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07049 3月12日 晴 稍重 （28阪神1）第5日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走9時55分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

48 ニホンピロヘーゼル 牝3鹿 54 M．デムーロ小林百太郎氏 安達 昭夫 新ひだか 友田牧場 486－ 21：25．6 1．8�
35 トップノート 牝3栗 54 松山 弘平水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 478＋141：26．02� 3．0�
36 リバーサイドパーク 牝3鹿 54 小牧 太�飛野牧場 森 秀行 新ひだか 飛野牧場 446± 01：26．21� 8．5�
713 イエスペガサス 牝3鹿 54

52 △義 英真松岡 隆雄氏 崎山 博樹 新ひだか 福岡 清 428－ 61：27．15 11．5�
47 アルマレイモミ 牝3鹿 54 和田 竜二コウトミックレーシング 西浦 勝一 新冠 須崎牧場 432－121：27．31� 27．2�
11 デルマオチョウ 牝3鹿 54

53 ☆小崎 綾也浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 474－ 41：27．4クビ 34．5	
24 スズカエメラルド 牝3鹿 54 熊沢 重文永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 小島牧場 416－ 61：27．71� 191．6

612 ジージトガンカイ 牝3栗 54 �島 良太松田 整二氏 牧浦 充徳 浦河 福岡 光夫 492＋ 21：28．33� 105．0�
510 ペプチドヴィーナス 牝3黒鹿54 竹之下智昭沼川 一彦氏 木原 一良 浦河 杵臼牧場 462± 01：29．15 413．9�
12 ゴールデンビューチ 牝3鹿 54 田中 健協栄 北出 成人 日高 タバタファーム 456－ 4 〃 アタマ 389．7�
815 ナムラルーシー 牝3鹿 54 松田 大作奈村 睦弘氏 中村 均 浦河 谷川牧場 478＋ 21：29．63 27．0�
59 ココアスエイト 牝3黒鹿54 中谷 雄太ザ・チャンピオンズ 矢作 芳人 新ひだか チャンピオンズファーム 436 ― 〃 アタマ 40．0�
611 テイエムハイボール 牝3黒鹿54 菱田 裕二竹園 正繼氏 山内 研二 新冠 タニグチ牧場 442＋ 21：30．02� 330．1�
714 コンスタンシー 牝3青鹿 54

52 △城戸 義政永田 和彦氏 鈴木 孝志 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム 416＋ 81：30．1� 258．8�

23 メイショウエニシ 牝3黒鹿 54
53 ☆岩崎 翼松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 424＋ 21：30．31� 165．2�

816 ラブリーラッフル 牝3青鹿54 武 幸四郎�髙昭牧場 石橋 守 浦河 高昭牧場 428－ 61：31．04 72．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 17，540，400円 複勝： 43，595，800円 枠連： 10，797，200円
馬連： 37，331，500円 馬単： 22，011，700円 ワイド： 22，389，000円
3連複： 51，859，200円 3連単： 77，863，000円 計： 283，387，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 110円 � 130円 枠 連（3－4） 160円

馬 連 �� 230円 馬 単 �� 380円

ワ イ ド �� 130円 �� 230円 �� 290円

3 連 複 ��� 470円 3 連 単 ��� 1，350円

票 数

単勝票数 計 175404 的中 � 76880（1番人気）
複勝票数 計 435958 的中 � 256162（1番人気）� 77413（2番人気）� 32875（3番人気）
枠連票数 計 107972 的中 （3－4） 49939（1番人気）
馬連票数 計 373315 的中 �� 123337（1番人気）
馬単票数 計 220117 的中 �� 42800（1番人気）
ワイド票数 計 223890 的中 �� 56389（1番人気）�� 21510（2番人気）�� 15813（3番人気）
3連複票数 計 518592 的中 ��� 81521（1番人気）
3連単票数 計 778630 的中 ��� 41805（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．3―34．8―47．3―1：00．0―1：12．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニホンピロヘーゼル �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 サクラプレジデント デビュー 2016．1．31 京都4着

2013．4．29生 牝3鹿 母 ニホンピロキャット 母母 ニホンピロポリーナ 3戦1勝 賞金 7，900，000円
〔制裁〕 ジージトガンカイ号の騎手�島良太は，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：10番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラブリーラッフル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年4月12日まで平地競

走に出走できない。
※ココアスエイト号・ラブリーラッフル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

07050 3月12日 晴 稍重 （28阪神1）第5日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時25分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

66 カフジナイサー 牡3黒鹿56 松田 大作加藤 守氏 木原 一良 新ひだか タイヘイ牧場 456－121：54．3 16．6�
67 トウシンダイヤ 牡3栗 56 和田 竜二�サトー 村山 明 安平 ノーザンファーム 530－ 81：54．51� 3．9�
55 クインズフェザー 牡3鹿 56 川島 信二 �クイーンズ・ランチ 宮本 博 新ひだか 土田 和男 474± 01：55．13� 24．0�
810 アルティマウェポン 牝3栗 54 M．デムーロ幅田 昌伸氏 藤岡 健一 浦河 辻 牧場 462－ 81：55．2� 1．3�
33 タガノアーバニティ 牡3栗 56 菱田 裕二八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 490－ 41：55．73 18．0�
44 ミトノグリーン 牡3黒鹿56 高倉 稜ロイヤルパーク 崎山 博樹 平取 びらとり牧場 B486－ 21：56．01� 130．7	
22 インヴィジブル 牡3黒鹿56 四位 洋文 H.H．シェイク・モハメド 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B468± 01：56．1� 43．4

