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07073 3月21日 晴 重 （27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00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

48 モズライジン 牡3芦 56 浜中 俊 �キャピタル・システム 矢作 芳人 日高 目黒牧場 468－ 61：53．9 4．9�
35 タムロミラクル 牡3青鹿56 A．シュタルケ 谷口 屯氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 466－ 8 〃 アタマ 6．3�

（独）

23 ク ロ ー ザ ー 牡3栗 56 福永 祐一�ノースヒルズ 松元 茂樹 新冠 株式会社
ノースヒルズ 434－ 61：54．53� 5．3�

611 エッジクリフ 牡3鹿 56 岩田 康誠 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 528 ―1：54．71� 8．0�

11 � サウンドクラフト 牡3鹿 56 川田 将雅増田 雄一氏 吉田 直弘 愛 Grange Stud 474＋ 61：54．91	 3．7�
12 ウインオベロン 牡3黒鹿56 国分 優作�ウイン 宮本 博 新ひだか 城地 清満 462± 01：55．85 28．9	
59 スーパーノヴァ 牡3栗 56 藤岡 佑介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 本田 優 新ひだか グランド牧場 472＋ 21：55．9
 7．8

612 ア ニ エ ー ル 牝3青鹿54 四位 洋文寺田千代乃氏 清水 久詞 えりも エクセルマネジメント 476 ―1：56．43 75．6�
24 オヤマタイザン 牡3鹿 56

53 ▲城戸 義政加藤 泰章氏 松永 幹夫 新冠 石郷岡 雅樹 472－ 21：56．82� 56．6�
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 474－ 41：57．54 21．7
714 ダンツフクキタル 牡3黒鹿56 酒井 学山元 哲二氏 谷 潔 浦河 惣田 英幸 488＋301：57．81
 248．3�
815 ライフトップスター 牡3栗 56

53 ▲加藤 祥太谷岡 正次氏 谷 潔 新ひだか 谷岡 正次 474－ 21：58．11
 236．5�
36 メイショウハシダテ �3鹿 56 小林 徹弥松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 494－ 81：58．2クビ 292．9�
713 コウエイイプシロン 牡3栗 56 和田 竜二伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 前田牧場 494－ 61：58．41	 24．3�
816 サンフェニックス 牡3栗 56 花田 大昂永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 480± 0 〃 クビ 68．7�
510 メイショウデコイ 牝3栗 54 武 幸四郎松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 赤田牧場 440－201：58．93 109．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，807，500円 複勝： 27，377，800円 枠連： 10，303，000円
馬連： 42，186，100円 馬単： 21，654，500円 ワイド： 23，832，500円
3連複： 62，010，300円 3連単： 77，012，600円 計： 284，184，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 190円 � 190円 � 210円 枠 連（3－4） 1，140円

馬 連 �� 1，540円 馬 単 �� 3，550円

ワ イ ド �� 660円 �� 560円 �� 820円

3 連 複 ��� 3，210円 3 連 単 ��� 14，670円

票 数

単勝票数 計 198075 的中 � 32112（2番人気）
複勝票数 計 273778 的中 � 37211（3番人気）� 39006（2番人気）� 31807（4番人気）
枠連票数 計 103030 的中 （3－4） 6948（3番人気）
馬連票数 計 421861 的中 �� 21169（5番人気）
馬単票数 計 216545 的中 �� 4568（11番人気）
ワイド票数 計 238325 的中 �� 9184（6番人気）�� 11247（4番人気）�� 7299（10番人気）
3連複票数 計 620103 的中 ��� 14461（7番人気）
3連単票数 計 770126 的中 ��� 3806（22番人気）

ハロンタイム 13．2―11．8―14．0―12．9―12．7―12．6―12．4―12．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．0―39．0―51．9―1：04．6―1：17．2―1：29．6―1：41．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

モズライジン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ウォーニング デビュー 2015．3．8 中山3着

2012．3．24生 牡3芦 母 グランプリオーロラ 母母 ア ン ダ ン テ 2戦1勝 賞金 6，500，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔制裁〕 キングサムソン号の騎手小牧太は，向正面で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：15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 ティボリゲール号
※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。

07074 3月21日 晴 重 （27阪神1）第7日 第2競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10時30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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

47 タガノフェアリー 牝3鹿 54 和田 竜二八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 476－ 61：25．0 2．1�

612 シゲルハナガサ 牝3栗 54 武 豊森中 蕃氏 日吉 正和 新冠 富本 茂喜 434± 01：25．21� 5．6�
816 メイショウタラチネ 牝3黒鹿54 秋山真一郎松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 460＋ 41：25．51� 13．9�
11 テイエムジョウネツ 牝3黒鹿54 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 416± 01：25．82 12．1�
815 ハギノレイラニ 牝3鹿 54 浜中 俊安岡美津子氏 松田 国英 浦河 大成牧場 406－ 41：26．11� 13．1�
36 トゥーランドット 牝3栗 54 池添 謙一�髙昭牧場 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 442－141：26．52� 31．4	
24 サトノマジカル 牝3青鹿54 岩田 康誠里見 治氏 村山 明 日高 モリナガファーム 420－121：26．6� 64．9

48 サマーサラファン 牝3芦 54 国分 優作セゾンレースホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 430＋ 2 〃 ハナ 247．4�
35 イサミサンキュウ 牝3栗 54 酒井 学前田 哲郎氏 羽月 友彦 浦河 梅田牧場 430－101：26．7� 358．4
12 エイジアンドリーム 牝3鹿 54 福永 祐一太田珠々子氏 藤原 英昭 新ひだか 藤原牧場 474 ― 〃 クビ 5．6�
611 ル フ ナ 牝3鹿 54 菱田 裕二 �キャロットファーム 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 420± 01：27．23 38．6�
510 ミンナノプリンセス 牝3黒鹿54 小牧 太�ターフ・スポート西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 436－121：27．41� 11．0�
714 イッツアトウショウ 牝3栗 54 岡田 祥嗣トウショウ産業� 坪 憲章 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 448－ 21：27．93 100．2�
713 エルフベレーザ 牝3黒鹿54 �島 良太村上 憲政氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム B442± 01：28．22 246．2�
59 メイショウトパーズ 牝3芦 54

