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07061 3月13日 晴 良 （28阪神1）第6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

711 ミラクルユニバンス 牡3栗 56
55 ☆小崎 綾也亀井 哲也氏 村山 明 千歳 社台ファーム 434－101：54．7 11．2�

812 サウスオブボーダー 牡3鹿 56 武 豊三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 446－ 6 〃 クビ 1．5�
22 エンパイアブレイク 牝3鹿 54 M．デムーロ飯田 良枝氏 松田 国英 新ひだか 千代田牧場 484＋ 21：55．76 3．4�
68 ベリーフェイマス 牡3黒鹿56 和田 竜二青山 洋一氏 村山 明 日高 下河辺牧場 454－ 21：55．8� 203．1�
33 リ ル ー ジ ュ 牡3鹿 56 C．ルメール 江口雄一郎氏 石坂 正 新ひだか 千代田牧場 450－ 41：56．01 8．3�
45 クリノプラハ 牡3鹿 56 小牧 太栗本 博晴氏 谷 潔 日高 白井牧場 546－101：56．42� 53．3�
710 フォーラウェイ 牡3鹿 56 松田 大作 	フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 440－ 61：56．5� 56．7

813 スズカウエーブ 牡3栗 56 国分 優作永井 啓弍氏 藤沢 則雄 平取 清水牧場 466－ 21：56．71� 140．1�
44 ハッピーフィート 牡3鹿 56 荻野 琢真中本 行則氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 504－ 81：57．33� 378．4�
11 カシノジョウネツ 牡3鹿 56 水口 優也柏木 務氏 日吉 正和 日高 川端 正博 538＋ 21：57．4クビ 285．8
57 クーパーズヒル 牡3栗 56 高田 潤加藤 千豊氏 木原 一良 日高 新井 昭二 420＋ 41：57．93 33．2�
56 ク イ ン ダ ム 牝3芦 54 高倉 稜西村 憲人氏 目野 哲也 浦河 �川 啓一 430± 01：58．11� 421．4�
69 キャプテンブレイズ 牡3鹿 56 松若 風馬玉井 宏和氏 森 秀行 浦河 笹島 政信 502＋ 41：59．16 37．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 21，334，600円 複勝： 87，832，800円 枠連： 10，031，100円
馬連： 48，934，100円 馬単： 30，332，200円 ワイド： 27，222，700円
3連複： 68，347，500円 3連単： 120，916，700円 計： 414，951，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，120円 複 勝 � 150円 � 110円 � 110円 枠 連（7－8） 480円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 1，870円

ワ イ ド �� 200円 �� 360円 �� 130円

3 連 複 ��� 470円 3 連 単 ��� 5，720円

票 数

単勝票数 計 213346 的中 � 15176（4番人気）
複勝票数 計 878328 的中 � 34731（4番人気）� 669670（1番人気）� 78427（2番人気）
枠連票数 計 100311 的中 （7－8） 16059（2番人気）
馬連票数 計 489341 的中 �� 73781（2番人気）
馬単票数 計 303322 的中 �� 12104（5番人気）
ワイド票数 計 272227 的中 �� 31489（2番人気）�� 13947（5番人気）�� 69905（1番人気）
3連複票数 計 683475 的中 ��� 108069（2番人気）
3連単票数 計1209167 的中 ��� 15310（16番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．6―38．6―51．9―1：05．2―1：17．8―1：30．1―1：42．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミラクルユニバンス �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Pivotal デビュー 2015．8．2 札幌5着

2013．3．5生 牡3栗 母 ニ ア メ 母母 Napoli 9戦1勝 賞金 11，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。

07062 3月13日 晴 良 （28阪神1）第6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）
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

713 ワールドフェーマス 牡3栗 56 藤岡 康太吉岡 泰治氏 羽月 友彦 浦河 高昭牧場 496＋ 41：25．7 8．9�
24 � アメリカントップ 牡3鹿 56 M．デムーロ吉澤 克己氏 藤岡 健一 米 Barron-

stown Stud B536＋ 81：25．91� 1．9�
12 ショウサングランド 牡3鹿 56 藤岡 佑介鈴木 昭和氏 牧田 和弥 日高 モリナガファーム 476－ 41：26．11� 4．1�
714 ランドハイパワー 牡3鹿 56 国分 優作木村 昌三氏 安達 昭夫 浦河 高昭牧場 474－ 4 〃 クビ 116．9�
23 ゼットマックイーン 牡3鹿 56 松若 風馬�フォーレスト 池添 兼雄 新ひだか 広田牧場 452± 01：26．42 20．0�
47 � カ バ ト ッ ト 牡3栗 56 福永 祐一冨士井直哉氏 森 秀行 米 Tim Thornton 456－ 61：26．5クビ 31．7	
11 ストンライティング 牡3鹿 56 和田 竜二石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 西村 和夫 442＋ 4 〃 ハナ 191．3