811 ヌ ン ダ ー ウ 牝3鹿 54 小牧 太ヌンクラブ� 谷 潔 新冠 赤石 久夫 458＋ 21：56．2クビ 28．9�
79 ギフトアワード 牝3鹿 54 酒井 学飯田 正剛氏 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 426－ 6 〃 クビ 286．3�
11 ジャストザネクスト 牡3黒鹿56 �島 良太ジャスト・タイムクラブ 牧浦 充徳 栃木 恵比寿興業株式

会社須野牧場 446＋ 61：57．26 550．2�
78 トレジャーハンター 牡3黒鹿 56

55 ☆小崎 綾也 �サンデーレーシング 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 518－ 4 〃 アタマ 20．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 29，028，100円 複勝： 100，537，500円 枠連： 10，736，300円
馬連： 42，634，200円 馬単： 34，215，400円 ワイド： 26，906，200円
3連複： 52，077，800円 3連単： 107，756，500円 計： 403，892，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，660円 複 勝 � 990円 � 340円 � 1，100円 枠 連（6－6） 1，720円

馬 連 �� 2，000円 馬 単 �� 6，180円

ワ イ ド �� 720円 �� 2，290円 �� 830円

3 連 複 ��� 7，000円 3 連 単 ��� 43，980円

票 数

単勝票数 計 290281 的中 � 13940（3番人気）
複勝票数 計1005375 的中 � 25305（4番人気）� 87209（2番人気）� 22689（5番人気）
枠連票数 計 107363 的中 （6－6） 4811（5番人気）
馬連票数 計 426342 的中 �� 16487（8番人気）
馬単票数 計 342154 的中 �� 4148（19番人気）
ワイド票数 計 269062 的中 �� 9921（7番人気）�� 2889（19番人気）�� 8400（9番人気）
3連複票数 計 520778 的中 ��� 5572（25番人気）
3連単票数 計1077565 的中 ��� 1776（108番人気）

ハロンタイム 13．0―12．0―13．9―12．8―12．3―12．8―12．7―12．3―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．0―38．9―51．7―1：04．0―1：16．8―1：29．5―1：41．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カフジナイサー �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2015．10．3 阪神4着

2013．3．14生 牡3黒鹿 母 クイーンナイサー 母母 ナ イ サ ー 3戦1勝 賞金 6，100，000円
〔制裁〕 カフジナイサー号の調教師木原一良は，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。

第１回 阪神競馬 第５日



07051 3月12日 晴 稍重 （28阪神1）第5日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時55分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：08．8
1：08．7

重
重

816 ワンダーサジェス 牝3鹿 54 小牧 太山本 信行氏 石橋 守 浦河 大島牧場 474 ―1：12．8 10．9�
59 ニシノラディアント 牡3鹿 56 酒井 学西山 茂行氏 北出 成人 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 482－121：13．54 1．5�
35 オ ク タ ゴ ン 牡3栗 56 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 新冠 対馬 正 520 ―1：14．03 31．8�
47 ナイトレスシティ 牝3黒鹿54 田中 健加藤 千豊氏 木原 一良 様似 山本 和彦 478 ―1：14．63� 36．1�
11 タカイチモン 牝3青鹿 54

52 △城戸 義政西本 資史氏 田中 章博 新冠 川上牧場 418－ 21：14．7クビ 11．3�
12 ゴールドマリーン 牝3栗 54 和田 竜二朽名 誠氏 沖 芳夫 日高 鹿戸 正幸 500± 01：14．91� 47．5�
611 メイクサムノイズ �3鹿 56 松山 弘平小林 秀樹氏 高橋 亮 新ひだか 小倉 光博 472＋ 2 〃 ハナ 156．6	
510 リ ュ ウ セ イ 牡3栗 56 国分 恭介
ターフ・スポート宮 徹 浦河 笹地牧場 460 ― 〃 ハナ 8．0�
36 ナムラシャーロット 牝3鹿 54

52 △義 英真奈村 睦弘氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 390＋ 61：15．22 141．2�
713 メイショウコンゴウ 牡3黒鹿56 川島 信二松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 赤田牧場 502＋ 21：15．3クビ 51．3
612 シゲルシロアマダイ 牡3芦 56 国分 優作森中 蕃氏 福島 信晴 浦河 木戸口牧場 446± 01：15．4� 42．2�
48 メイショウトヅガワ 牡3鹿 56 秋山真一郎松本 好雄氏 湯窪 幸雄 日高 高柳 隆男 476－ 41：16．25 6．9�
714 メイショウホウゲツ 牝3鹿 54 武 幸四郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 三嶋牧場 440－ 21：16．84 105．0�
24 サンラポルテ 牡3鹿 56 高倉 稜加藤 信之氏 松元 茂樹 新冠 競優牧場 428－ 4 〃 ハナ 354．6�
23 キョウワニケ 牝3栗 54 菱田 裕二
協和牧場 日吉 正和 新冠 協和牧場 454＋ 41：16．9クビ 597．2�
815 キタノポーラー 牡3黒鹿56 中谷 雄太北所 直人氏 西村 真幸 新冠 小泉牧場 440± 01：18．17 557．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，858，100円 複勝： 75，950，500円 枠連： 11，963，700円
馬連： 42，475，700円 馬単： 27，476，000円 ワイド： 25，613，000円
3連複： 54，042，100円 3連単： 86，008，500円 計： 343，387，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，090円 複 勝 � 200円 � 110円 � 410円 枠 連（5－8） 620円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 2，560円

