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07013 3月1日 雨 重 （27阪神1）第2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
1：08．8
1：08．7

重
重

816 メジャーガラメキ 牝3栗 54 福永 祐一髙野 哲氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 480＋ 21：11．8 3．5�
24 ノースメイジャイ 牝3鹿 54 M．デムーロ吉澤 克己氏 森田 直行 浦河 藤春 修二 488－ 2 〃 クビ 3．6�
47 ド リ ス 牝3鹿 54 酒井 学杉澤 光雄氏 石橋 守 浦河 浦河小林牧場 460－ 21：12．12 10．9�
713 シゲルハナガサ 牝3栗 54 国分 優作森中 蕃氏 日吉 正和 新冠 富本 茂喜 434＋ 21：12．52� 4．6�
11 ケンブリッジデイズ 牝3栗 54 藤田 伸二中西 宏彰氏 本田 優 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 430± 01：12．71 21．5�
36 ペパーミント 牝3鹿 54 秋山真一郎山本 堅治氏 湯窪 幸雄 日高 いとう牧場 430－ 4 〃 ハナ 99．0�
12 ハギノナトゥーラ 牝3鹿 54 戸崎 圭太日隈 良江氏 高野 友和 新冠 株式会社

ノースヒルズ 490－ 4 〃 クビ 7．3	
714 ラブミーフウジン 牝3鹿 54

51 ▲加藤 祥太小林 祥晃氏 梅田 智之 新ひだか 西村 和夫 396－ 81：12．8クビ 169．4

612 ガールズライン 牝3芦 54

51 ▲三津谷隼人吉永 清美氏 目野 哲也 新ひだか 松本牧場 462＋ 21：12．9� 27．8�
815 メイショウヤソヒメ 牝3鹿 54 武 豊松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 太陽牧場 454－ 41：13．32� 9．2�
510 ヤマニンプチローブ 牝3栗 54 藤岡 佑介土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 428± 01：13．72� 135．0
59 ストレーニア 牝3鹿 54 小牧 太�ノースヒルズ 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 456－ 81：13．8� 141．4�
48 オーミエルサ 牝3鹿 54 畑端 省吾岩﨑 僖澄氏 作田 誠二 新冠 松木 加代 410－ 61：13．9� 335．1�
23 ニシノアウリイ 牝3鹿 54 浜中 俊西山 茂行氏 吉村 圭司 日高 西山牧場 450－ 21：14．22 62．1�
35 エスケイアタック 牝3栗 54 幸 英明服部 新平氏 加藤 敬二 浦河 ヒダカフアーム 446± 01：14．3� 165．4�
611 テイエムモンブラン 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政竹園 正繼氏 浜田多実雄 日高 日高テイエム
牧場株式会社 420＋101：14．61� 244．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，622，300円 複勝： 33，004，600円 枠連： 14，565，400円
馬連： 55，128，900円 馬単： 30，187，200円 ワイド： 30，823，600円
3連複： 75，846，500円 3連単： 99，702，600円 計： 361，881，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 140円 � 140円 � 270円 枠 連（2－8） 470円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，440円

ワ イ ド �� 320円 �� 570円 �� 810円

3 連 複 ��� 2，700円 3 連 単 ��� 9，610円

票 数

単勝票数 計 226223 的中 � 51384（1番人気）
複勝票数 計 330046 的中 � 67872（1番人気）� 66039（2番人気）� 23723（6番人気）
枠連票数 計 145654 的中 （2－8） 23587（1番人気）
馬連票数 計 551289 的中 �� 54969（1番人気）
馬単票数 計 301872 的中 �� 15660（2番人気）
ワイド票数 計 308236 的中 �� 26597（1番人気）�� 13556（7番人気）�� 9044（12番人気）
3連複票数 計 758465 的中 ��� 20996（9番人気）
3連単票数 計 997026 的中 ��� 7521（18番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．8―12．3―12．0―12．4

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メジャーガラメキ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2014．10．11 京都3着

2012．3．1生 牝3栗 母 フローラルグリーン 母母 フローラルマジック 3戦1勝 賞金 7，300，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
※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 エスペランサルル号・ソニック号
（非抽選馬） 1頭 リナシータ号

07014 3月1日 雨 重 （27阪神1）第2日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時30分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

23 アイファーラブオー 牡3鹿 56 秋山真一郎中島 稔氏 �島 一歩 新ひだか 静内山田牧場 530± 01：52．0 2．5�
24 スマートノエル 牝3鹿 54 戸崎 圭太大川 徹氏 吉田 直弘 平取 坂東牧場 458－ 41：52．63� 3．8�
611 タガノフォーエバー 牡3鹿 56

53 ▲城戸 義政八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 522＋ 21：53．34 6．9�

612 タマモアタック 牡3鹿 56 国分 優作タマモ� 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 488－ 8 〃 ハナ 76．1�
36 タイキクロスビー 牡3鹿 56 福永 祐一�大樹ファーム 大久保龍志 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 482－ 21：53．4� 5．6	
47 キングサムソン 牡3鹿 56 小牧 太伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 コスモヴューファーム 478－ 41：53．71� 72．9

510 ウソハッピャク 牡3栗 56 浜中 俊小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 452－ 4 〃 クビ 6．8�
714 セイセイセイ 牡3鹿 56 森 一馬薪浦 亨氏 西村 真幸 安平 吉田 三郎 434－ 21：53．8クビ 226．3�
35 エイダイサンデー 牡3芦 56 幸 英明�東振牧場 田中 章博 むかわ 東振牧場 426－261：54．12 18．5
816 ハードミルキー 牡3栗 56

53 ▲加藤 祥太津田 一男氏 西橋 豊治 日高 ナカノファーム B472－ 61：54．2クビ 203．7�
48 マイネルカサドール 牡3栗 56 柴田 未崎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小野 次郎 新ひだか 橋本牧場 426－ 41：54．41� 359．8�
713 パームリーフ 牡3鹿 56 酒井 学小林竜太郎氏 中川 公成 厚真 大川牧場 B440－ 4 〃 アタマ 254．8�
12 バ ニ ス タ ー 牡3青鹿56 藤田 伸二村上 憲政氏 本田 優 新冠 守矢牧場 B498－ 41：55．78 61．0�
11 ティーエスヘリオ 牡3鹿 56 花田 大昂田畑 利彦氏 柴田 光陽 新ひだか 片岡 博 438± 01：56．12� 428．4�
815 セ イ ブ ア ス 牡3鹿 56 北村 友一薪浦 亨氏 西村 真幸 日高 下川 茂広 488－ 6 〃 ハナ 137．3�
59 パ テ ィ 牝3鹿 54