51 ▲城戸 義政松本 好�氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 422 ― 〃 アタマ 204．3�
23 セイリングオーダー 牝3栗 54 藤岡 佑介谷掛 龍夫氏 今野 貞一 新ひだか 片山牧場 424－ 81：28．73 104．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，467，000円 複勝： 32，681，700円 枠連： 12，258，000円
馬連： 42，107，100円 馬単： 25，725，500円 ワイド： 26，620，900円
3連複： 57，376，400円 3連単： 78，610，900円 計： 299，847，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 140円 � 190円 枠 連（4－6） 450円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 900円

ワ イ ド �� 250円 �� 490円 �� 780円

3 連 複 ��� 1，490円 3 連 単 ��� 4，980円

票 数

単勝票数 計 244670 的中 � 91207（1番人気）
複勝票数 計 326817 的中 � 93407（1番人気）� 59769（2番人気）� 33251（4番人気）
枠連票数 計 122580 的中 （4－6） 20892（1番人気）
馬連票数 計 421071 的中 �� 55368（1番人気）
馬単票数 計 257255 的中 �� 21304（1番人気）
ワイド票数 計 266209 的中 �� 30702（1番人気）�� 13413（4番人気）�� 7844（10番人気）
3連複票数 計 573764 的中 ��� 28714（3番人気）
3連単票数 計 786109 的中 ��� 11428（4番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．7―12．3―12．4―12．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．2―34．9―47．2―59．6―1：11．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノフェアリー �
�
父 スニッツェル �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2015．2．28 阪神3着

2012．4．18生 牝3鹿 母 ダ ン ル ー ス 母母 ユーキャンドゥイット 2戦1勝 賞金 6，500，000円

第１回 阪神競馬 第７日



07075 3月21日 晴 重 （27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00分 （ダート・右）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

612 エルメネジルド 牡3鹿 56 岩田 康誠飯田 正剛氏 中内田充正 新ひだか 千代田牧場 474 ―1：54．5 6．1�
510� エイシンハリケーン �3栗 56 福永 祐一�栄進堂 大久保龍志 米 Glennwood

Farm Inc 514 ― 〃 クビ 2．5�
815 ダノンプレジデント 牡3黒鹿56 和田 竜二�ダノックス 高野 友和 新ひだか 岡田スタツド 466 ―1：54．71	 19．8�
36 ガールズルール 牝3栗 54 田中 健 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 460 ―1：54．91
 10．6�
12 キ ヨ マ サ 牡3黒鹿56 国分 優作岡 浩二氏 大根田裕之 熊本 村山 光弘 472 ― 〃 アタマ 131．9	
816 テイエムジンソク 牡3芦 56 竹之下智昭竹園 正繼氏 木原 一良 日高 日高テイエム

牧場株式会社 486 ―1：55．53	 24．3

11 ラフィングクラブ 牡3黒鹿56 荻野 琢真吉田 勝己氏 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496 ―1：55．71	 10．7�
714 リュクスカフェ 牡3黒鹿56 秋山真一郎田畑 憲士氏 平田 修 千歳 社台ファーム 452 ― 〃 ハナ 17．8�
24 ギャラクシーツアー 牝3鹿 54 藤岡 佑介 �社台レースホース小崎 憲 千歳 社台ファーム 416 ―1：56．01� 58．1
35 ハイエストシルバー 牡3芦 56 菱田 裕二 �社台レースホース岡田 稲男 千歳 社台ファーム 528 ― 〃 ハナ 21．7�
23 ノ ー ク ラ イ �3栗 56 池添 謙一山住 勲氏 須貝 尚介 新ひだか チャンピオンズファーム 454 ― 〃 ハナ 56．6�
611 アグネスマクシム 牝3栗 54 川田 将雅渡辺公美子氏 �島 一歩 千歳 社台ファーム 462 ―1：56．21
 16．7�
713 スズカファイン 牡3栗 56 小牧 太永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 480 ―1：57．79 5．4�
48 メイショウエリー 牝3黒鹿54 武 幸四郎松本 好�氏 松永 昌博 浦河 浦河日成牧場 494 ―1：57．91	 91．4�
47 タマモミルフィーユ 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政タマモ� 藤沢 則雄 新ひだか 岡田牧場 442 ―1：58．0クビ 245．3�
59 ランドギャラクシー 牡3青鹿 56

53 ▲加藤 祥太木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 520 ―1：58．74 138．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 19，348，600円 複勝： 27，598，100円 枠連： 13，392，000円
馬連： 39，077，200円 馬単： 20，799，600円 ワイド： 19，866，600円
3連複： 48，244，700円 3連単： 62，376，500円 計： 250，703，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 190円 � 130円 � 420円 枠 連（5－6） 600円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，940円

ワ イ ド �� 340円 �� 1，570円 �� 820円

3 連 複 ��� 3，990円 3 連 単 ��� 20，920円

票 数

単勝票数 計 193486 的中 � 25336（3番人気）
複勝票数 計 275981 的中 � 34551（3番人気）� 74846（1番人気）� 11838（8番人気）
枠連票数 計 133920 的中 （5－6） 17273（2番人気）
馬連票数 計 390772 的中 �� 41657（1番人気）
馬単票数 計 207996 的中 �� 8022（3番人気）
ワイド票数 計 198666 的中 �� 16828（1番人気）�� 2990（20番人気）�� 5999（7番人気）
3連複票数 計 482447 的中 ��� 9062（10番人気）
3連単票数 計 623765 的中 ��� 2161（45番人気）