ワ イ ド �� 350円 �� 2，890円 �� 770円

3 連 複 ��� 4，900円 3 連 単 ��� 40，780円

票 数

単勝票数 計 198581 的中 � 14561（4番人気）
複勝票数 計 759505 的中 � 27773（4番人気）� 586268（1番人気）� 10735（7番人気）
枠連票数 計 119637 的中 （5－8） 14729（3番人気）
馬連票数 計 424757 的中 �� 45433（3番人気）
馬単票数 計 274760 的中 �� 8046（11番人気）
ワイド票数 計 256130 的中 �� 21078（4番人気）�� 2059（27番人気）�� 8301（7番人気）
3連複票数 計 540421 的中 ��� 8268（19番人気）
3連単票数 計 860085 的中 ��� 1529（124番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―12．3―12．6―12．3―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．5―35．8―48．4―1：00．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワンダーサジェス �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 ス キ ャ ン 初出走

2013．5．13生 牝3鹿 母 レインボウスズラン 母母 オオシマスズラン 1戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 ナイトレスシティ号の騎手田中健は，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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キョウワニケ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年4月12日まで平地競走

に出走できない。
キタノポーラー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年5月12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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ライトフォーミー号

07052 3月12日 晴 良 （28阪神1）第5日 第4競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走11時25分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．9
1：19．0

良
良

11 アイファープリティ 牝3鹿 54 北村 友一中島 稔氏 �島 一歩 新冠 川上 悦夫 430＋ 81：22．3 16．0�
23 スターペスマックス 牡3鹿 56

55 ☆岩崎 翼河野和香子氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 442－ 41：22．51� 151．9�
714	 クールゼファー 牝3芦 54 和田 竜二橋元 勇氣氏 吉村 圭司 米 Rabbah Blood-

stock LLC 526－ 6 〃 クビ 5．7�
611 ピッツバーグ 牡3鹿 56 秋山真一郎�ラ・メール 矢作 芳人 日高 戸川牧場 490± 01：22．92
 3．0�
12 ジェットバローズ 牡3栗 56 四位 洋文猪熊 広次氏 清水 久詞 新冠 川島牧場 470－ 81：23．11� 53．1�
612 クニサキゴメスタア 牝3栗 54 �島 良太國島 周夫氏 西橋 豊治 浦河 山田 昇史 464＋ 81：23．2
 130．7	
24 アカカホール 牝3栗 54 小牧 太守内 満氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 416－ 41：23．3
 67．9

48 エンプレスクー 牝3黒鹿54 国分 優作�中山牧場 奥村 豊 浦河 中山牧場 412± 01：23．4
 207．4�
59 エイシンシルダリア 牝3栗 54 松山 弘平�栄進堂 川村 禎彦 浦河 小島牧場 428－ 4 〃 クビ 42．3
816	 タランテュー 牝3鹿 54 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 仏 Mme Danielle
de la Heronniere 456± 01：23．5� 14．5�

47 アドマイヤデライト 牡3黒鹿 56
54 △義 英真近藤 利一氏 梅田 智之 日高 幾千世牧場 524± 0 〃 クビ 318．1�

815 グルーヴィタイム 牡3鹿 56
55 ☆小崎 綾也 �キャロットファーム 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 420－ 81：23．6� 39．7�

36 	 スペードクイーン 牝3栗 54 M．デムーロ吉田 和子氏 西村 真幸 米 Robert B. Trus-
sell Jr et al 464－101：23．7クビ 1．9�

35 カシノポップ 牝3黒鹿54 高倉 稜柏木 務氏 牧田 和弥 新ひだか 漆原 一也 426－101：24．01� 536．2�
510 ラ ブ リ ッ サ 牝3栗 54

52 △城戸 義政一村 哲也氏 森 秀行 日高 高山牧場 400＋ 11：24．63
 693．5�
713 サングムーン 牝3鹿 54 菱田 裕二金子真人ホール

ディングス� 村山 明 千歳 社台ファーム 422 ―1：27．9大差 105．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，009，300円 複勝： 33，741，200円 枠連： 12，953，500円
馬連： 48，805，700円 馬単： 26，539，800円 ワイド： 29，992，000円
3連複： 61，407，400円 3連単： 90，646，800円 計： 330，095，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，600円 複 勝 � 400円 � 2，710円 � 250円 枠 連（1－2） 12，190円

馬 連 �� 51，950円 馬 単 �� 108，170円

ワ イ ド �� 12，580円 �� 920円 �� 7，170円

3 連 複 ��� 79，260円 3 連 単 ��� 821，480円

票 数

単勝票数 計 260093 的中 � 12949（5番人気）
複勝票数 計 337412 的中 � 22113（4番人気）� 2749（14番人気）� 40508（3番人気）
枠連票数 計 129535 的中 （1－2） 823（20番人気）
馬連票数 計 488057 的中 �� 728（52番人気）
馬単票数 計 265398 的中 �� 184（100番人気）
ワイド票数 計 299920 的中 �� 598（55番人気）�� 8776（8番人気）�� 1053（42番人気）
3連複票数 計 614074 的中 ��� 581（114番人気）
3連単票数 計 906468 的中 ��� 80（845番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．7―46．5―58．1―1：10．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アイファープリティ �
�
父 アドマイヤオーラ �

�
母父 シ ャ ン ハ イ デビュー 2015．10．12 京都2着

2013．6．5生 牝3鹿 母 ヤマノラヴリー 母母 レディランサム 6戦1勝 賞金 9，100，000円
〔制裁〕 クニサキゴメスタア号の騎手�島良太は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サングムーン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年4月12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 トウシンゼファー号
（非抽選馬） 1頭 アルファヴィル号



07053 3月12日 晴 稍重 （28阪神1）第5日 第5競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走12時15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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

44 メイショウタラチネ 牝4黒鹿 55
54 ☆小崎 綾也松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 472＋ 21：24．6 18．7�

33 � レディカリビアン 牝5芦 55 和田 竜二山内 邦一氏 安達 昭夫 新冠 森永 聡 462－ 4 〃 ハナ 15．6�
79 ナリタノヘア 牝4鹿 55