51 ▲三津谷隼人薪浦 英稔氏 西村 真幸 新ひだか 秋田育成牧場 424－121：56．41� 278．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，547，700円 複勝： 32，676，900円 枠連： 13，071，200円
馬連： 52，061，400円 馬単： 31，699，000円 ワイド： 26，188，500円
3連複： 68，536，000円 3連単： 107，450，700円 計： 357，231，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 130円 � 180円 枠 連（2－2） 450円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 760円

ワ イ ド �� 190円 �� 310円 �� 550円

3 連 複 ��� 1，030円 3 連 単 ��� 3，830円

票 数

単勝票数 計 255477 的中 � 81390（1番人気）
複勝票数 計 326769 的中 � 116866（1番人気）� 57105（2番人気）� 32007（4番人気）
枠連票数 計 130712 的中 （2－2） 22201（2番人気）
馬連票数 計 520614 的中 �� 87533（1番人気）
馬単票数 計 316990 的中 �� 31219（1番人気）
ワイド票数 計 261885 的中 �� 40270（1番人気）�� 20732（3番人気）�� 10376（7番人気）
3連複票数 計 685360 的中 ��� 49560（3番人気）
3連単票数 計1074507 的中 ��� 20317（5番人気）

ハロンタイム 12．7―10．6―13．2―13．1―12．9―12．9―12．2―12．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．3―36．5―49．6―1：02．5―1：15．4―1：27．6―1：39．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アイファーラブオー �
�
父 ティンバーカントリー �

�
母父 タックスパラダイス デビュー 2014．12．6 阪神6着

2012．3．3生 牡3鹿 母 アイファーラブラブ 母母 アイファールミ 5戦1勝 賞金 8，300，000円
〔発走状況〕 パームリーフ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 パームリーフ号は，平成27年3月2日から平成27年3月22日まで出走停止。停止期間の満了後に

発走調教再審査。

第１回 阪神競馬 第２日



07015 3月1日 雨 稍重 （27阪神1）第2日 第3競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走11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
1：32．0
1：30．7

良
良

11 マイネルネーベル 牡3鹿 56 M．デムーロ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム 438± 01：38．0 5．0�
12 オメガハートソング 牝3青鹿54 浜中 俊原 �子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 422± 01：38．1� 2．1�
815 ナリタゴールド 牡3鹿 56 福永 祐一�オースミ 松永 昌博 千歳 社台ファーム 434－ 21：38．52	 4．3�
48 ティーエスバラ 牡3鹿 56 岡田 祥嗣田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 482－ 21：38．92	 282．5�
23 ブ ル ロ ー ネ 牝3黒鹿54 藤田 伸二山口 敦広氏 清水 久詞 新ひだか 小河 豊水 460＋ 21：39．0� 12．4�
36 パイアタウン 牝3栗 54 北村 友一金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 日高 白井牧場 442－ 61：39．2� 117．7	
612 テルメディカラカラ 牝3黒鹿54 武 豊小林 薫氏 石橋 守 新冠 錦岡牧場 446－ 81：39．52 34．3

816 ハ ヤ イ ガ ナ 牡3栗 56 戸崎 圭太三宅 勝俊氏 牧田 和弥 浦河 信成牧場 460± 0 〃 アタマ 102．4�
24 ツジスーパーサクラ 牝3芦 54 幸 英明辻 俊夫氏 田中 章博 新ひだか 岡田スタツド 462± 01：39．81� 18．5�
611 ケンブリッジナイン 牡3鹿 56 秋山真一郎中西 宏彰氏 藤沢 則雄 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 428－ 2 〃 クビ 9．6
713
 エイシンパライソ 牡3栗 56 藤岡 佑介�栄進堂 藤岡 健一 米 Liberation Farm &

Brandywine Farm 506－ 41：39．9クビ 21．6�
59 マイネルジャスト 牡3栗 56 柴田 未崎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新ひだか 畠山牧場 442＋ 21：40．0� 297．8�
35 ロードチャレンジ 牡3栃栗56 酒井 学 �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 432－ 81：40．85 232．5�
47 ナイトディグニティ 牡3黒鹿 56

53 ▲城戸 義政 �サンデーレーシング 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 404± 0 〃 クビ 100．3�
714 チョウゴキゲン 牡3黒鹿56 太宰 啓介丸山 隆雄氏 日吉 正和 新冠 武田牧場 514－ 21：42．18 156．3�
510 キョウワカンナ 牝3芦 54 国分 優作�協和牧場 日吉 正和 新冠 協和牧場 438 ―1：43．69 300．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，013，400円 複勝： 45，449，200円 枠連： 17，240，900円
馬連： 58，851，200円 馬単： 37，232，000円 ワイド： 32，759，200円
3連複： 78，407，600円 3連単： 125，501，200円 計： 426，454，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 160円 � 110円 � 140円 枠 連（1－1） 650円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 1，490円

ワ イ ド �� 260円 �� 440円 �� 190円

3 連 複 ��� 800円 3 連 単 ��� 5，900円

票 数

単勝票数 計 310134 的中 � 48787（3番人気）
複勝票数 計 454492 的中 � 48965（4番人気）� 190551（1番人気）� 63809（2番人気）
枠連票数 計 172409 的中 （1－1） 20498（4番人気）
馬連票数 計 588512 的中 �� 70143（2番人気）
馬単票数 計 372320 的中 �� 18635（5番人気）
ワイド票数 計 327592 的中 �� 30916（2番人気）�� 16095（5番人気）�� 52282（1番人気）
3連複票数 計 784076 的中 ��� 73342（1番人気）
3連単票数 計1255012 的中 ��� 15399（12番人気）

ハロンタイム 12．9―11．0―12．2―12．5―13．1―12．2―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―23．9―36．1―48．6―1：01．7―1：13．9―1：25．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネルネーベル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ステイゴールド デビュー 2015．1．25 京都3着