815� フェイスインパクト 牡3栗 56 中谷 雄太 �キャピタル・システム 矢作 芳人 米 Momkids,

Inc. 516± 01：27．03 4．6�
510 フジヤマコクリュウ 牡3青鹿 56

55 ☆小崎 綾也藤本美也子氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 392± 01：27．74 171．0
36 ダノンジェット 牡3黒鹿56 池添 謙一�ダノックス 高野 友和 日高 下河辺牧場 466± 01：28．12	 68．8�
611 ウイングエンペラー 牡3栗 56 小林 徹弥池田 實氏 目野 哲也 新冠 村上 欽哉 472± 0 〃 ハナ 54．8�
816� ベリースコール 
3黒鹿 56

54 △義 英真田畑 利彦氏 岩元 市三 仏 Mr Franck
Benillouche 480－ 21：28．31� 481．1�

59 セイカタクト 牡3黒鹿56 佐藤 友則久米 大氏 田中 章博 新冠 シンユウフアーム 448＋341：28．51	 525．1�
（笠松）

35 タイガーソール 牡3栗 56
55 ☆岩崎 翼伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 新ひだか 畠山牧場 486 ―1：30．09 247．3�

612 タンブリンマン 牡3鹿 56 松田 大作松本 俊廣氏 北出 成人 日高 天羽 禮治 446－ 41：30．21	 58．4�
（15頭）

48 シャイニーサンダー 牡3青鹿56 国分 恭介小林 昌志氏 五十嵐忠男 平取 雅 牧場 474＋ 6 （競走除外）

売 得 金
単勝： 20，808，800円 複勝： 32，332，000円 枠連： 12，858，500円
馬連： 41，430，000円 馬単： 21，096，000円 ワイド： 25，439，400円
3連複： 50，282，000円 3連単： 67，347，200円 計： 271，593，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 190円 � 110円 � 120円 枠 連（2－7） 820円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 2，480円

ワ イ ド �� 410円 �� 560円 �� 170円

3 連 複 ��� 1，100円 3 連 単 ��� 8，470円

票 数

単勝票数 差引計 208088（返還計 15420） 的中 � 18500（4番人気）
複勝票数 差引計 323320（返還計 22348） 的中 � 28183（4番人気）� 110413（1番人気）� 64312（2番人気）
枠連票数 差引計 128585（返還計 883） 的中 （2－7） 12065（4番人気）
馬連票数 差引計 414300（返還計 75807） 的中 �� 36443（3番人気）
馬単票数 差引計 210960（返還計 38320） 的中 �� 6374（9番人気）
ワイド票数 差引計 254394（返還計 44832） 的中 �� 14077（4番人気）�� 9743（8番人気）�� 46634（1番人気）
3連複票数 差引計 502820（返還計162211） 的中 ��� 34167（2番人気）
3連単票数 差引計 673472（返還計220543） 的中 ��� 5759（21番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワールドフェーマス �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2015．8．2 新潟9着

2013．5．10生 牡3栗 母 オールオールオール 母母 スターダーラ 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔競走除外〕 シャイニーサンダー号は，馬場入場後に放馬。疲労が著しいため競走除外。発走時刻8分遅延。
〔発走状況〕 セイカタクト号は，発進不良〔出遅れ・外側に逃避〕。
〔制裁〕 ゼットマックイーン号の騎手松若風馬は，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。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 セイカタクト号は，平成28年3月14日から平成28年4月3日まで出走停止。停止期間の満了後に発

走調教再審査。
※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 バサラ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