ハロンタイム 12．9―11．2―14．0―13．9―13．4―12．9―12．3―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．1―38．1―52．0―1：05．4―1：18．3―1：30．6―1：42．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エルメネジルド �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 Mining 初出走

2012．5．30生 牡3鹿 母 ハローレイチェル 母母 One Smart Lady 1戦1勝 賞金 6，000，000円
※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 アセイラント号・サトノシャルマン号・サンライズリゾート号・ジェイエルフリート号・ゼットジョイ号・

マサノシルバー号・メイショウソウソウ号

07076 3月21日 晴 稍重 （27阪神1）第7日 第4競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走11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

12 ブ ル ロ ー ネ 牝3黒鹿54 武 豊山口 敦広氏 清水 久詞 新ひだか 小河 豊水 464＋ 41：36．2 21．8�
35 スーサンジョイ 牡3鹿 56 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 細道牧場 494－ 41：36．52 17．7�
611 ノミネーション 牡3黒鹿56 国分 優作石川 達絵氏 矢作 芳人 新ひだか タイヘイ牧場 458＋101：36．71� 123．7�
714 サウンドギャツビー 牡3黒鹿56 秋山真一郎増田 雄一氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 484－ 21：37．01� 21．0�
510 オメガハートソング 牝3青鹿54 岩田 康誠原 �子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 420－ 2 〃 アタマ 1．7�
815 メイショウナガヨリ 牡3鹿 56 酒井 学松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 林 孝輝 450± 01：37．21� 325．0�
47 ピースオブジャパン 牡3栗 56 池添 謙一小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 480－ 21：37．3� 7．9	
24 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 484＋ 21：37．51� 100．2

59 キスザミュージック 牝3鹿 54 浜中 俊吉田 千津氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 444 ―1：37．71� 7．8�
36 ジョーキーパーソン 牡3鹿 56

53 ▲加藤 祥太上田けい子氏 角田 晃一 浦河 斉藤 政志 438± 01：37．91 387．5�
816 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 458＋ 61：38．11� 5．9
48 グランマーロン 牝3栗 54 菱田 裕二間宮 秀直氏 牧田 和弥 浦河 大柳ファーム 428± 01：38．41� 361．9�
612 エターナルスカイ 牝3鹿 54 武 幸四郎 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 434－ 2 〃 クビ 61．6�
713 ハクサンワールド 牡3栗 56 A．シュタルケ 河﨑 五市氏 西園 正都 日高 浜本牧場 464＋ 41：38．5� 28．6�

（独）

11 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 422－ 61：38．92� 43．2�
23 ローガンカズマ 牡3栗 56 小牧 太�雅苑興業 西浦 勝一 浦河 酒井牧場 448± 01：41．2大差 139．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，738，800円 複勝： 67，342，600円 枠連： 15，233，800円
馬連： 50，758，900円 馬単： 34，722，700円 ワイド： 30，108，300円
3連複： 64，237，600円 3連単： 104，018，500円 計： 393，161，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，180円 複 勝 � 890円 � 730円 � 3，570円 枠 連（1－3） 7，760円

馬 連 �� 13，410円 馬 単 �� 34，900円

ワ イ ド �� 3，230円 �� 13，220円 �� 10，070円

3 連 複 ��� 166，700円 3 連 単 ��� 1，753，800円

票 数

単勝票数 計 267388 的中 � 9790（7番人気）
複勝票数 計 673426 的中 � 20279（7番人気）� 25413（5番人気）� 4750（13番人気）
枠連票数 計 152338 的中 （1－3） 1520（18番人気）
馬連票数 計 507589 的中 �� 2933（29番人気）
馬単票数 計 347227 的中 �� 746（65番人気）
ワイド票数 計 301083 的中 �� 2436（30番人気）�� 584（65番人気）�� 768（59番人気）
3連複票数 計 642376 的中 ��� 289（195番人気）
3連単票数 計1040185 的中 ��� 43（1409番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―12．0―12．3―12．3―11．6―11．3―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．2―36．2―48．5―1：00．8―1：12．4―1：23．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブ ル ロ ー ネ �
�
父 サムライハート �

�
母父 マルゼンスキー デビュー 2014．8．10 小倉3着

2012．3．20生 牝3黒鹿 母 ブルーレインボウ 母母 アクティブリード 7戦1勝 賞金 9，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ローガンカズマ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年4月21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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 カプリオーレ号・ヤマイチサクラ号
（非抽選馬） 2頭 アグネスエンジェル号・カガノカリスマ号
※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21日 晴 良 （27阪神1）第7日 第5競走 ��
��2，400�サラブレッド系3歳

発走12時20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
2：24．2
2：22．1

良
良

34 ゼットスマイル 牡3栗 56 四位 洋文�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム 482－ 82：31．1 18．2�
712 レッドサバス 牡3黒鹿56 福永 祐一 �東京ホースレーシング 松田 国英 千歳 社台ファーム 464－ 42：31．31� 2．9�
814 スプランドゥール 牡3青鹿56 A．シュタルケ �キャロットファーム 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 460－ 82：31．4� 13．8�

（独）

713 ゴールドグローリー 牝3栗 54 和田 竜二居城 要氏 友道 康夫 新冠 北勝ファーム 492－ 42：31．5クビ 5．5�
47 ユ キ ヒ ョ ウ 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣西村 憲人氏 藤沢 則雄 浦河 高昭牧場 458－ 8 〃 クビ 30．1	
611 アドマイヤホーク 牡3栗 56 岩田 康誠近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 470－ 42：32．24 2．1

22 オメガレイノワール 牡3青鹿56 秋山真一郎原 �子氏 安田 隆行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 430＋122：32．3� 18．5�
610 バトルボンネビル 牡3芦 56

53 ▲城戸 義政宮川 秋信氏 森田 直行 浦河 山田 昇史 446± 0 〃 アタマ 338．4�
59 フレンドリーアロー 牡3黒鹿56 小牧 太増山 武志氏 武市 康男 新冠 飛渡牧場 438－ 42：32．51	 180．5
815 ディーバスター 牝3黒鹿54 藤岡 佑介�ノースヒルズ 松元 茂樹 新冠 株式会社