2012．2．13生 牡3鹿 母 マイネレーツェル 母母 ケイアイベール 3戦1勝 賞金 6，500，000円
〔騎手変更〕 オメガハートソング号の騎手C．ルメールは，騎乗停止のため浜中俊に変更。
〔制裁〕 オメガハートソング号に騎乗予定であった騎手C．ルメールは，調整ルームにおいて携帯電話を使用したことについて

平成27年3月1日から平成27年3月30日まで騎乗停止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 チョウゴキゲン号・キョウワカンナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年4月

1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 アグネスエピソード号
（非抽選馬） 1頭 マコトグランドゥ号

07016 3月1日 雨
（ 芝 ）稍重
（ダート）重 （27阪神1）第2日 第4競走 ��2，970�サラブレッド系障害4歳以上

発走11時30分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
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3：15．7良・良

45 ワンダーバライル 牡8芦 60 佐久間寛志山本 信行氏 日吉 正和 浦河 小柳牧場 494＋103：25．6 10．8�
58 � サウンドビガレス 牡6栗 60 植野 貴也増田 雄一氏 安達 昭夫 米 Center

Hills Farm 492－ 63：26．34 26．1�
46 エアラーテル 牡6栗 60 高田 潤 �ラッキーフィールド笹田 和秀 むかわ 上水牧場 456－203：26．51 7．3�
813 ミヤジエムジェイ 牡7鹿 60 小坂 忠士曽我 司氏 岩元 市三 浦河 村中牧場 520＋ 43：26．71� 2．8�
814 キングブラーボ 牡7黒鹿60 森 一馬村上 稔氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 538＋183：27．65 80．6�
22 テイエムボッケモン 牡4栗 59 黒岩 悠竹園 正繼氏 木原 一良 鹿児島 テイエム牧場 500－ 23：27．7� 17．8	
610 アドマイヤバートン 牡7栗 60 西谷 誠近藤 利一氏 松田 博資 千歳 社台ファーム 500± 0 〃 クビ 13．7

57 � フ ィ オ リ ア 牡7鹿 60 林 満明鳴戸 雄一氏 坪 憲章 米 F. K. N.

Partners 492＋ 23：28．76 46．8�
11 ゴールデンヒーロー 牡5鹿 60 平沢 健治 �シルクレーシング 北出 成人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490＋ 23：29．44 5．3
712 スズカジョンブル 牡6鹿 60 難波 剛健永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 454－ 43：30．35 100．4�
69 	 インキュベーター 
5鹿 60 金子 光希吉澤 克己氏 相沢 郁 日高 下河辺牧場 480－ 83：30．72� 120．3�
711 トウショウカズン 牡8鹿 60 白浜 雄造トウショウ産業� 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 536＋ 23：33．4大差 7．3�
33 タッテナムコーナー 
4栗 59 石神 深一�和田牧場 和田正一郎 日高 藤本ファーム 442＋ 23：34．03� 154．3�
34 タガノナパヴァレー 
6黒鹿60 中村 将之八木 良司氏 岡田 稲男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 480－ 2 （競走中止） 7．8�
（14頭）

売 得 金
単勝： 18，478，000円 複勝： 19，097，400円 枠連： 13，350，100円
馬連： 38，524，500円 馬単： 21，953，300円 ワイド： 20，168，700円
3連複： 56，136，700円 3連単： 75，343，500円 計： 263，052，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，080円 複 勝 � 260円 � 530円 � 220円 枠 連（4－5） 2，040円

馬 連 �� 8，280円 馬 単 �� 15，840円

ワ イ ド �� 2，130円 �� 810円 �� 1，640円

3 連 複 ��� 18，400円 3 連 単 ��� 132，900円

票 数

単勝票数 計 184780 的中 � 13563（6番人気）
複勝票数 計 190974 的中 � 19573（4番人気）� 8137（9番人気）� 24822（2番人気）
枠連票数 計 133501 的中 （4－5） 5064（9番人気）
馬連票数 計 385245 的中 �� 3602（34番人気）
馬単票数 計 219533 的中 �� 1039（63番人気）
ワイド票数 計 201687 的中 �� 2383（33番人気）�� 6632（6番人気）�� 3122（25番人気）
3連複票数 計 561367 的中 ��� 2288（70番人気）
3連単票数 計 753435 的中 ��� 411（450番人気）
上り 1マイル 1：48．4 4F 51．6－3F 38．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→→�→�」
�
�
13－5，6，8，7，14，10（12，2）－（1，3）－9＝11
13－5，6－8－10，7（12，14）－2－1－3，9＝11

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

勝馬の
紹 介

ワンダーバライル �
�
父 シルバーチャーム �

�
母父 Be My Guest デビュー 2009．12．13 阪神12着

2007．4．12生 牡8芦 母 ワンダーグラシア 母母 Delta Town 障害：9戦1勝 賞金 8，800，000円
〔競走中止〕 タガノナパヴァレー号は，1周目7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。
※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 ニシノファブレッド号



07017 3月1日 雨 重 （27阪神1）第2日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12時20分 （芝・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
1：57．8
1：56．1

良
良

11 エアルシアン 牝3鹿 54 池添 謙一 �ラッキーフィールド笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 436 ―2：06．9 5．3�
24 タイセイブレイド 牡3黒鹿56 浜中 俊田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 446 ―2：08．07 7．2�
714 サンライズビジュー 牡3栗 56 藤岡 佑介松岡 隆雄氏 平田 修 日高 ヤナガワ牧場 428 ―2：08．21� 56．9�
510 インスパイアー 牡3栗 56 福永 祐一近藤 英子氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 452 ―2：08．62� 3．8�
23 ハクサンワールド 牡3栗 56 幸 英明河﨑 五市氏 西園 正都 日高 浜本牧場 460 ―2：08．7� 37．7�
612 サンライズフライト 牡3栗 56 武 豊松岡 隆雄氏 浜田多実雄 新ひだか 増本牧場 482 ―2：09．02 21．7	
815 トウカイヒロイン 牝3黒鹿54 国分 優作内村 正則氏 松元 茂樹 平取 二風谷ファーム 464 ―2：09．1� 14．3