53 △城戸 義政�オースミ 松下 武士 新ひだか 岡田牧場 414－ 41：24．81 69．7�
812 ティアップブロンド 牝4栗 55 国分 優作田中 昇氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 B514＋ 4 〃 ハナ 4．6�
22 スズカシャーマン 牝5芦 55 秋山真一郎永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新ひだか 藤沢牧場 460＋ 61：24．9� 10．1�
56 テイエムリヴィエラ 牝5鹿 55 M．デムーロ竹園 正繼氏 浜田多実雄 日高 テイエム牧場日高支場 B464＋ 41：25．21� 1．9	
67 ウインクルミラクル 牝5鹿 55

53 △義 英真�有能 高橋 亮 新冠 隆栄牧場 478－ 2 〃 ハナ 59．2

68 アスタキサンチン 牝4栗 55 松田 大作三宅 勝俊氏 松下 武士 浦河 小葉松 幸雄 B458＋ 81：25．41	 29．1�
811 ピアレスピンク 牝4黒鹿55 菱田 裕二 �ローレルレーシング 山内 研二 浦河 駿河牧場 496± 01：25．61	 9．7�
55 デストリアー 牝4鹿 55 小牧 太 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 442－ 41：26．13 10．7
710 ケンブリッジデイズ 牝4栗 55 松山 弘平中西 宏彰氏 本田 優 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 458＋ 41：26．73� 242．4�
11 コルボノワール 牝4青鹿55 四位 洋文�ラ・メール 小崎 憲 日高 三城牧場 464－ 81：29．5大差 24．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 23，303，900円 複勝： 40，258，800円 枠連： 12，736，400円
馬連： 44，468，800円 馬単： 24，579，000円 ワイド： 28，223，200円
3連複： 58，001，900円 3連単： 87，100，800円 計： 318，672，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，870円 複 勝 � 620円 � 450円 � 1，170円 枠 連（3－4） 8，820円

馬 連 �� 8，780円 馬 単 �� 19，400円

ワ イ ド �� 2，480円 �� 5，800円 �� 4，670円

3 連 複 ��� 81，000円 3 連 単 ��� 454，300円

票 数

単勝票数 計 233039 的中 � 9920（7番人気）
複勝票数 計 402588 的中 � 17338（7番人気）� 25154（6番人気）� 8559（10番人気）
枠連票数 計 127364 的中 （3－4） 1119（20番人気）
馬連票数 計 444688 的中 �� 3921（30番人気）
馬単票数 計 245790 的中 �� 950（62番人気）
ワイド票数 計 282232 的中 �� 2965（29番人気）�� 1246（50番人気）�� 1554（44番人気）
3連複票数 計 580019 的中 ��� 537（148番人気）
3連単票数 計 871008 的中 ��� 139（807番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．3―11．7―11．9―12．8―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．0―34．3―46．0―57．9―1：10．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウタラチネ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 メイショウホムラ デビュー 2015．1．24 京都4着

2012．3．15生 牝4黒鹿 母 メイショウバトラー 母母 メイショウハゴロモ 12戦2勝 賞金 18，950，000円

07054 3月12日 晴 良 （28阪神1）第5日 第6競走 ��
��2，400�サラブレッド系4歳以上

発走12時45分 （芝・右・外）
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
2：24．2
2：22．1

良
良

88 ヤマカツライデン 牡4黒鹿56 松山 弘平山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 532＋ 62：27．2 20．1�
55 ノースストーム 牡4鹿 56 M．デムーロ吉澤 克己氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 486＋ 62：27．52 1．6�
77 � タガノグリズリー 牡5鹿 57 菱田 裕二八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 八木牧場 B478＋ 82：27．71	 5．2�
44 キネオワールド 牡5黒鹿57 中谷 雄太吉田 千津氏 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 472＋ 42：27．8
 12．3�
33 ドンアルフォンス 牡4黒鹿56 小牧 太山田 貢一氏 庄野 靖志 日高 日西牧場 468＋ 42：27．9
 3．8�
11 エリタージュゲラン 牡5鹿 57 �島 良太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 石橋 守 日高 白井牧場 462＋ 42：28．85 36．8	
22 � ウィステリアメジロ 牝5黒鹿 55

53 △城戸 義政水谷 昌晃氏 日吉 正和 洞�湖 レイクヴィラファーム 478－ 22：29．54 138．4

66 � ノ ア ブ ギ ー 牡4栗 56 熊沢 重文中島 稔氏 坪 憲章 平取 原田 新治 484＋ 62：30．88 116．3�

（8頭）

売 得 金
単勝： 25，001，300円 複勝： 50，853，600円 枠連： 発売なし
馬連： 40，932，000円 馬単： 26，321，200円 ワイド： 18，587，900円
3連複： 40，481，800円 3連単： 114，380，600円 計： 316，558，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，010円 複 勝 � 220円 � 110円 � 130円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 2，030円 馬 単 �� 6，010円

ワ イ ド �� 430円 �� 780円 �� 180円

3 連 複 ��� 1，840円 3 連 単 ��� 24，010円

票 数

単勝票数 計 250013 的中 � 9933（5番人気）
複勝票数 計 508536 的中 � 15356（5番人気）� 366352（1番人気）� 41586（3番人気）
馬連票数 計 409320 的中 �� 15614（7番人気）
馬単票数 計 263212 的中 �� 3281（16番人気）
ワイド票数 計 185879 的中 �� 9943（7番人気）�� 5023（11番人気）�� 32961（1番人気）
3連複票数 計 404818 的中 ��� 16415（7番人気）
3連単票数 計1143806 的中 ��� 3453（63番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．5―12．5―12．4―12．2―12．2―12．3―12．1―11．8―12．0―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．6―24．0―36．5―49．0―1：01．4―1：13．6―1：25．8―1：38．1―1：50．2―2：02．0―2：14．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヤマカツライデン �

父 シンボリクリスエス �


母父 ダンスインザダーク デビュー 2014．6．14 阪神4着

2012．5．5生 牡4黒鹿 母 ヤマカツオーキッド 母母 ヤマカツスズラン 20戦2勝 賞金 25，670，000円



07055 3月12日 晴 稍重 （28阪神1）第5日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時15分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．7

重
重

79 ツーエムカイザー 牡4鹿 57 秋山真一郎水谷 昌晃氏 佐藤 正雄 様似 中脇 一幸 498－ 21：12．7 86．6�
68 アーネストミノル 牡5鹿 57 酒井 学吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 446± 01：12．8� 25．5�
55 サンビショップ �4栗 57 川島 信二加藤 信之氏 谷 潔 浦河 吉田 又治 452＋ 2 〃 ハナ 44．0�
11 アイファーサラオー 牡4鹿 57

55 △城戸 義政中島 稔氏 坪 憲章 新冠 大林ファーム 502＋ 21：13．01� 5．8�
811 ボストンビリーヴ 牝6栗 55 松田 大作ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 466± 0 〃 クビ 11．5�
44 ウエスタンラムール 牡4黒鹿57 高倉 稜西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 458＋ 41：13．1	 1．8	
22 
 アシドベリー 牝4鹿 55 和田 竜二
槇本牧場 柴田 光陽 日高 槇本牧場 444－ 41：13．2アタマ 45．0�
33 カシノランド 牡4黒鹿57 国分 優作柏木 務氏 松下 武士 日高 日西牧場 472－ 41：13．3	 9．9�
812
 トーホウハンター 牡4栗 57 菱田 裕二東豊物産� 崎山 博樹 日高 竹島 幸治 496± 01：13．4� 62．8
67 ティーエスバラ 牡4鹿 57

55 △義 英真田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 502＋ 81：13．71	 5．7�
710 ハ ド ウ ホ ウ 牡4黒鹿57 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 浦河 笹地牧場 526＋281：13．8� 77．0�
56 サウンドドゥイット 牡4鹿 57 中谷 雄太増田 雄一氏 吉田 直弘 浦河 三嶋牧場 448－ 2 〃 クビ 19．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 24，385，600円 複勝： 34，285，400円 枠連： 11，534，800円
馬連： 50，122，300円 馬単： 26，862，100円 ワイド： 28，291，500円
3連複： 65，257，400円 3連単： 99，414，800円 計： 340，153，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 8，660円 複 勝 � 1，550円 � 610円 � 1，120円 枠 連（6－7） 6，760円

馬 連 �� 53，130円 馬 単 �� 107，160円

ワ イ ド �� 10，900円 �� 15，330円 �� 5，560円

3 連 複 ��� 349，590円 3 連 単 ��� 3，133，720円

票 数

単勝票数 計 243856 的中 � 2251（12番人気）
複勝票数 計 342854 的中 � 5671（11番人気）� 15627（7番人気）� 7977（9番人気）
枠連票数 計 115348 的中 （6－7） 1321（19番人気）
馬連票数 計 501223 的中 �� 731（56番人気）
馬単票数 計 268621 的中 �� 188（111番人気）
ワイド票数 計 282915 的中 �� 669（57番人気）�� 475（62番人気）�� 1320（45番人気）
3連複票数 計 652574 的中 ��� 140（204番人気）
3連単票数 計 994148 的中 ��� 23（1250番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―12．1―12．2―12．2―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．6―35．7―47．9―1：00．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．1―3F37．0
3 ・（9，12）（2，10）（3，6，7）5（1，8）4，11 4 9，12（2，6，7）10（3，5，8）1（11，4）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ツーエムカイザー �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2015．1．12 京都2着

2012．5．10生 牡4鹿 母 シャドウダンス 母母 タックスペイヤーズフォリー 6戦1勝 賞金 9，900，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔発走状況〕 アイファーサラオー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

07056 3月12日 晴 良 （28阪神1）第5日 第8競走 ��3，900�第18回阪神スプリングジャンプ（Ｊ・ＧⅡ）
発走13時50分 （ 芝 ）
4歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�
減，J・GⅠ競走1着馬2�増，J・GⅡ競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 462，000円 132，000円 66，000円 � コースレコード4：19．8良

11 サ ナ シ オ ン 牡7鹿 61 西谷 誠 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 474－ 24：22．5 2．5�
44 アップトゥデイト 牡6芦 62 白浜 雄造今西 和雄氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 532＋ 44：23．45 2．1�
22 ヴィーヴァギブソン �9鹿 60 平沢 健治芹澤 精一氏 作田 誠二 平取 スガタ牧場 524＋ 64：24．78 32．2�
813 オースミムーン 牡7鹿 61 高田 潤�オースミ 松下 武士 日高 山際 辰夫 486＋ 84：24．91� 4．1�
69 マイネルフィエスタ 牡6芦 60 植野 貴也 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 タニグチ牧場 512＋104：25．43 48．7	
710 クリノダイコクテン 牡5栃栗60 浜野谷憲尚栗本 博晴氏 谷 潔 日高 白井牧場 480－ 44：25．93 77．5