ノースヒルズ 406－ 42：33．35 124．5�
46 ウインベーネ 牡3栗 56 池添 謙一�ウイン 日吉 正和 新冠 コスモヴューファーム 454＋ 42：33．93� 121．1�
35 クリノトイトイ 牡3栗 56 荻野 琢真栗本 博晴氏 大江原 哲 青森 藤森 亮二 434－ 82：34．32� 268．7�
23 ブランニューデイ 牝3青鹿54 菱田 裕二市川 義美氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 454－ 82：34．61
 105．3�
58 ハクユウファイアー 牡3黒鹿56 国分 優作 �H.Iコーポレーション 目野 哲也 新冠 佐藤 信広 554－ 12：36．6大差 208．5�
11 オウケンクイーン 牝3栗 54 浜中 俊福井 明氏 千田 輝彦 日高 シンボリ牧場 466－142：40．2大差 123．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 22，208，000円 複勝： 29，320，700円 枠連： 13，187，100円
馬連： 44，739，100円 馬単： 27，503，900円 ワイド： 25，048，900円
3連複： 67，089，300円 3連単： 98，482，900円 計： 327，579，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，820円 複 勝 � 360円 � 140円 � 300円 枠 連（3－7） 1，440円

馬 連 �� 1，770円 馬 単 �� 4，990円

ワ イ ド �� 540円 �� 1，740円 �� 670円

3 連 複 ��� 6，310円 3 連 単 ��� 46，060円

票 数

単勝票数 計 222080 的中 � 9719（5番人気）
複勝票数 計 293207 的中 � 16506（6番人気）� 77461（2番人気）� 21460（4番人気）
枠連票数 計 131871 的中 （3－7） 7055（6番人気）
馬連票数 計 447391 的中 �� 19555（5番人気）
馬単票数 計 275039 的中 �� 4131（15番人気）
ワイド票数 計 250489 的中 �� 12514（4番人気）�� 3489（16番人気）�� 9774（7番人気）
3連複票数 計 670893 的中 ��� 7964（18番人気）
3連単票数 計 984829 的中 ��� 1550（117番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―12．0―12．3―12．4―12．9―13．7―13．9―12．9―12．0―12．0―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．8―23．9―35．9―48．2―1：00．6―1：13．5―1：27．2―1：41．1―1：54．0―2：06．0―2：18．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゼットスマイル �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2014．8．3 札幌7着

2012．3．18生 牡3栗 母 ゼットフウリン 母母 サーモンタイム 8戦1勝 賞金 6，250，000円
〔制裁〕 バトルボンネビル号の騎手城戸義政は，負担重量について注意義務を怠り戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハクユウファイアー号・オウケンクイーン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成27年4月21日まで平地競走に出走できない。
※フレンドリーアロー号は，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。

07078 3月21日 晴 稍重 （27阪神1）第7日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時55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

816 シンゼンガンプ 牡3鹿 56 秋山真一郎原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 樋渡 志尚 456－ 41：51．5 16．6�
23 バスタータイプ 牡3鹿 56 和田 竜二村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 藤原牧場 504＋ 41：51．6� 4．1�
11 トップディーヴォ 牡3鹿 56 四位 洋文�コオロ 昆 貢 新冠 細川農場 474＋ 21：51．81� 3．5�
59 マルカウォーレン 牡3黒鹿56 福永 祐一日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 510－101：52．01� 5．0�
714 ヒルノデンハーグ 牡3栗 56 	島 良太�ヒルノ 昆 貢 新冠 オリエント牧場 480± 01：52．53 22．2	
611 ドラゴンバローズ 牡3栗 56 菱田 裕二猪熊 広次氏 武田 博 新ひだか ヒサイファーム 482± 0 〃 アタマ 66．3

713 モルトベーネ 牡3栗 56 酒井 学三宅 正義氏 松永 昌博 浦河 櫛桁牧場 454－ 61：52．6クビ 33．6�
48 ラブミークン 牡3栗 56

53 ▲加藤 祥太小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか グランド牧場 468± 01：52．81� 53．4�
47 サージェントバッジ 牡3黒鹿56 A．シュタルケ 大塚 亮一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B486－ 2 〃 クビ 7．7

（独）

510 アイファーラブオー 牡3鹿 56 川田 将雅中島 稔氏 	島 一歩 新ひだか 静内山田牧場 528－ 21：52．9� 9．1�
24 マウントハレアカラ 牡3鹿 56 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 日高 日高大洋牧場 460－ 21：54．07 27．6�
815 ディグニファイド 牡3栗 56 岩田 康誠 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 522－ 8 〃 クビ 35．4�
12 
 シゲルエベッサン 牡3鹿 56 藤岡 佑介森中 蕃氏 木原 一良 米 Paca Paca

Farm 480－ 21：54．1クビ 41．0�
35 ウイングアクティブ 牡3鹿 56 国分 優作池田 實氏 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 458－ 41：54．2� 259．4�
36 キングルアウ 牡3鹿 56

53 ▲城戸 義政 �社台レースホース藤岡 健一 安平 追分ファーム 500± 01：54．62� 87．0�
612 アイファーサラオー 牡3鹿 56 小牧 太中島 稔氏 坪 憲章 新冠 大林ファーム 472－ 21：54．92 52．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，037，600円 複勝： 55，866，000円 枠連： 18，387，700円
馬連： 66，210，300円 馬単： 30，940，000円 ワイド： 37，595，800円
3連複： 85，704，400円 3連単： 105，550，300円 計： 431，292，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，660円 複 勝 � 250円 � 150円 � 150円 枠 連（2－8） 1，970円