611 ゴールドヴィーヴル 牝3黒鹿54 北村 友一杉山 忠国氏 松田 博資 新ひだか 明治牧場 432 ―2：09．2クビ 26．0�
816 ベルシルエット 牝3黒鹿54 M．デムーロ �社台レースホース大久保龍志 千歳 社台ファーム 414 ―2：09．41� 4．4
35 メイショウミツボシ 牡3鹿 56 太宰 啓介松本 好雄氏 本田 優 浦河 日の出牧場 476 ―2：09．93 30．1�
12 エイシンシャンプー 牝3黒鹿54 小牧 太�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 444 ― 〃 クビ 33．1�
36 レッドシャローム 牝3鹿 54 秋山真一郎 �東京ホースレーシング 平田 修 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438 ―2：11．07 31．4�
713 ワンダードクトレス 牝3黒鹿 54

51 ▲城戸 義政山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 446 ―2：11．95 167．7�
47 フィールドメーカー 牡3鹿 56 酒井 学地田 勝三氏 西園 正都 平取 北島牧場 530 ―2：12．43 34．3�
59 ローレルトレゾール 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �ローレルレーシング 中竹 和也 新冠 川島牧場 482 ―2：12．93 52．8�
48 マイネルオルデン 牡3鹿 56 柴田 未崎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 452 ―2：13．64 10．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，653，300円 複勝： 31，324，400円 枠連： 18，369，300円
馬連： 52，136，500円 馬単： 27，362，500円 ワイド： 28，326，700円
3連複： 66，180，500円 3連単： 88，556，600円 計： 338，909，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 210円 � 250円 � 1，410円 枠 連（1－2） 1，290円

馬 連 �� 1，830円 馬 単 �� 3，280円

ワ イ ド �� 760円 �� 5，760円 �� 7，080円

3 連 複 ��� 50，080円 3 連 単 ��� 198，770円

票 数

単勝票数 計 266533 的中 � 39801（3番人気）
複勝票数 計 313244 的中 � 45744（3番人気）� 35352（4番人気）� 4533（15番人気）
枠連票数 計 183693 的中 （1－2） 10970（5番人気）
馬連票数 計 521365 的中 �� 22061（4番人気）
馬単票数 計 273625 的中 �� 6246（7番人気）
ワイド票数 計 283267 的中 �� 10234（5番人気）�� 1231（68番人気）�� 998（80番人気）
3連複票数 計 661805 的中 ��� 991（154番人気）
3連単票数 計 885566 的中 ��� 323（638番人気）

ハロンタイム 13．0―11．4―13．9―12．9―13．2―12．7―12．6―12．7―12．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．4―38．3―51．2―1：04．4―1：17．1―1：29．7―1：42．4―1：54．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エアルシアン �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 フ ジ キ セ キ 初出走

2012．2．18生 牝3鹿 母 スロージンフィズ 母母 キッスパシオン 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔制裁〕 エイシンシャンプー号の騎手小牧太は，1コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番・12番）

サンライズビジュー号の騎手藤岡佑介は，2コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番・1番）
〔その他〕 マイネルオルデン号は，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。

07018 3月1日 雨 重 （27阪神1）第2日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走12時50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

811 ヒラボククラウン 牡3栗 56 武 豊�平田牧場 須貝 尚介 日高 下河辺牧場 466－ 41：10．7 3．3�
33 キタサンサジン 牡3栗 56 小牧 太�大野商事 梅田 智之 新ひだか 米田牧場 504－ 21：10．8� 2．6�
78 オールオブユー 牝3栗 54 藤岡 佑介三田 昌宏氏 浅見 秀一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496－ 4 〃 アタマ 15．5�
22 スキースクール 牝3青鹿54 戸崎 圭太 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476＋ 2 〃 アタマ 3．0�
66 ブルーガーディアン 牡3黒鹿56 酒井 学 �ブルーマネジメント石橋 守 新ひだか 加野牧場 470± 01：10．9� 35．5	
11 タマモイレブン 牡3鹿 56 幸 英明タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 516－ 2 〃 クビ 13．9

44 ビレッジトプテム 牡3栗 56 古川 吉洋村山 輝雄氏 土田 稔 新ひだか 見上牧場 484± 01：11．43 113．1�
67 イ ア ペ ト ス 牡3鹿 56 石神 深一�ミルファーム 武市 康男 浦河 ミルファーム 462－101：11．93 328．5�
55 トウケイファルコン 牡3栗 56 池添 謙一木村 信彦氏 池添 兼雄 新ひだか 木下牧場 484－ 6 〃 ハナ 42．9
79 ノボハニーチャン 牝3黒鹿54 福永 祐一�LS.M 森 秀行 浦河 高昭牧場 438＋ 51：12．64 32．9�
810� アシドベリー 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政�槇本牧場 柴田 光陽 日高 槇本牧場 440－ 81：13．02� 51．3�
（11頭）

売 得 金
単勝： 37，539，900円 複勝： 33，603，500円 枠連： 12，301，800円
馬連： 60，248，200円 馬単： 38，231，400円 ワイド： 30，424，200円
3連複： 76，799，800円 3連単： 147，773，900円 計： 436，922，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 130円 � 210円 枠 連（3－8） 520円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 1，140円

ワ イ ド �� 250円 �� 700円 �� 590円

3 連 複 ��� 1，850円 3 連 単 ��� 6，980円

票 数

単勝票数 計 375399 的中 � 89857（3番人気）
複勝票数 計 336035 的中 � 56260（3番人気）� 81114（1番人気）� 31879（4番人気）
枠連票数 計 123018 的中 （3－8） 18054（2番人気）
馬連票数 計 602482 的中 �� 84659（2番人気）
馬単票数 計 382314 的中 �� 25147（5番人気）
ワイド票数 計 304242 的中 �� 36684（2番人気）�� 10104（9番人気）�� 12247（7番人気）
3連複票数 計 767998 的中 ��� 31009（5番人気）
3連単票数 計1477739 的中 ��� 15346（17番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．4―12．1―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．2―46．3―58．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F36．5
3 ・（8，9）11（3，6，10）1（2，5）－7－4 4 8（9，11）（3，6）（1，10）（2，5）7，4

勝馬の
紹 介

ヒラボククラウン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Rahy デビュー 2014．6．21 函館4着

2012．3．12生 牡3栗 母 ゴーカロライナ 母母 Sulemeif 8戦2勝 賞金 21，150，000円
※イアペトス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



