋10 〃 クビ 3．4�
55 スリーカーニバル 牝4鹿 55 古川 吉洋永井商事� 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 470± 01：50．61� 18．8�
67 ショウナンバーキン 牝4青 55 国分 恭介国本 哲秀氏 中村 均 新ひだか 静内フアーム 458± 0 〃 アタマ 59．8	
79 ニシノテキーラ 牝6鹿 55 北村 友一西山 茂行氏 浅見 秀一 むかわ 西山牧場 468＋ 41：51．02� 12．0

56 � ア ラ ン ロ ド 牝6栗 55 秋山真一郎村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 446－ 21：51．1� 74．6�
710 サンレガーロ 牝6鹿 55 藤岡 佑介青山 洋一氏 藤岡 健一 安平 追分ファーム 434－ 61：51．2クビ 5．8�
33 アルアマーナ 牝5鹿 55 川須 栄彦 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 追分ファーム 434＋ 61：51．3� 74．4
22 フェータルローズ 牝5栗 55 川島 信二兼松 利男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 450－101：51．72� 8．5�
812 ケイティバローズ 牝4鹿 55 小牧 太猪熊 広次氏 角田 晃一 新冠 石郷岡 雅樹 B486－ 41：51．8クビ 7．7�
68 ラシンティランテ 牝5栗 55 E．ペドロサ �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 464＋ 21：53．410 24．3�

（独）

（12頭）

売 得 金
単勝： 31，385，300円 複勝： 52，056，700円 枠連： 19，427，200円
馬連： 80，669，200円 馬単： 46，680，800円 ワイド： 35，037，600円
3連複： 106，110，600円 3連単： 187，742，200円 計： 559，109，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 170円 � 480円 � 170円 枠 連（1－4） 5，570円

馬 連 �� 5，570円 馬 単 �� 8，710円

ワ イ ド �� 1，750円 �� 390円 �� 1，610円

3 連 複 ��� 6，470円 3 連 単 ��� 45，820円

票 数

単勝票数 計 313853 的中 � 70333（2番人気）
複勝票数 計 520567 的中 � 89767（2番人気）� 21079（8番人気）� 98256（1番人気）
枠連票数 計 194272 的中 （1－4） 2577（18番人気）
馬連票数 計 806692 的中 �� 10689（21番人気）
馬単票数 計 466808 的中 �� 3958（36番人気）
ワイド票数 計 350376 的中 �� 4641（25番人気）�� 24731（1番人気）�� 5060（22番人気）
3連複票数 計1061106 的中 ��� 12110（22番人気）
3連単票数 計1877422 的中 ��� 3024（159番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―11．5―12．6―12．7―12．5―12．3―11．8―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．6―35．1―47．7―1：00．4―1：12．9―1：25．2―1：37．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア ン レ ー ル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2012．12．8 中山9着

2010．1．31生 牝4鹿 母 フレンチバレリーナ 母母 バレークイーン 10戦3勝 賞金 32，104，000円
〔制裁〕 アンレール号の騎手北村宏司は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000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。

10022 3月30日 曇 重 （26阪神2）第2日 第10競走 ��1，400�
しんさいばし

心斎橋ステークス
発走14時40分 （芝・右）
4歳以上，1，600万円以下，25．3．23以降26．3．23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 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．9
1：19．0

良
良

816 オ リ ー ビ ン 牡5栗 58 小牧 太吉田 照哉氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 486－ 21：23．0 4．4�
612 サ マ ー ル ナ 牝5鹿 53 古川 吉洋セゾンレースホース� 木原 一良 新冠 松本 信行 462＋ 41：23．31� 28．7�
714 ニシノビークイック 牡5栗 56 岩崎 翼西山 茂行氏 河内 洋 新ひだか 本桐牧場 488－ 4 〃 ハナ 15．0�
817 ダ ロ ー ネ ガ 牡5鹿 57．5 北村 友一 �キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 494－ 41：23．4� 15．2�
24 アルマリンピア 牝6鹿 53 川須 栄彦飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 480＋ 8 〃 クビ 31．4	
47 テイエムタイホー 牡5栗 57 小坂 忠士竹園 正繼氏 鈴木 孝志 日高 若林 武雄 480＋ 41：23．5クビ 7．9

48 ガイヤースヴェルト 牡4黒鹿56 E．ペドロサ �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 492－ 4 〃 ハナ 3．0�

（独）

510� オーシャンカレント 牡8鹿 55 荻野 琢真吉田 和美氏 今野 貞一 早来 ノーザンファーム 502＋ 21：23．6� 102．9�
713 ヒラボクインパクト 牡6鹿 55 中井 裕二�平田牧場 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 482－12 〃 ハナ 36．1
818 キョウエイアシュラ 牡7鹿 55 中谷 雄太田中 晴夫氏 森田 直行 新ひだか 藤沢牧場 468＋ 21：23．7� 97．7�
23 サカジロロイヤル 牡6黒鹿56 �島 良太ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 浦河 中島牧場 510－ 6 〃 ハナ 29．0�
12 シルクオフィサー 牡6鹿 55 国分 優作有限会社シルク大竹 正博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484＋101：23．8� 34．6�
35 ハングリージャック 牡7黒鹿55 北村 宏司吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム B490± 0 〃 クビ 18．2�
36 クッカーニャ 牝5青鹿53 藤懸 貴志 �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 468－ 21：23．9� 35．2�
59 アンヴァルト 牡7青鹿55 高倉 稜 �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム 484－ 6 〃 クビ 59．6�
715 サトノヒーロー 牡5黒鹿55 城戸 義政里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 530－101：24．0� 39．0�
11 エンドレスノット 牝5鹿 53 川島 信二金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 476＋ 41：24．1クビ 8．3�
611 ラディアーレ 牡6鹿 53 岡田 祥嗣吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム B468－ 21：24．41� 99．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 32，989，500円 複勝： 60，186，000円 枠連： 33，675，300円
馬連： 104，591，100円 馬単： 52，578，300円 ワイド： 45，667，700円
3連複： 143，893，100円 3連単： 224，711，300円 計： 698，292，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 190円 � 700円 � 350円 枠 連（6－8） 4，210円

馬 連 �� 7，140円 馬 単 �� 12，130円

ワ イ ド �� 2，510円 �� 1，040円 �� 3，530円

3 連 複 ��� 25，630円 3 連 単 ��� 131，520円

票 数

単勝票数 計 329895 的中 � 60103（2番人気）
複勝票数 計 601860 的中 � 101706（2番人気）� 18957（9番人気）� 43335（5番人気）
枠連票数 計 336753 的中 （6－8） 5910（17番人気）
馬連票数 計1045911 的中 �� 10821（26番人気）
馬単票数 計 525783 的中 �� 3201（40番人気）
ワイド票数 計 456677 的中 �� 4433（27番人気）�� 11242（8番人気）�� 3118（42番人気）
3連複票数 計1438931 的中 ��� 4144（79番人気）
3連単票数 計2247113 的中 ��� 1261（373番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．0―11．4―11．8―12．6―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
11．9―22．5―33．5―44．9―56．7―1：09．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．5―3F38．1
3 ・（5，7）11，3（1，8）12（2，6，16）18（10，9，15）（4，13，14）17 4 5，7（3，1，11，12）（8，16）2（6，18）15，14，10（9，13，17）4

勝馬の
紹 介

オ リ ー ビ ン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Zilzal デビュー 2011．9．11 阪神2着

2009．1．30生 牡5栗 母 シャンクシー 母母 Rich and Riotous 26戦4勝 賞金 141，635，000円
〔制裁〕 オリービン号の騎手小牧太は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：15番・14番・13番）
※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。
（非当選馬） 7頭 シルヴァーグレイス号・ダイナミックガイ号・タマモマーブル号・ノーブルディード号・ブラーニーストーン号・

メイショウヤタロウ号・ラーストチカ号
※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。



10023 3月30日 曇 重 （26阪神2）第2日 第11競走 ��1，600�
ろっこう

六甲ステークス
発走15時20分 （芝・右・外）
4歳以上；負担重量は，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

賞 品
本 賞 21，000，000円 8，400，000円 5，300，000円 3，200，000円 2，100，000円
付 加 賞 420，000円 120，000円 60，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．0
1：30．7

良
良

11 フ ィ エ ロ 牡5青鹿56 藤岡 佑介金子真人ホール
ディングス� 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 512＋101：35．9 4．2�

713 ラトルスネーク 牡6黒鹿56 秋山真一郎吉田 和美氏 須貝 尚介 新ひだか タイヘイ牧場 514＋ 41：36．32� 9．9�
714 サトノギャラント 牡5黒鹿56 北村 宏司里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 500－ 61：36．61� 3．1�
36 � サンレイレーザー 牡5鹿 55 川須 栄彦永井 啓弍氏 高橋 義忠 新ひだか 岡野牧場 532± 0 〃 クビ 8．8�
24 カネトシディオス 牡7黒鹿56 国分 恭介兼松 昌男氏 田中 章博 浦河 高昭牧場 462＋ 41：36．7� 231．4�
817 ミッキードリーム 牡7栗 58 北村 友一野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 494＋101：36．91	 64．7	
715 テイエムイナズマ 牡4黒鹿56 古川 吉洋竹園 正繼氏 福島 信晴 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 510＋ 2 〃 ハナ 52．5