馬 連 �� 2，780円 馬 単 �� 6，600円

ワ イ ド �� 870円 �� 1，080円 �� 280円

3 連 複 ��� 2，630円 3 連 単 ��� 24，970円

票 数

単勝票数 計 310376 的中 � 14891（6番人気）
複勝票数 計 558660 的中 � 43933（6番人気）� 112193（1番人気）� 107933（2番人気）
枠連票数 計 183877 的中 （2－8） 7233（9番人気）
馬連票数 計 662103 的中 �� 18401（10番人気）
馬単票数 計 309400 的中 �� 3513（24番人気）
ワイド票数 計 375958 的中 �� 10313（8番人気）�� 8147（12番人気）�� 40132（1番人気）
3連複票数 計 857044 的中 ��� 24404（4番人気）
3連単票数 計1055503 的中 ��� 3064（62番人気）

ハロンタイム 12．7―10．7―12．6―12．0―12．7―13．0―12．7―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．4―36．0―48．0―1：00．7―1：13．7―1：26．4―1：38．7

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

シンゼンガンプ �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2014．8．10 札幌2着

2012．4．30生 牡3鹿 母 ローレルオードリー 母母 ア プ レ シ ェ 6戦2勝 賞金 18，800，000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21日 晴 稍重 （27阪神1）第7日 第7競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走13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
1：08．8
1：08．7

重
重

33 � トータルヒート 牝4栗 55 浜中 俊 �キャロットファーム 平田 修 米 Shadai Corpo-
ration, LTD. 468＋ 81：11．7 1．9�

79 � ストームジャガー 牡5鹿 57 岩田 康誠馬場 幸夫氏 安田 隆行 米 Cloverleaf
Farms II, Inc. 490－ 21：11．91	 2．8�

22 カゼニタツライオン 牡5栗 57 菱田 裕二小田切 光氏 音無 秀孝 新ひだか 田中 裕之 526－ 41：12．64 29．1�
56 
 ファイアキング 牡5鹿 57 藤岡 佑介栗本 博晴氏 伊藤 伸一 浦河 恵比寿牧場 B452－16 〃 クビ 189．8�
44 
 サンライズシルバー 牡5芦 57

54 ▲加藤 祥太松岡 隆雄氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 472－ 21：12．7クビ 23．2�
67 キョウワランサー 牡4栗 57 福永 祐一�協和牧場 五十嵐忠男 新冠 協和牧場 474－ 2 〃 ハナ 6．1	
710
 ノ イ 牝5鹿 55 竹之下智昭平山 靖氏 千田 輝彦 安平 ノーザンファーム 458＋ 41：12．8	 207．1

812 ナムラアッパー 牡4鹿 57

54 ▲城戸 義政奈村 信重氏 福島 信晴 浦河 谷川牧場 422± 0 〃 クビ 27．9�
811 ボールドジャパン 牡4鹿 57 川田 将雅増田 陽一氏 中村 均 新冠 武田 修一 510－ 41：13．11� 11．2�
68 
 オシャレバンチョウ 牡5鹿 57 国分 優作 ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松下 武士 新ひだか 藤本牧場 478＋ 41：13．2	 152．3�
55 ディアプリンセス 牝5黒鹿55 小牧 太栗本 博晴氏 飯田 雄三 日高 松平牧場 444－ 41：13．3	 230．0�
11 ヴェンセール 牡5鹿 57 �島 良太桐谷 茂氏 中野 栄治 日高 田端牧場 478－ 41：14．910 75．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 24，179，000円 複勝： 34，589，400円 枠連： 11，823，200円
馬連： 50，629，200円 馬単： 33，190，800円 ワイド： 23，664，600円
3連複： 62，687，800円 3連単： 130，246，000円 計： 371，010，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 110円 � 380円 枠 連（3－7） 240円

馬 連 �� 230円 馬 単 �� 370円

ワ イ ド �� 150円 �� 780円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 1，980円 3 連 単 ��� 4，700円

票 数

単勝票数 計 241790 的中 � 96824（1番人気）
複勝票数 計 345894 的中 � 156024（1番人気）� 77464（2番人気）� 9018（7番人気）
枠連票数 計 118232 的中 （3－7） 37654（1番人気）
馬連票数 計 506292 的中 �� 167117（1番人気）
馬単票数 計 331908 的中 �� 66078（1番人気）
ワイド票数 計 236646 的中 �� 55416（1番人気）�� 6257（10番人気）�� 4528（14番人気）
3連複票数 計 626878 的中 ��� 23663（6番人気）
3連単票数 計1302460 的中 ��� 20080（13番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―11．8―12．1―11．8―12．5

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�トータルヒート �
�
父 Street Cry �

�
母父 Unusual Heat デビュー 2013．8．4 小倉8着

2011．4．14生 牝4栗 母 Lethal Heat 母母 Lethal Leta 13戦2勝 賞金 26，150，000円

07080 3月21日 晴 稍重 （27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13時55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

811 ヴェルメンティーノ 牝4栗 55 和田 竜二吉川 朋宏氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム B432－ 21：52．8 9．1�
810� ヤ マ ガ ー ル 牝5栗 55 岡田 祥嗣西村新一郎氏 中野 栄治 新ひだか 元茂牧場 514－ 41：53．43� 34．5�
67 サンレイフローラ 牝5鹿 55 武 豊永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 B450－ 41：53．82� 3．1�
79 ウインクルミラクル 牝4鹿 55 福永 祐一�有能 高橋 亮 新冠 隆栄牧場 460－ 21：54．11� 2．5�
44 ウォーターフレアー 牝4黒鹿 55

52 ▲城戸 義政山岡 良一氏 河内 洋 浦河 伏木田牧場 488－ 21：54．41� 7．6�
55 � ウイングパラダイス 牝4鹿 55 小林 徹弥池田 實氏 目野 哲也 新ひだか フジワラフアーム 458－ 21：54．72 37．9	
33 カシノソラーレ 牝5栗 55