07019 3月1日 雨 不良 （27阪神1）第2日 第7競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走13時20分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，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
1：48．5
1：47．8

重
重

11 ネオジェネシス 牡4鹿 56 M．デムーロ �シルクレーシング 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 528－ 21：50．0 2．3�

56 マコトグロズヌイ 牡4芦 56 戸崎 圭太�ディアマント �島 一歩 安平 ノーザンファーム 516－ 21：50．1	 6．3�
22 スズカアドニス 牡5栗 57 福永 祐一永井 啓弍氏 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 488± 01：50．2	 4．8�
69 マジカルツアー 牡6栗 57 秋山真一郎松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 460－141：50．73 4．4�
68 ダンツキャッチ 
4鹿 56 太宰 啓介山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 522± 01：50．9	 17．7	
45 ショウナンガッチャ 牡4栗 56 浜中 俊国本 哲秀氏 北出 成人 日高 森永牧場 482＋ 41：51．32� 14．1

44 � フロリダブルー 牡5鹿 57 幸 英明 �クイーンズ・ランチ 田島 俊明 米 Darley & Craig

D. Upham 464－ 21：51．83 38．8�
710� アレックスキッド 
5栗 57 小牧 太岡田 牧雄氏 森田 直行 米

Whispering Oaks
Farm & Afleet
Alex Syndicate

492＋ 41：52．54 178．3�
812 ヴァンクウィッシュ 牡4青鹿56 池添 謙一前田 幸治氏 森田 直行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 492－101：52．71 24．6
813 ランドスター 牡4栗 56 北村 友一木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 484－ 81：53．01	 72．6�
57 リリークライマー 牡4鹿 56 酒井 学土井 孝夫氏 池添 兼雄 日高 森永牧場 478＋ 21：53．1	 144．8�
711 レッドルシファー 牡4鹿 56 藤岡 佑介 �東京ホースレーシング 矢作 芳人 新冠 パカパカ

ファーム B458－ 61：53．84 87．3�
33 � ウインゴスペル 牡4栗 56 国分 優作�ウイン 西園 正都 英 Cheveley Park

Stud Ltd B512± 01：54．33 92．2�
（13頭）

売 得 金
単勝： 29，466，800円 複勝： 33，881，300円 枠連： 15，355，000円
馬連： 65，318，900円 馬単： 38，050，400円 ワイド： 32，537，700円
3連複： 78，256，600円 3連単： 133，783，600円 計： 426，650，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 200円 � 150円 枠 連（1－5） 1，030円

馬 連 �� 1，170円 馬 単 �� 1，580円

ワ イ ド �� 380円 �� 220円 �� 550円

3 連 複 ��� 1，160円 3 連 単 ��� 5，750円

票 数

単勝票数 計 294668 的中 � 98772（1番人気）
複勝票数 計 338813 的中 � 88398（1番人気）� 34832（4番人気）� 58156（2番人気）
枠連票数 計 153550 的中 （1－5） 11504（4番人気）
馬連票数 計 653189 的中 �� 43266（4番人気）
馬単票数 計 380504 的中 �� 18001（5番人気）
ワイド票数 計 325377 的中 �� 20683（4番人気）�� 42831（1番人気）�� 13406（7番人気）
3連複票数 計 782566 的中 ��� 50233（2番人気）
3連単票数 計1337836 的中 ��� 16852（13番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．2―36．9―49．0―1：01．1―1：13．2―1：25．2―1：37．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ネオジェネシス �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Demons Begone デビュー 2014．3．16 阪神1着

2011．3．1生 牡4鹿 母 フィックルフレンズ 母母 Prom Knight 5戦2勝 賞金 15，350，000円
〔騎手変更〕 スズカアドニス号の騎手C．ルメールは，騎乗停止のため福永祐一に変更。
〔制裁〕 ショウナンガッチャ号の騎手浜中俊は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：4番）

07020 3月1日 雨 不良 （27阪神1）第2日 第8競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走13時50分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000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

59 エンドレスシャイン 牡4鹿 57 戸崎 圭太岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 日高 白井牧場 440＋ 41：23．3 9．6�
12 トーコーグリーン 牡5黒鹿57 福永 祐一森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 516＋12 〃 クビ 6．3�
612 アリエスムーン 牝4青鹿 55

52 ▲加藤 祥太橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 442－ 41：23．61� 27．7�
36 コアレスキング 牡5鹿 57 酒井 学小林 昌志氏 尾形 充弘 平取 コアレススタッド 534－ 8 〃 ハナ 21．9�
713 リスヴェリアート 牡5鹿 57 M．デムーロ�G1レーシング 松元 茂樹 安平 追分ファーム 446－ 21：23．7クビ 21．2�
48 � レディカリビアン 牝4芦 55 国分 優作山内 邦一氏 安達 昭夫 新冠 森永 聡 448± 0 〃 ハナ 104．7	
47 ケルンウィナー 牡4栗 57 幸 英明谷和 光彦氏 松田 国英 浦河 ひるかわ育

成牧場 506－ 8 〃 アタマ 11．3

24 サンレイデジタル 牡4黒鹿57 難波 剛健永井 啓弍氏 西橋 豊治 浦河 高昭牧場 484＋ 61：23．8� 81．8�
35 � エヴリシーズン 牡5鹿 57

54 ▲城戸 義政飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 450± 0 〃 同着 260．6�
11 アサクサプライド 牡4栗 57 北村 友一田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 462－ 41：24．01 23．5
510 タマモベルモット 牡5鹿 57 太宰 啓介タマモ� 河内 洋 新冠 対馬 正 490－ 6 〃 クビ 39．9�
611 クァンタムギア 牡4黒鹿57 藤岡 佑介廣崎 利洋氏 中内田充正 平取 清水牧場 B466－ 41：24．1クビ 6．2�
23 ミッキーボクサー 牡4黒鹿57 秋山真一郎三木 久史氏 中尾 秀正 青森 ワールドファーム 428－ 41：24．2� 83．9�
816� ウイングパラダイス 牝4鹿 55