611 ヒストリカル 牡5黒鹿56 小牧 太近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 448± 01：37．11� 8．0�
23 タムロスカイ 牡7栗 57 川島 信二谷口 屯氏 西園 正都 青森 諏訪牧場 494＋ 41：37．3� 47．4�
48 オートドラゴン 牡10栗 56 藤懸 貴志大戸 時子氏 沖 芳夫 新冠 八木農場 510－ 2 〃 ハナ 369．8
816 セイクリッドセブン 牡7栗 56 
島 良太 �社台レースホース松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486－ 8 〃 アタマ 89．1�
59 ティアップゴールド 牡8鹿 56 荻野 琢真田中 昇氏 西浦 勝一 様似 富田 恭司 478－ 41：37．5� 65．3�
35 シャイニーホーク 牡6栗 57 国分 優作小林 昌志氏 橋口弘次郎 平取 雅 牧場 526－ 61：38．03 79．0�
12 ウインプリメーラ 牝4黒鹿53 中井 裕二�ウイン 大久保龍志 新冠 ビッグレッドファーム 436＋ 61：38．1� 31．5�
612 コスモセンサー 牡7栗 58 岡田 祥嗣 �ビッグレッドファーム 西園 正都 浦河 川越ファーム 522＋ 41：38．84 144．9�
818 リルダヴァル 牡7栗 57 E．ペドロサ �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 506－ 61：39．12 9．6�

（独）

47 ドリームバスケット 牡7栗 57 中谷 雄太セゾンレースホース� 池上 昌弘 日高 荒井ファーム 456－ 41：39．31	 19．4�
510 タイキパーシヴァル 牡6栗 56 高倉 稜�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 508－ 81：40．68 18．5�
（18頭）

売 得 金
単勝： 54，809，400円 複勝： 87，138，200円 枠連： 46，593，900円
馬連： 206，195，300円 馬単： 105，988，100円 ワイド： 74，013，700円
3連複： 278，496，400円 3連単： 470，067，700円 計： 1，323，302，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 170円 � 300円 � 140円 枠 連（1－7） 460円

馬 連 �� 2，450円 馬 単 �� 3，840円

ワ イ ド �� 990円 �� 340円 �� 650円

3 連 複 ��� 2，560円 3 連 単 ��� 14，610円

票 数

単勝票数 計 548094 的中 � 105322（2番人気）
複勝票数 計 871382 的中 � 141060（2番人気）� 57703（6番人気）� 209429（1番人気）
枠連票数 計 465939 的中 （1－7） 75333（1番人気）
馬連票数 計2061953 的中 �� 62204（9番人気）
馬単票数 計1059881 的中 �� 20405（10番人気）
ワイド票数 計 740137 的中 �� 17161（10番人気）�� 58864（1番人気）�� 27338（5番人気）
3連複票数 計2784964 的中 ��� 80523（3番人気）
3連単票数 計4700677 的中 ��� 23756（21番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―12．1―12．0―11．9―11．8―11．7―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．3―35．4―47．4―59．3―1：11．1―1：22．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．5―3F36．6
3 10，12，18（2，3）（4，17）7，6（5，9）13，1，8，15，14，11，16 4 ・（10，12）（3，18）2（4，17）（9，13）6（7，5，1，15）（14，11）8，16
市場取引馬

勝馬の
紹 介

フ ィ エ ロ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Danehill デビュー 2012．7．7 中京1着

2009．3．14生 牡5青鹿 母 ル ビ ー 母母 Offshore Boom 8戦5勝 賞金 69，957，000円
〔その他〕 タイキパーシヴァル号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 カオスモス号
※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。

10024 3月30日 曇 不良 （26阪神2）第2日 第12競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走16時00分 （ダート・右）

1000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

815 マ ラ ネ ロ �5黒鹿 57
56 ☆中井 裕二 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 532＋141：24．2 14．6�
510 サトノアビリティ 牡4栗 57 小牧 太里見 治氏 角居 勝彦 新ひだか 千代田牧場 514－10 〃 クビ 16．1�
612 バハドゥール 牡5鹿 57 北村 友一田所 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 508± 0 〃 ハナ 4．6�
12 � コリンブレッセ 牡5鹿 57 北村 宏司林 正道氏 吉田 直弘 米 Caroline C