52 ▲加藤 祥太柏木 務氏 日吉 正和 鹿児島 柏木 務 476－ 61：54．8� 62．5

78 ビジュートウショウ 牝4栗 55 荻野 琢真トウショウ産業� 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 B452± 01：54．9� 5．3�
11 サ チ ヒ メ 牝5青鹿55 国分 優作林 孝輝氏 日吉 正和 日高 鹿戸 美明 440－ 61：55．21� 145．9�
22 スヴァラッシー 牝4青鹿55 菱田 裕二吉田 正志氏 松下 武士 安平 追分ファーム 444－ 81：55．73 26．7
66 シュバインハーベン 牝4栗 55 酒井 学長井 純一氏 沖 芳夫 新ひだか 谷岡牧場 410－ 61：57．08 259．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 22，298，400円 複勝： 24，778，100円 枠連： 11，529，800円
馬連： 48，107，100円 馬単： 30，582，300円 ワイド： 25，287，800円
3連複： 63，106，700円 3連単： 124，215，700円 計： 349，905，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 290円 � 380円 � 140円 枠 連（8－8） 8，450円

馬 連 �� 10，600円 馬 単 �� 18，630円

ワ イ ド �� 2，960円 �� 570円 �� 1，320円

3 連 複 ��� 11，230円 3 連 単 ��� 91，420円

票 数

単勝票数 計 222984 的中 � 19551（5番人気）
複勝票数 計 247781 的中 � 18900（5番人気）� 13441（6番人気）� 61037（2番人気）
枠連票数 計 115298 的中 （8－8） 1057（15番人気）
馬連票数 計 481071 的中 �� 3515（25番人気）
馬単票数 計 305823 的中 �� 1231（42番人気）
ワイド票数 計 252878 的中 �� 2091（29番人気）�� 12066（7番人気）�� 4826（15番人気）
3連複票数 計 631067 的中 ��� 4214（33番人気）
3連単票数 計1242157 的中 ��� 985（209番人気）

ハロンタイム 12．8―10．7―12．7―12．5―12．9―12．7―13．2―12．5―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．5―36．2―48．7―1：01．6―1：14．3―1：27．5―1：40．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．2―3F38．5
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ヴェルメンティーノ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Hussonet デビュー 2013．11．16 京都1着

2011．3．18生 牝4栗 母 ド メ ー ヌ 母母 Walkabout 10戦2勝 賞金 17，200，000円



07081 3月21日 晴 良 （27阪神1）第7日 第9競走 ��
��1，800�

す ま

須 磨 特 別
発走14時25分 （芝・右・外）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：43．9

良
良

11 フェイマスエンド 牡4栗 57 福永 祐一 �シルクレーシング �島 一歩 新冠 中村農場 478－ 81：48．2 2．0�
22 ブレイヴリー 牡4鹿 57 国分 優作岡田 牧雄氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド B482－ 41：48．41	 69．0�
33 フォルシャー 牡4栗 57 A．シュタルケ �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＋ 41：48．71
 22．6�

（独）

78 ラテラルアーク 牡4栗 57 四位 洋文 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 昆 貢 新ひだか カントリー牧場 486－ 61：48．8
 5．3�

77 ノーブルコロネット 牝5鹿 55 池添 謙一�G1レーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 500＋ 41：49．01	 13．7	
55 オウケンブラック 牡4鹿 57 川田 将雅福井 明氏 田中 剛 洞�湖 レイクヴィラファーム 462± 01：49．31
 5．7

89 ハッピーモーメント 牡5鹿 57 浜中 俊 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 492＋ 41：49．4クビ 5．5�
44 バ リ ス 牡4栗 57 菱田 裕二杉澤 光雄氏 小野 次郎 新冠 小泉牧場 486± 0 〃 クビ 14．9�
66 � ファルスター 牡7鹿 57 和田 竜二佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 490± 01：49．5クビ 114．6
810� ゴ ー ス ル ー 牡5鹿 57 小牧 太 �静内白井牧場 田中 章博 新ひだか 橋本牧場 448－ 41：50．03 142．3�

（10頭）

売 得 金
単勝： 39，245，700円 複勝： 51，737，800円 枠連： 15，595，400円
馬連： 88，674，000円 馬単： 48，490，100円 ワイド： 39，279，200円
3連複： 105，178，300円 3連単： 190，841，200円 計： 579，041，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 130円 � 890円 � 380円 枠 連（1－2） 4，980円

馬 連 �� 6，510円 馬 単 �� 8，580円

ワ イ ド �� 1，620円 �� 800円 �� 7，550円

3 連 複 ��� 17，290円 3 連 単 ��� 73，090円

票 数

単勝票数 計 392457 的中 � 155688（1番人気）
複勝票数 計 517378 的中 � 165826（1番人気）� 10274（8番人気）� 27630（7番人気）
枠連票数 計 155954 的中 （1－2） 2423（16番人気）
馬連票数 計 886740 的中 �� 10554（19番人気）
馬単票数 計 484901 的中 �� 4235（33番人気）
ワイド票数 計 392792 的中 �� 6214（21番人気）�� 13283（10番人気）�� 1285（35番人気）
3連複票数 計1051783 的中 ��� 4560（44番人気）
3連単票数 計1908412 的中 ��� 1893（202番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．6―12．3―12．6―12．6―11．5―11．6―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．5―35．1―47．4―1：00．0―1：12．6―1：24．1―1：35．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フェイマスエンド �
�
父 シルクフェイマス �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2014．1．6 京都7着

2011．3．31生 牡4栗 母 シルキーウィズ 母母 グレイスカップ 13戦3勝 賞金 37，741，000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。

07082 3月21日 晴 稍重 （27阪神1）第7日 第10競走 ��
��1，200�なにわステークス

発走15時00分 （ダート・右）
4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

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 427，000円 122，000円 61，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．7