52 ▲三津谷隼人池田 實氏 目野 哲也 新ひだか フジワラフアーム 456－ 61：24．41� 80．2�
815 ウォーターショパン 牡4黒鹿57 武 豊山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 460－ 2 〃 アタマ 3．6�
714 ワンダーバイファル 牡4鹿 57 浜中 俊山本 信行氏 牧田 和弥 浦河 大島牧場 470－ 61：25．25 4．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，276，200円 複勝： 48，158，700円 枠連： 23，136，500円
馬連： 81，348，300円 馬単： 37，957，800円 ワイド： 41，940，700円
3連複： 102，561，900円 3連単： 134，237，700円 計： 503，617，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 960円 複 勝 � 300円 � 260円 � 640円 枠 連（1－5） 1，420円

馬 連 �� 2，800円 馬 単 �� 6，400円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 3，730円 �� 3，220円

3 連 複 ��� 28，590円 3 連 単 ��� 148，810円

票 数

単勝票数 計 342762 的中 � 28433（5番人気）
複勝票数 計 481587 的中 � 42779（5番人気）� 53377（4番人気）� 17239（10番人気）
枠連票数 計 231365 的中 （1－5） 12560（9番人気）
馬連票数 計 813483 的中 �� 22478（10番人気）
馬単票数 計 379578 的中 �� 4444（24番人気）
ワイド票数 計 419407 的中 �� 10605（10番人気）�� 2845（43番人気）�� 3304（38番人気）
3連複票数 計1025619 的中 ��� 2690（93番人気）
3連単票数 計1342377 的中 ��� 654（481番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．6―11．9―11．9―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．0―34．6―46．5―58．4―1：10．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エンドレスシャイン �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．8．10 小倉6着

2011．5．11生 牡4鹿 母 マコトエンエン 母母 ケアフルタイミング 15戦2勝 賞金 18，830，000円
〔騎手変更〕 ウォーターショパン号の騎手C．ルメールは，騎乗停止のため武豊に変更。
※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 ローエンイェーガー号



07021 3月1日 雨 重 （27阪神1）第2日 第9競走 ��
��2，200�すみれステークス

発走14時25分 （芝・右）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量，収得賞金1，200万円毎1�
増

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 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：10．0

良
良

55 スピリッツミノル 牡3栗 56 酒井 学吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 484－ 22：20．6 4．1�
88 ライトファンタジア 牝3栗 54 戸崎 圭太吉田 勝己氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 440－ 62：21．13 8．1�
44 ワンダーアツレッタ 牡3黒鹿56 浜中 俊山本 信行氏 河内 洋 浦河 永田 克之 482＋ 22：21．2� 16．8�
33 アンバーグリスキー 牡3鹿 56 武 豊青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 442± 02：21．3クビ 8．1�
22 オメガゴールドレイ 牡3栃栗56 M．デムーロ原 	子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 476－ 8 〃 アタマ 6．4�
66 ナガラフラワー 牝3鹿 54 福永 祐一長良レーシングクラブ 高橋 亮 浦河 大島牧場 444－ 42：21．4
 4．2�
11 キングカラカウア 牡3黒鹿56 四位 洋文窪田 芳郎氏 加藤 征弘 新冠 村上 欽哉 498＋ 22：21．61
 4．5	
77 メイショウリンクス 牡3鹿 56 幸 英明松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 480－ 22：21．91� 15．2

89 ヤマカツボーイ 牡3黒鹿56 池添 謙一山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 456＋ 62：22．0
 36．8�

（9頭）

売 得 金
単勝： 48，451，400円 複勝： 59，916，600円 枠連： 17，529，400円
馬連： 117，897，600円 馬単： 60，592，900円 ワイド： 48，715，500円
3連複： 135，970，200円 3連単： 263，683，600円 計： 752，757，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 180円 � 200円 � 370円 枠 連（5－8） 1，150円

馬 連 �� 1，310円 馬 単 �� 2，070円

ワ イ ド �� 480円 �� 1，200円 �� 1，950円

3 連 複 ��� 8，480円 3 連 単 ��� 31，760円

票 数

単勝票数 計 484514 的中 � 93539（1番人気）
複勝票数 計 599166 的中 � 98897（2番人気）� 80861（4番人気）� 34880（8番人気）
枠連票数 計 175294 的中 （5－8） 11744（5番人気）
馬連票数 計1178976 的中 �� 69280（4番人気）
馬単票数 計 605929 的中 �� 21865（4番人気）
ワイド票数 計 487155 的中 �� 28090（3番人気）�� 10156（21番人気）�� 6088（28番人気）
3連複票数 計1359702 的中 ��� 12022（39番人気）
3連単票数 計2636836 的中 ��� 6018（144番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―12．2―13．3―13．8―13．4―13．0―12．7―12．6―12．4―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．8―24．0―36．2―49．5―1：03．3―1：16．7―1：29．7―1：42．4―1：55．0―2：07．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スピリッツミノル �

父 ディープスカイ �


母父 ラ ム タ ラ デビュー 2014．7．27 札幌7着

2012．3．7生 牡3栗 母 バアゼルクローバー 母母 ストームザミント 10戦3勝 賞金 36，399，000円
〔騎手変更〕 キングカラカウア号の騎手C．ルメールは，騎乗停止のため四位洋文に変更。
※出走取消馬 バイガエシ号（疾病〔感冒〕のため）

07022 3月1日 雨 不良 （27阪神1）第2日 第10競走 ��
��1，800�

い た み

伊丹ステークス
発走15時00分 （ダート・右）
4歳以上，1，600万円以下，26．3．1以降27．2．22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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000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
1：48．5
1：47．8

重
重

510� マ ス ク ゾ ロ 牡4黒鹿55 武 豊門野 重雄氏 岡田 稲男 米
Andre Lynch, Dermot
Ryan, David O’Loughlin
& Petaluma Bloodstock

530－ 61：49．6 2．9�
35 スノーモンキー 牡5鹿 55 福永 祐一石瀬 浩三氏 相沢 郁 新ひだか 藤原牧場 448± 0 〃 クビ 14．2�
36 メイショウスミトモ 牡4鹿 53 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 484＋ 41：49．91� 16．7�
59 キャニオンバレー 牝5青鹿52 戸崎 圭太松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 B504± 01：50．0クビ 14．3�
47 ヒラボクプリンス 牡5鹿 56 池添 謙一�平田牧場 加藤 敬二 浦河 大柳ファーム 498± 0 〃 アタマ 7．7�
713 サイモンガーランド 牝6鹿 53 酒井 学澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 482＋ 4 〃 クビ 47．2	
12 ダノンバトゥーラ 牡4黒鹿55 浜中 俊�ダノックス 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 488＋12 〃 ハナ 4．2