Stautberg 514± 01：24．3クビ 4．5�
714� ライオンズバイツ 牡4鹿 57 川須 栄彦黒岩 晴男氏 浜田多実雄 米 Green

Gates Farm 456＋ 21：24．51� 6．9�
59 シゲルケンシン 牡7鹿 57 国分 恭介森中 蕃氏 沖 芳夫 浦河 中村 雅明 476－ 61：24．71	 29．6�
35 ヒ シ ョ ウ �6栗 57 川島 信二岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 新ひだか 岡田スタツド 456－10 〃 クビ 207．1	
36 スマートレパード 牡4栃栗57 E．ペドロサ 大川 徹氏 安田 隆行 新ひだか 飛野牧場 488－ 61：24．8	 3．2


（独）

48 
 リバータイキ 牡5栗 57 藤岡 佑介河越 武治氏 作田 誠二 平取 稲原牧場 514＋ 21：25．01� 13．4�
816 ウォーターサムデイ 牡8鹿 57 高倉 稜山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 476－ 21：25．1	 238．5�
24 トーワフォーエバー 牝4芦 55 古川 吉洋齋藤 すゞ 氏 角田 晃一 浦河 猿橋 義昭 456－ 21：25．2クビ 198．2
611 コスモパルダ 牡5青鹿57 �島 良太 �ビッグレッドファーム 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム 478－20 〃 ハナ 198．5�
23 タイキソレイユ 牝5黒鹿55 岡田 祥嗣�大樹ファーム 作田 誠二 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 454＋ 2 〃 クビ 43．7�
11 テイクファイア 牡4鹿 57 国分 優作加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 470－ 81：25．62	 67．6�
713 スズカジョンブル 牡5鹿 57 森 一馬永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 450－ 81：25．8� 193．1�
47 マルカファイン 牡5栗 57 秋山真一郎河長産業� 松永 昌博 様似 猿倉牧場 506± 01：26．43	 18．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 49，073，800円 複勝： 85，116，000円 枠連： 30，559，900円
馬連： 142，575，500円 馬単： 69，574，900円 ワイド： 54，471，400円
3連複： 169，784，200円 3連単： 309，015，600円 計： 910，171，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，460円 複 勝 � 510円 � 470円 � 180円 枠 連（5－8） 5，580円

馬 連 �� 9，690円 馬 単 �� 18，840円

ワ イ ド �� 2，970円 �� 1，260円 �� 1，210円

3 連 複 ��� 15，750円 3 連 単 ��� 124，420円

票 数

単勝票数 計 490738 的中 � 26587（6番人気）
複勝票数 計 851160 的中 � 38646（7番人気）� 42642（6番人気）� 156106（2番人気）
枠連票数 計 305599 的中 （5－8） 4049（23番人気）
馬連票数 計1425755 的中 �� 10865（32番人気）
馬単票数 計 695749 的中 �� 2726（60番人気）
ワイド票数 計 544714 的中 �� 4413（31番人気）�� 10757（15番人気）�� 11266（12番人気）
3連複票数 計1697842 的中 ��� 7959（46番人気）
3連単票数 計3090156 的中 ��� 1833（371番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．7―12．1―11．9―12．1―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―35．0―47．1―59．0―1：11．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マ ラ ネ ロ �
�
父 Singspiel �

�
母父 Machiavellian デビュー 2011．11．20 京都4着

2009．2．8生 �5黒鹿 母 ドリームスキーム 母母 Dream Ticket 9戦4勝 賞金 35，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔制裁〕 スズカジョンブル号の騎手森一馬は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

バハドゥール号の騎手北村友一は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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 ダノンジュピター号・ハヤブサ号・ライブリシーラ号・ワキノネクサス号
（非抽選馬） 1頭 ドリームハヤテ号
※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。

３レース目



（26阪神2）第2日 3月30日（日曜日） 雨時々曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

不良後重
不良

競走回数 12回 出走頭数 175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

211，560，000円
6，700，000円
1，570，000円
19，260，000円
66，791，500円
4，550，000円
1，680，000円

勝馬投票券売得金
325，462，300円
579，031，200円
202，130，200円
834，377，800円
480，767，300円
368，567，400円
1，131，149，900円
1，986，862，300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 5，908，348，400円

総入場人員 12，094名 （有料入場人員 11，217名）
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