重
重

47 � ベストルーラー 牡4黒鹿57 浜中 俊馬場 幸夫氏 石坂 正 米 J. Adcock 500－ 21：10．5 14．5�
23 ドニカナルボーイ 牡5黒鹿57 岩田 康誠廣崎 利洋氏 中内田充正 日高 下河辺牧場 456± 0 〃 クビ 4．7�
714 ワ デ ィ 牝4栗 55 藤岡 佑介 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 464＋ 21：10．71 3．5�
24 テーオーソルジャー 牡4栗 57 秋山真一郎小笹 公也氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 460－ 41：10．8	 17．0�
36 � アンリヴィールド 牝6栗 55 四位 洋文�大樹ファーム 昆 貢 米

Dr. Jerry Bilinski
DVM & Dr. Anina
LaCour DVM

488＋ 21：10．9クビ 4．8�
59 エーシングリズリー 牡6黒鹿57 福永 祐一	栄進堂 川村 禎彦 浦河 栄進牧場 480－10 〃 クビ 17．3

713 メイショウオセアン 牡4鹿 57 武 豊松本 好�氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 538－ 4 〃 アタマ 8．0�
816 イーグルカザン 牡7鹿 57 荻野 琢真山田 裕仁氏 伊藤 大士 様似 山本 和彦 528－121：11．21	 50．5
48 メイショウゾンビ 牡6鹿 57 武 幸四郎松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 490＋ 2 〃 アタマ 202．8�
35 キクノフレヴァン 牡9鹿 57 
島 良太菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム 488－ 21：11．3クビ 299．6�
12 ビナスイート 牝6栗 55 酒井 学井之口二三雄氏 作田 誠二 浦河 伏木田牧場 494－ 81：11．4	 29．1�
612 フォルテリコルド 牡6鹿 57 池添 謙一 �サンデーレーシング 古賀 史生 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 552－ 21：11．61� 73．7�
815 ケンエンブレム 牡7鹿 57 小牧 太中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 川上牧場 468＋ 21：11．81� 71．2�
11 ゲンパチメジャー 牡6栗 57 岡田 祥嗣平野 武志氏 萱野 浩二 浦河 林 孝輝 494－ 8 〃 アタマ 90．4�
510 レ ム ミ ラ ス 牝4鹿 55 竹之下智昭	ダイリン 高橋 義忠 浦河 谷川牧場 444－ 61：12．11	 238．0�
611 ルベーゼドランジェ 牝5鹿 55 A．シュタルケ �キャロットファーム 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 484＋ 81：12．2クビ 7．3�

（独）

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，279，200円 複勝： 65，858，900円 枠連： 29，099，600円
馬連： 137，633，600円 馬単： 58，204，800円 ワイド： 56，377，600円
3連複： 162，099，500円 3連単： 233，063，400円 計： 783，616，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，450円 複 勝 � 390円 � 160円 � 150円 枠 連（2－4） 2，880円

馬 連 �� 4，490円 馬 単 �� 10，320円

ワ イ ド �� 1，250円 �� 1，110円 �� 330円

3 連 複 ��� 4，500円 3 連 単 ��� 48，940円

票 数

単勝票数 計 412792 的中 � 22674（6番人気）
複勝票数 計 658589 的中 � 31485（8番人気）� 114998（2番人気）� 135505（1番人気）
枠連票数 計 290996 的中 （2－4） 7811（11番人気）
馬連票数 計1376336 的中 �� 23708（17番人気）
馬単票数 計 582048 的中 �� 4229（45番人気）
ワイド票数 計 563776 的中 �� 10769（16番人気）�� 12230（13番人気）�� 48897（1番人気）
3連複票数 計1620995 的中 ��� 26999（11番人気）
3連単票数 計2330634 的中 ��� 3452（155番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．6―11．8―11．7―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．5―46．3―58．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．6―3F36．0
3 2，7－9（11，14）3（8，13）4（5，12）16，10，6－（1，15） 4 ・（2，7，9，11，14）－（3，13）（4，8）12，5，16，6，10（1，15）

勝馬の
紹 介

�ベストルーラー �
�
父 Roman Ruler �

�
母父 Aptitude デビュー 2013．11．2 京都1着

2011．3．4生 牡4黒鹿 母 Mila’s Fame 母母 Pleasant Fame 11戦4勝 賞金 49，627，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15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10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）10頭 エリモフェザー号・グランプリナイト号・コウユーサムライ号・ゴーインググレート号・コーリンギデオン号・

シュトラール号・タイセイマスタング号・デンコウヒノマル号・トキノゲンジ号・ペイシャモンシェリ号
※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。



07083 3月21日 晴 良 （27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35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 189，000円 54，000円 27，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

44 レッドソロモン 牡3鹿 56 A．シュタルケ �東京ホースレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム B466－ 42：03．0 36．8�
（独）

33 ワンダーアツレッタ 牡3黒鹿56 川田 将雅山本 信行氏 河内 洋 浦河 永田 克之 480－ 22：03．31� 36．6�
55 アダムスブリッジ 牡3鹿 56 和田 竜二 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 468－16 〃 クビ 2．5�
11 ポルトドートウィユ 牡3鹿 56 武 豊 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 480－ 2 〃 ハナ 1．9�
77 レ ガ ッ タ 牡3鹿 56 四位 洋文寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 468＋ 22：03．4� 9．3	
66 アンバーグリスキー 牡3鹿 56 福永 祐一青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 444＋ 22：04．25 24．2

22 エイシンライダー 牡3黒鹿56 浜中 俊�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 506＋ 62：06．2大差 10．4�
88 カレンスフィーダ 牡3青鹿56 岩田 康誠鈴木 隆司氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 498－ 4 （競走中止） 32．2�

（8頭）

売 得 金
単勝： 91，598，700円 複勝： 141，848，400円 枠連： 発売なし
馬連： 216，533，600円 馬単： 139，686，600円 ワイド： 70，863，700円
3連複： 219，773，600円 3連単： 717，768，300円 計： 1，598，072，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，680円 複 勝 � 1，190円 � 1，180円 � 210円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 20，150円 馬 単 �� 46，450円