24 	 グレイレジェンド 牡7芦 54 小林 徹弥小野 博郷氏 松永 幹夫 新ひだか 稲葉牧場 480± 0 〃 アタマ 67．5�
816 グレナディアーズ 牡4鹿 56 北村 友一 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 500＋ 81：50．21
 5．1
23 ス ピ ナ ッ チ 牝4黒鹿51 藤田 伸二橋元 勇氣氏 高野 友和 浦河 谷川牧場 470± 01：50．3� 35．4�
612 スプリングシーズン 牡7鹿 54 秋山真一郎 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 516－ 81：51．57 90．2�
611 イースターパレード �6栗 55 太宰 啓介�G1レーシング 平田 修 新ひだか 追分ファーム 516＋ 6 〃 クビ 115．8�
11 グランフィデリオ 牡4青鹿54 M．デムーロ飯田 訓大氏 森 秀行 日高 三城牧場 440＋ 81：51．6� 24．5�
714	 マヤノクレド 牡7鹿 53 岡田 祥嗣田所 英子氏 西村 真幸 新ひだか 前川 隆則 B518＋ 81：51．7� 275．3�
48 アーバンレジェンド 牝5栗 53 四位 洋文吉田 照哉氏 松田 博資 千歳 社台ファーム 460－ 61：52．65 64．3�
815 ヒミノオオタカ 牡5鹿 55 藤岡 佑介佐々木八郎氏 矢作 芳人 新冠 パカパカ

ファーム 476± 01：54．19 92．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 53，994，100円 複勝： 84，505，600円 枠連： 37，953，500円
馬連： 180，795，700円 馬単： 78，665，900円 ワイド： 75，490，700円
3連複： 214，134，800円 3連単： 318，238，100円 計： 1，043，778，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 320円 � 320円 枠 連（3－5） 850円

馬 連 �� 1，910円 馬 単 �� 2，960円

ワ イ ド �� 740円 �� 920円 �� 2，480円

3 連 複 ��� 9，440円 3 連 単 ��� 36，280円

票 数

単勝票数 計 539941 的中 � 146067（1番人気）
複勝票数 計 845056 的中 � 187812（1番人気）� 57966（6番人気）� 58504（5番人気）
枠連票数 計 379535 的中 （3－5） 34341（3番人気）
馬連票数 計1807957 的中 �� 73021（6番人気）
馬単票数 計 786659 的中 �� 19888（8番人気）
ワイド票数 計 754907 的中 �� 26967（5番人気）�� 21395（8番人気）�� 7515（25番人気）
3連複票数 計2141348 的中 ��� 17006（29番人気）
3連単票数 計3182381 的中 ��� 6358（100番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．8―36．3―48．4―1：00．6―1：12．6―1：24．8―1：36．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F37．0
1
3
・（2，9）（1，10）（7，15）（5，11）6（3，8）16（4，12）13，14・（2，9）（1，10）（5，7）15（3，6）11，4－12（16，8，14）13

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

勝馬の
紹 介

�マ ス ク ゾ ロ �
�
父 Roman Ruler �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2013．8．3 新潟13着

2011．2．18生 牡4黒鹿 母 Saravati 母母 Our Dani 9戦4勝 賞金 53，418，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔騎手変更〕 グランフィデリオ号の騎手C．ルメールは，騎乗停止のためM．デムーロに変更。
〔制裁〕 サイモンガーランド号の調教師梅田智之は，登録服色を使用できなかっ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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 アテンファースト号・スズカヴィグラス号・セイスコーピオン号・チェスナットバロン号・ディルガ号・

ミッキーヘネシー号

１レース目



07023 3月1日 雨 不良 （27阪神1）第2日 第11競走 ��
��1，400�第59回阪 急 杯（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・右）
4歳以上；負担重量は，56�，牝馬2�減，26．3．1以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除
く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�
増，26．2．28以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時の成績を
除く）

阪急電鉄株式会社賞（1着）
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 679，000円 194，000円 97，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．9
1：19．0

良
良

713 ダイワマッジョーレ 牡6鹿 56 M．デムーロ大城 敬三氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 446＋ 41：23．8 6．6�
35 ミッキーアイル 牡4鹿 58 浜中 俊野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 482＋ 4 〃 ハナ 7．9�
36 ローブティサージュ 牝5青 54 池添 謙一 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 462＋ 8 〃 クビ 44．0�
12 サドンストーム 牡6栗 56 国分 優作 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480－ 41：24．11� 14．7�
23 ダノンシャーク 牡7鹿 58 福永 祐一�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 462＋181：24．41� 7．5	
59 コパノリチャード 牡5黒鹿58 武 豊小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 494＋ 2 〃 クビ 1．9

714 プリムラブルガリス 牡5鹿 56 小牧 太吉田 照哉氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 488－ 21：24．5	 106．9�
48 
 マジンプロスパー 牡8栗 56 北村 友一佐々木主浩氏 中尾 秀正 新冠 ハシモトフアーム 520－ 61：24．6クビ 66．2�
815 レッドオーヴァル 牝5鹿 54 戸崎 圭太 �東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム 450＋12 〃 クビ 12．5
11 アミカブルナンバー 牝6鹿 54 四位 洋文池谷 誠一氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 466－ 21：24．81 65．1�
47 オ リ ー ビ ン 牡6栗 56 太宰 啓介吉田 照哉氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 484－ 61：25．11� 16．7�
611 リヴェレンテ 牡7青鹿56 幸 英明 �社台レースホース浅見 秀一 安平 追分ファーム 510－ 2 〃 ハナ 84．4�
24 エールブリーズ 牡5青鹿56 秋山真一郎 �社台レースホース�島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 516－ 41：25．31	 23．1�
816 メイショウヤタロウ 牡7鹿 56 藤田 伸二松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 日の出牧場 480－121：25．51 221．9�
612 ハ ノ ハ ノ 牡7鹿 56 酒井 学�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 476＋ 41：25．81� 317．8�
510 ニホンピロアンバー 牝4青鹿54 藤岡 佑介小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 友田牧場 462＋301：27．29 169．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 184，762，800円 複勝： 238，368，100円 枠連： 113，652，700円
馬連： 686，909，200円 馬単： 327，852，900円 ワイド： 262，376，200円
3連複： 1，019，434，800円 3連単： 1，932，250，900円 計： 4，765，607，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 230円 � 340円 � 890円 枠 連（3－7） 2，430円