57 ラガートモヒーロ 牡7黒鹿60 黒岩 悠奥村 啓二氏 池添 学 浦河 山春牧場 472＋ 44：26．85 255．0�
711 ワールドマッチ 牡5栗 60 中村 将之 �サンデーレーシング 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 502－ 24：27．33 79．0�
33 ダンツミュータント 牡7青鹿60 森 一馬山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 野坂牧場 448＋144：28．89 29．9
812 ニジブルーム 牡8芦 60 小坂 忠士横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム 512＋ 64：30．410 163．0�
56 ティリアンパープル 牝6鹿 58 山本 康志飯田 正剛氏 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 464－ 64：31．03� 89．7�
45 カシマシンセイ 牡7鹿 60 五十嵐雄祐松浦 一久氏 奥村 武 浦河 大西ファーム 524＋ 24：32．38 118．0�
68 カリスマミッキー 牡8栗 60 熊沢 重文三木 久史氏 中村 均 新冠 武田 寛治 500＋ 8 （競走中止） 51．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 38，542，900円 複勝： 61，376，400円 枠連： 20，243，900円
馬連： 70，803，900円 馬単： 47，986，000円 ワイド： 40，213，400円
3連複： 113，375，700円 3連単： 220，868，900円 計： 613，411，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 110円 � 320円 枠 連（1－4） 230円

馬 連 �� 220円 馬 単 �� 470円

ワ イ ド �� 150円 �� 830円 �� 650円

3 連 複 ��� 2，080円 3 連 単 ��� 5，960円

票 数

単勝票数 計 385429 的中 � 119130（2番人気）
複勝票数 計 613764 的中 � 151097（2番人気）� 284017（1番人気）� 17650（5番人気）
枠連票数 計 202439 的中 （1－4） 67940（1番人気）
馬連票数 計 708039 的中 �� 246033（1番人気）
馬単票数 計 479860 的中 �� 76199（2番人気）
ワイド票数 計 402134 的中 �� 93373（1番人気）�� 9746（8番人気）�� 12778（5番人気）
3連複票数 計1133757 的中 ��� 40842（3番人気）
3連単票数 計2208689 的中 ��� 26835（11番人気）
上り 1マイル 1：47．1 4F 52．6－3F 39．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→」
�
�
1＝4－2－10（11，3）9（12，5）7，6，13
1＝4，2＝10－3，11，9，13，7，12＝6－5

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

勝馬の
紹 介

サ ナ シ オ ン �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．10．29 京都10着

2009．2．4生 牡7鹿 母 ジ ェ ダ イ ト 母母 グリーンポーラ 障害：7戦6勝 賞金 144，247，000円
〔競走中止〕 カリスマミッキー号は，1号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。



07057 3月12日 晴 良 （28阪神1）第5日 第9競走 ��
��2，400�ゆ き や な ぎ 賞

発走14時25分 （芝・右・外）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 182，000円 52，000円 26，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．2
2：22．1

良
良

33 ノーブルマーズ 牡3栗 56 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 新ひだか タガミファーム 476＋ 22：28．8 3．1�
44 ナムラヘイハチロー 牡3鹿 56 松田 大作奈村 信重氏 中村 均 浦河 谷川牧場 456－ 4 〃 クビ 8．6�
55 � リッチーリッチー 牡3栗 56 M．デムーロ�ラ・メール 友道 康夫 愛 N. Hartery 510＋ 42：28．9� 2．7�
77 シンゼンドリーム 牡3黒鹿56 秋山真一郎原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 アラキフアーム 456－ 82：29．0	 10．1�
11 レヴィンインパクト 牡3鹿 56 松山 弘平�G1レーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム 466＋102：29．1� 3．7�
66 ファスナハト 牡3青鹿56 四位 洋文 	社台レースホース庄野 靖志 千歳 社台ファーム 538－ 42：29．52� 18．8

22 ヒラボクミライ 牡3青鹿56 小崎 綾也�平田牧場 大久保龍志 浦河 辻 牧場 540＋ 22：31．2大差 35．2�

（7頭）

売 得 金
単勝： 36，980，100円 複勝： 47，215，800円 枠連： 発売なし
馬連： 69，672，200円 馬単： 38，055，400円 ワイド： 28，769，600円
3連複： 72，956，300円 3連単： 175，399，400円 計： 469，048，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 150円 � 270円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，250円 馬 単 �� 1，970円

ワ イ ド �� 350円 �� 190円 �� 370円

3 連 複 ��� 950円 3 連 単 ��� 5，840円

票 数

単勝票数 計 369801 的中 � 93937（2番人気）
複勝票数 計 472158 的中 � 140905（1番人気）� 56370（4番人気）
馬連票数 計 696722 的中 �� 42865（4番人気）
馬単票数 計 380554 的中 �� 14437（9番人気）
ワイド票数 計 287696 的中 �� 19306（4番人気）�� 44423（1番人気）�� 17622（6番人気）
3連複票数 計 729563 的中 ��� 57162（3番人気）
3連単票数 計1753994 的中 ��� 21741（19番人気）

ハロンタイム 13．0―11．6―13．2―13．2―12．7―12．7―12．8―12．6―12．1―11．1―11．3―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．0―24．6―37．8―51．0―1：03．7―1：16．4―1：29．2―1：41．8―1：53．9―2：05．0―2：16．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F34．9
1
3
3，7－1，4，6，2，5
3，7，1（4，6）（2，5）

2
4
3，7－1，4，6，2，5
3，7（1，4）5，6－2

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

ノーブルマーズ �

父 ジャングルポケット �


母父 Silver Hawk デビュー 2015．6．6 阪神2着

2013．5．10生 牡3栗 母 アイアンドユー 母母 Taba 10戦2勝 賞金 41，151，000円

07058 3月12日 晴 良 （28阪神1）第5日 第10競走 ��
��1，400�

さ ん よ う

山 陽 特 別
発走15時00分 （芝・右）
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 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．9
1：19．0