ワ イ ド �� 3，830円 �� 1，300円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 16，620円 3 連 単 ��� 235，890円

票 数

単勝票数 計 915987 的中 � 19886（8番人気）
複勝票数 計1418484 的中 � 26989（8番人気）� 27254（7番人気）� 231147（2番人気）
馬連票数 計2165336 的中 �� 8328（26番人気）
馬単票数 計1396866 的中 �� 2255（54番人気）
ワイド票数 計 708637 的中 �� 4646（27番人気）�� 14194（14番人気）�� 14346（13番人気）
3連複票数 計2197736 的中 ��� 9916（36番人気）
3連単票数 計7177683 的中 ��� 2206（250番人気）

ハロンタイム 12．8―10．9―12．0―12．9―12．9―12．6―12．5―12．3―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．7―35．7―48．6―1：01．5―1：14．1―1：26．6―1：38．9―1：50．8

コーナー
通過順位

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

2
4
7－3，4－8－1－2，5－6・（7，3）4，1（5，2，6）＝8

勝馬の
紹 介

レッドソロモン 
�
父 メイショウサムソン 

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．6．29 阪神3着

2012．3．24生 牡3鹿 母 アドマイヤリッチ 母母 レ ー ス 8戦2勝 賞金 27，239，000円
〔競走中止〕 カレンスフィーダ号は，競走中に疾病〔右前浅屈腱不全断裂〕を発症したため4コーナーで競走中止。
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりレッドソロモン号・ワンダーアツレッタ号は，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21日 晴 稍重 （27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10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

69 タマモユウトウセイ 牡4栗 57 池添 謙一タマモ� 五十嵐忠男 新冠 新冠伊藤牧場 B482－ 21：24．5 2．8�
56 ゴールデンアタック 牡7栗 57 岩田 康誠�協栄 北出 成人 日高 タバタファーム 494± 0 〃 クビ 6．6�
33 ア バ ン サ ル 牡4栗 57 小牧 太今西 和雄氏 中村 均 新冠 石田牧場 500－ 4 〃 ハナ 10．9�
11 � チュウワワンダー 牡5鹿 57 国分 優作中西 忍氏 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 474－ 41：24．6クビ 19．7�
710 カノヤプレジデント �5鹿 57

54 ▲加藤 祥太神田 薫氏 谷 潔 登別 青藍牧場 486＋ 81：25．02� 17．5�
44 � モズワトウナイ 牡4鹿 57 藤岡 佑介 �キャピタル・システム 森田 直行 新ひだか 土田 扶美子 446－121：25．31	 87．8	
812 マ ッ セ ナ 牡4鹿 57 菱田 裕二 
サンデーレーシング 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 460－ 3 〃 ハナ 15．2�
711 ジョーウォルター 牡4鹿 57 浜中 俊上田けい子氏 清水 久詞 浦河 斉藤 政志 464－ 21：25．61	 3．3�
68 ド ン マ ネ ー 牡5黒鹿57 和田 竜二山田 貢一氏 加用 正 日高 日西牧場 484＋ 6 〃 ハナ 19．4
57 グロシュラライト 牡5黒鹿57 岡田 祥嗣吉田 照哉氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 460－ 61：25．81
 59．7�
813� 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 444－ 61：26．01� 79．8�
22 パープルパルピナ 牡4鹿 57 A．シュタルケ 中野 銀十氏 福島 信晴 新ひだか 三石川上牧場 496－ 21：26．1� 26．2�

（独）

45 デ ビ ル 牡4黒鹿57 四位 洋文寺田 寿男氏 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 512± 0 〃 クビ 18．1�
（13頭）

売 得 金
単勝： 35，923，400円 複勝： 47，189，100円 枠連： 23，424，700円
馬連： 127，807，100円 馬単： 46，659，100円 ワイド： 46，703，800円
3連複： 123，552，900円 3連単： 204，940，500円 計： 656，200，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 190円 � 320円 枠 連（5－6） 760円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 1，730円

ワ イ ド �� 440円 �� 540円 �� 990円

3 連 複 ��� 2，860円 3 連 単 ��� 8，600円

票 数

単勝票数 計 359234 的中 � 100196（1番人気）
複勝票数 計 471891 的中 � 99476（2番人気）� 64040（3番人気）� 30126（5番人気）
枠連票数 計 234247 的中 （5－6） 23763（2番人気）
馬連票数 計1278071 的中 �� 100245（2番人気）
馬単票数 計 466591 的中 �� 20180（3番人気）
ワイド票数 計 467038 的中 �� 28590（3番人気）�� 22403（4番人気）�� 11339（11番人気）
3連複票数 計1235529 的中 ��� 32397（5番人気）
3連単票数 計2049405 的中 ��� 17270（11番人気）

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

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F36．9
3 8，7，9，2（12，11）4－（3，13，5，10）－6－1 4 ・（8，7，9）（2，12，11）10，4，3（6，13）5，1

勝馬の
紹 介

タマモユウトウセイ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2014．2．22 京都1着

2011．3．30生 牡4栗 母 ヒトリムスメ 母母 フローズンフランシーヌ 8戦2勝 賞金 18，350，000円
〔発走状況〕 マッセナ号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 マッセナ号は，平成27年3月22日から平成27年4月12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。



（27阪神1）第7日 3月21日 （祝日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 165頭 本 賞
距離別出走奨励賞
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

205，490，000円
2，080，000円
7，800，000円
1，250，000円
17，710，000円
64，170，000円
4，290，000円
1，584，000円

勝馬投票券売得金
398，131，900円
606，188，600円
174，234，300円
954，463，300円
518，159，900円
425，249，700円
1，121，061，500円
2，127，126，800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 6，324，616，000円

総入場人員 14，203名 （有料入場人員 13，386名）
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