馬 連 �� 3，390円 馬 単 �� 6，700円

ワ イ ド �� 1，470円 �� 4，590円 �� 4，930円

3 連 複 ��� 48，690円 3 連 単 ��� 236，350円

票 数

単勝票数 計1847628 的中 � 222651（2番人気）
複勝票数 計2383681 的中 � 311611（2番人気）� 181914（5番人気）� 59681（10番人気）
枠連票数 計1136527 的中 （3－7） 36201（10番人気）
馬連票数 計6869092 的中 �� 156979（12番人気）
馬単票数 計3278529 的中 �� 36653（21番人気）
ワイド票数 計2623762 的中 �� 47160（16番人気）�� 14589（40番人気）�� 13564（42番人気）
3連複票数 計10194348 的中 ��� 15701（108番人気）
3連単票数 計19322509 的中 ��� 5927（554番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．6―12．1―11．7―12．1―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．3―34．9―47．0―58．7―1：10．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイワマッジョーレ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Law Society デビュー 2012．2．5 京都1着

2009．1．17生 牡6鹿 母 フ ァ ン ジ カ 母母 Florie 24戦6勝 賞金 293，627，000円
〔騎手変更〕 オリービン号の騎手C．ルメールは，騎乗停止のため太宰啓介に変更。
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりダイワマッジョーレ号は，高松宮記念（GⅠ）競走に優先出走できる。

07024 3月1日 雨 不良 （27阪神1）第2日 第12競走 ��
��1，400�サラブレッド系4歳以上

発走16時10分 （ダート・右）
1000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000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 リバーソウル 牡4黒鹿57 戸崎 圭太林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 454－ 41：23．5 11．0�
11 ウォーシップマーチ 牡5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＋ 81：23．6� 38．0�
815 スペシャルギフト 	4栗 57 浜中 俊 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 490－ 4 〃 ハナ 39．4�
612 クロムレック 牡5栗 57 福永 祐一 �キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 524－14 〃 クビ 4．8�
611 アルデグロリア 牝5栗 55 幸 英明井上 修一氏 浅野洋一郎 新ひだか 元茂牧場 494＋ 21：23．7クビ 99．1�
713 アクションバイオ 牡5黒鹿57 国分 優作バイオ	 西浦 勝一 平取 坂東牧場 496＋ 8 〃 クビ 11．0

816 アイアムナチュラル 牡4鹿 57 藤田 伸二堀 紘一氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 516＋ 21：24．01
 49．9�
714 ツヨシノブルーム 	6芦 57 小林 徹弥横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム 506± 0 〃 クビ 20．3�
23 ワンダーフォルテ 牡7栗 57 水口 優也山本 信行氏 石橋 守 浦河 大島牧場 512＋ 21：24．53 129．4
47 アンナミルト 牝4黒鹿55 M．デムーロ �社台レースホース小崎 憲 千歳 社台ファーム 428－ 6 〃 クビ 2．5�
48 マルカファイン 牡6栗 57 秋山真一郎日下部 猛氏 松永 昌博 様似 猿倉牧場 518＋ 41：24．81
 24．8�
510 マイネオレンジ 牝5栗 55 柴田 未崎 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 矢野 英一 新冠 ビッグレッドファーム B490± 01：24．9クビ 145．6�
24 マーティンオート 牝5鹿 55 太宰 啓介大戸 志浦氏 沖 芳夫 新ひだか 高橋 修 476－ 61：25．11� 29．0�
12 � エンプレスペスカ 牝4青鹿 55

52 ▲城戸 義政山田信太郎氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 454＋101：25．2� 249．6�
59 キングズウェザー 牡5栗 57 武 豊松本 好雄氏 藤沢 則雄 新冠 蛯名牧場 510＋ 41：25．52 4．1�
36 ストリートハンター 牡6鹿 57 北村 友一 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム B512－101：26．77 172．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 64，385，700円 複勝： 85，058，300円 枠連： 41，743，700円
馬連： 238，901，700円 馬単： 88，700，000円 ワイド： 81，631，800円
3連複： 236，882，600円 3連単： 407，801，300円 計： 1，245，105，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，100円 複 勝 � 300円 � 810円 � 970円 枠 連（1－3） 7，620円

馬 連 �� 18，040円 馬 単 �� 26，930円

ワ イ ド �� 3，910円 �� 4，310円 �� 13，850円

3 連 複 ��� 142，010円 3 連 単 ��� 799，070円

票 数

単勝票数 計 643857 的中 � 46666（4番人気）
複勝票数 計 850583 的中 � 83629（4番人気）� 26167（9番人気）� 21455（10番人気）
枠連票数 計 417437 的中 （1－3） 4241（26番人気）
馬連票数 計2389017 的中 �� 10920（38番人気）
馬単票数 計 887000 的中 �� 2470（68番人気）
ワイド票数 計 816318 的中 �� 5412（36番人気）�� 4905（40番人気）�� 1508（75番人気）
3連複票数 計2368826 的中 ��� 1251（220番人気）
3連単票数 計4078013 的中 ��� 370（1174番人気）

ハロンタイム 12．3―10．5―11．2―11．8―12．1―12．2―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―22．8―34．0―45．8―57．9―1：10．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リバーソウル �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Machiavellian デビュー 2013．10．20 京都2着

2011．2．12生 牡4黒鹿 母 ソ ニ ン ク 母母 Sonic Lady 16戦3勝 賞金 35，070，000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） 2頭 アドマイヤキュート号・パッシングブリーズ号
（非抽選馬） 1頭 ハヤブサ号

４レース目



（27阪神1）第2日 3月1日（日曜日） 雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後重後不良
重後不良

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

262，440，000円
7，060，000円
1，820，000円
24，000，000円
69，165，000円
5，636，800円
1，680，000円

勝馬投票券売得金
577，191，600円
745，044，600円
338，269，500円
1，688，122，100円
818，485，300円
711，383，500円
2，209，148，000円
3，834，323，700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 10，921，968，300円

総入場人員 13，366名 （有料入場人員 12，398名）
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