良
良

55 ヴェルステルキング 牡4鹿 57 M．デムーロ佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B488－ 41：21．4 1．9�
44 コートシャルマン 牝4鹿 55 四位 洋文 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 444－ 81：21．61� 12．8�
56 ナインテイルズ 牡5栗 57 松田 大作岡田 牧雄氏 中村 均 浦河 山田牧場 482＋ 2 〃 クビ 31．3�
811	 ウイングパラダイス 牝5鹿 55 和田 竜二池田 實氏 目野 哲也 新ひだか フジワラフアーム 472＋ 21：21．81
 29．3�
11 スマートプラネット 牝4鹿 55 酒井 学田島榮二郎氏 和田 雄二 浦河 大柳ファーム 452－ 61：21．9� 6．5�
33 ナムラアッパー 牡5鹿 57 高倉 稜奈村 信重氏 福島 信晴 浦河 谷川牧場 424－ 21：22．0� 33．8	
22 テイエムゲッタドン 牡5栗 57 丹内 祐次竹園 正繼氏 山内 研二 鹿児島 テイエム牧場 B518－ 4 〃 クビ 19．5

812 ネオヴィクトリア 牝6黒鹿55 秋山真一郎小林 仁幸氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 464＋ 41：22．21
 8．2�
67 コウエイタケル 牡5鹿 57 田中 健伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 三石橋本牧場 490＋101：22．41
 5．7�
710 ウインスプラッシュ 牡5鹿 57 松山 弘平ウイン 加用 正 日高 白瀬 盛雄 510＋ 21：23．14 99．2�
68 タイセイララバイ 牝5青鹿55 小牧 太田中 成奉氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 486＋ 41：24．05 43．8�
79 ニホンピロアンバー 牝5青鹿55 菱田 裕二小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 友田牧場 454＋ 21：24．53 37．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 39，819，600円 複勝： 57，371，200円 枠連： 21，710，300円
馬連： 107，517，700円 馬単： 54，774，700円 ワイド： 50，494，600円
3連複： 129，428，500円 3連単： 211，669，100円 計： 672，785，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 340円 � 420円 枠 連（4－5） 1，140円

馬 連 �� 1，210円 馬 単 �� 1，500円

ワ イ ド �� 560円 �� 990円 �� 4，460円

3 連 複 ��� 8，000円 3 連 単 ��� 23，430円

票 数

単勝票数 計 398196 的中 � 165345（1番人気）
複勝票数 計 573712 的中 � 178950（1番人気）� 34276（5番人気）� 25837（7番人気）
枠連票数 計 217103 的中 （4－5） 14691（4番人気）
馬連票数 計1075177 的中 �� 68815（4番人気）
馬単票数 計 547747 的中 �� 27333（4番人気）
ワイド票数 計 504946 的中 �� 24798（4番人気）�� 13106（8番人気）�� 2733（42番人気）
3連複票数 計1294285 的中 ��� 12132（30番人気）
3連単票数 計2116691 的中 ��� 6549（74番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．6―33．8―45．6―57．4―1：09．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴェルステルキング �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2014．8．23 札幌5着

2012．3．9生 牡4鹿 母 サ ル ス エ ラ 母母 ハルーワソング 15戦3勝 賞金 37，485，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



07059 3月12日 晴 良 （28阪神1）第5日 第11競走 ��
��2，000�

に が わ

仁川ステークス
発走15時35分 （ダート・右）
4歳以上；負担重量は，日本馬：56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過
額1，200万円毎1�増，�：56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�
増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000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
2：01．0
2：01．0

不良
不良

55 	 アポロケンタッキー 牡4鹿 56 小牧 太アポロサラブレッドクラブ 山内 研二 米 Doug
Branham 564＋ 62：04．3 2．2�

11 ドコフクカゼ 牡6黒鹿58 M．デムーロ國分 純氏 友道 康夫 日高 ファニーフレンズファーム 524－102：04．72
 2．3�
79 	 アメリカンウィナー 牡7青鹿56 松山 弘平吉澤 克己氏 戸田 博文 米 Woodcote

Stud, Ltd. 504－102：05．01� 64．1�
710 マイネルバウンス 牡7栗 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 日高 下河辺牧場 494－ 82：05．21
 23．9�
33 キングノヨアケ 牡4黒鹿56 小崎 綾也平口 信行氏 相沢 郁 浦河 三好牧場 498± 02：05．41
 14．8�
22 ナリタポセイドン 牡7鹿 56 松田 大作�オースミ 南井 克巳 千歳 社台ファーム 492－ 2 〃 ハナ 46．4	
68 ナリタハリケーン 牡7鹿 56 北村 友一�オースミ 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494＋122：05．5クビ 44．8

812 トウシンイーグル �8鹿 57 菱田 裕二�サトー 山内 研二 えりも エクセルマネジメント B482＋ 22：05．6
 19．9�
67 キングヒーロー 牡7黒鹿56 酒井 学伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 小松 隆弘 514＋202：05．7� 105．0�
44 ミヤジタイガ 牡6鹿 56 和田 竜二曽我 司氏 岩元 市三 日高 白井牧場 514± 0 〃 ハナ 13．6
811 フォローハート 牝5黒鹿54 岩崎 翼松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 浦河小林牧場 484＋ 22：05．8� 14．4�
56 クリノヒマラヤオー 牡6黒鹿56 川島 信二栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 490＋ 22：06．54 88．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 51，815，400円 複勝： 68，318，000円 枠連： 46，309，700円
馬連： 202，694，800円 馬単： 101，084，800円 ワイド： 76，406，800円
3連複： 256，167，200円 3連単： 479，868，000円 計： 1，282，664，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 110円 � 520円 枠 連（1－5） 240円

馬 連 �� 240円 馬 単 �� 480円

ワ イ ド �� 150円 �� 1，750円 �� 1，630円

3 連 複 ��� 4，410円 3 連 単 ��� 13，840円

票 数

単勝票数 計 518154 的中 � 182328（1番人気）
複勝票数 計 683180 的中 � 208942（1番人気）� 204919（2番人気）� 15206（10番人気）
枠連票数 計 463097 的中 （1－5） 147884（1番人気）
馬連票数 計2026948 的中 �� 645938（1番人気）
馬単票数 計1010848 的中 �� 157722（2番人気）
ワイド票数 計 764068 的中 �� 189297（1番人気）�� 8576（22番人気）�� 9242（20番人気）
3連複票数 計2561672 的中 ��� 43476（9番人気）
3連単票数 計4798680 的中 ��� 25128（36番人気）

ハロンタイム 12．4―11．5―12．1―13．6―12．6―12．8―12．7―12．3―12．1―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．9―36．0―49．6―1：02．2―1：15．0―1：27．7―1：40．0―1：52．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

	アポロケンタッキー �
�
父 Langfuhr �

�
母父 Gone West デビュー 2014．10．11 京都2着

2012．2．2生 牡4鹿 母 Dixiana Delight 母母 Lake Lady 13戦5勝 賞金 78，556，000円

07060 3月12日 晴 良 （28阪神1）第5日 第12競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走16時10分 （ダート・右）

牝，1000万円以下；負担重量は，55�
本 賞 10，500，000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
1：48．5
1：47．8

重
重

12 モアニケアラ 牝4芦 55 M．デムーロ名古屋友豊� 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 450－141：52．6 1．9�
714 タガノスマイル 牝4鹿 55 武 幸四郎八木 一雄氏 庄野 靖志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B484－ 21：52．7� 6．6�
59 ビ ス カ リ ア 牝4鹿 55 菱田 裕二 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 436－ 61：52．8クビ 8．2�
11 ブロンクスシルバー 牝5芦 55

54 ☆小崎 綾也 �社台レースホース吉田 直弘 千歳 社台ファーム 490＋ 21：53．01 36．0�
815 パフュームボム 牝5鹿 55

54 ☆岩崎 翼飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 484－ 6 〃 ハナ 22．1	
48 ベストセラーアスク 牝5鹿 55 荻野 琢真廣崎利洋HD� 梅田 智之 新ひだか 藤原牧場 424－ 4 〃 アタマ 25．0

612 ナンヨーカノン 牝6青鹿55 松田 大作中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 470± 01：53．42� 8．5�
36 エーティーロゼッタ 牝4鹿 55 四位 洋文荒木 徹氏 木原 一良 登別 青藍牧場 486± 01：53．5� 12．8�
24 オーシャンブルグ 牝5鹿 55 和田 竜二松岡 隆雄氏 浜田多実雄 新ひだか 増本牧場 460＋121：53．71 13．8
510 マトリョーシカ 牝5黒鹿55 国分 恭介 �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 500＋ 6 〃 クビ 24．4�
47 ア ル カ ナ 牝6鹿 55 田中 博康�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 502＋ 21：53．91� 137．3�
611 メイショウクローバ 牝5鹿 55

53 △義 英真松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 B518－ 21：54．11� 50．3�
35 サンレイルージュ 牝4鹿 55 	島 良太永井 啓弍氏 西橋 豊治 様似 様似共栄牧場 456－ 21：54．42 175．1�
816 ト ワ エ モ ア 牝4鹿 55 竹之下智昭中辻 明氏 日吉 正和 日高 アイズスタッド株式会社 476＋ 61：54．5クビ 235．5�
713 タガノバラード 牝5黒鹿55 小牧 太八木 良司氏 斉藤 崇史 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 436＋ 81：54．71� 69．8�
（15頭）

23 ハナズリベンジ 牝5黒鹿55 松山 弘平M．タバート氏 牧田 和弥 新冠 カミイスタット ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 45，570，300円 複勝： 59，351，000円 枠連： 27，378，500円
馬連： 127，283，400円 馬単： 48，089，000円 ワイド： 57，021，400円
3連複： 142，401，300円 3連単： 217，117，900円 計： 724，212，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 130円 � 200円 � 170円 枠 連（1－7） 810円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 1，350円

ワ イ ド �� 500円 �� 340円 �� 950円

3 連 複 ��� 2，390円 3 連 単 ��� 7，320円

票 数

単勝票数 差引計 455703（返還計 364） 的中 � 184386（1番人気）
複勝票数 差引計 593510（返還計 422） 的中 � 154118（1番人気）� 64220（4番人気）� 81509（2番人気）
枠連票数 差引計 273785（返還計 24） 的中 （1－7） 26016（3番人気）
馬連票数 差引計1272834（返還計 3285） 的中 �� 94255（3番人気）
馬単票数 差引計 480890（返還計 803） 的中 �� 26581（3番人気）
ワイド票数 差引計 570214（返還計 1280） 的中 �� 29316（4番人気）�� 46286（1番人気）�� 14100（10番人気）
3連複票数 差引計1424013（返還計 5985） 的中 ��� 44528（4番人気）
3連単票数 差引計2171179（返還計 8666） 的中 ��� 21487（6番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―13．4―12．6―12．3―12．5―12．0―13．0―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．7―37．1―49．7―1：02．0―1：14．5―1：26．5―1：39．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

モアニケアラ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2014．9．6 札幌3着

2012．3．27生 牝4芦 母 ツーオブハート 母母 プレイアローン 7戦3勝 賞金 26，300，000円
〔出走取消〕 ハナズリベンジ号は，疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため出走取消。



（28阪神1）第5日 3月12日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 150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

267，600，000円
6，480，000円
1，700，000円
29，510，000円
59，560，500円
5，046，600円
1，440，000円

勝馬投票券売得金
377，855，000円
672，855，200円
186，364，300円
884，742，200円
477，995，100円
432，908，600円
1，097，456，600円
1，968，094，300円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 6，098，271，300円

総入場人員 12，200名 （有料入場人員 11，480名）
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