第１回 阪神競馬 第６日



07063 3月13日 晴 良 （28阪神1）第6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

24 アドマイヤリアル 牡3青鹿56 福永 祐一近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 498 ―1：56．2 1．8�
714 ヒラボクハンター 牡3鹿 56 池添 謙一�平田牧場 須貝 尚介 浦河 高昭牧場 556 ―1：56．73 9．6�
11 グレートウォール 牡3栗 56 藤岡 佑介 �キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 486 ―1：56．91 9．7�
36 カ ラ ビ ナ 牡3鹿 56 武 豊 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 518 ― 〃 ハナ 21．4�
612 レッドカルディア 牝3鹿 54 C．ルメール �東京ホースレーシング 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 474 ―1：57．0� 6．7	
713 プリマレジェンド 牝3栗 54 M．デムーロ�G1レーシング 佐々木晶三 千歳 社台ファーム 490 ―1：57．63� 7．7

35 モルトカリーナ 牝3黒鹿54 田辺 裕信原 	子氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 514 ― 〃 ハナ 51．3�
510 トウカイハッピー 牡3鹿 56 岡田 祥嗣内村 正則氏 野中 賢二 新ひだか 佐藤 陽一 486 ―1：57．7� 25．3�
12 メイショウエミュー 牡3鹿 56

54 △義 英真松本 好雄氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 488 ― 〃 クビ 98．5
47 キングタイド 牡3鹿 56 和田 竜二 H.H．シェイク・モハメド 石橋 守 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 528 ― 〃 ハナ 106．1�
815 ワンダーピルエット 牝3鹿 54 佐藤 友則山本 能行氏 小崎 憲 新ひだか フクダファーム 488 ―1：57．8クビ 51．6�

（笠松）

59 マリノトップレディ 牝3栗 54
51 ▲荻野 極�クラウン 中竹 和也 日高 クラウン日高牧場 478 ―1：59．18 251．6�

23 キングエイティ 牡3鹿 56 小牧 太前田 篤久氏 大橋 勇樹 新ひだか 前田 宗将 478 ― 〃 クビ 55．8�
611 コウエイエイカン 牡3栗 56 田中 健西岡 静男氏 川村 禎彦 日高 出口牧場 526 ―1：59．31
 331．9�
816 タガノインペーロ 牡3鹿 56 松若 風馬八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 516 ―2：00．04 78．4�
48 レッドヴァローレ 牝3栗 54 四位 洋文 �東京ホースレーシング 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 456 ―2：01．06 33．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，416，700円 複勝： 37，226，300円 枠連： 14，095，100円
馬連： 47，244，400円 馬単： 27，237，600円 ワイド： 29，150，700円
3連複： 64，563，800円 3連単： 86，236，600円 計： 335，171，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 190円 � 180円 枠 連（2－7） 410円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 1，110円

ワ イ ド �� 370円 �� 370円 �� 1，070円

3 連 複 ��� 1，950円 3 連 単 ��� 6，270円

票 数

単勝票数 計 294167 的中 � 130591（1番人気）
複勝票数 計 372263 的中 � 120256（1番人気）� 40429（4番人気）� 41667（3番人気）
枠連票数 計 140951 的中 （2－7） 26535（1番人気）
馬連票数 計 472444 的中 �� 42939（3番人気）
馬単票数 計 272376 的中 �� 18346（2番人気）
ワイド票数 計 291507 的中 �� 21354（2番人気）�� 21268（3番人気）�� 6298（13番人気）
3連複票数 計 645638 的中 ��� 24716（2番人気）
3連単票数 計 862366 的中 ��� 9961（4番人気）

ハロンタイム 12．9―11．2―13．7―13．5―13．3―13．4―12．9―12．5―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．1―37．8―51．3―1：04．6―1：18．0―1：30．9―1：43．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．6―3F38．2
1
3
1，4，11，14（6，16）7，15，5，10，9，12（2，13）8－3
1，4（6，11）（7，14）5，10（9，12）15，2（16，13）＝3－8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤリアル �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Caerleon 初出走

2013．2．11生 牡3青鹿 母 チ ア フ ル 母母 Kartajana 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時05分に変更。
〔発走状況〕 カラビナ号は，枠入り不良。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の11頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）11頭 アネモイ号・カフェブリッツ号・キラリジェームス号・ココアスエイト号・シルヴィーズモード号・ジーパワー号・

ソリティール号・ニホンピロフィート号・パズドリーム号・マグナムインパクト号・ロイヤルネイビー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

07064 3月13日 晴 良 （28阪神1）第6日 第4競走 ��
��1，800�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 625，000
625，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：43．9

良
良

714 ド ゥ オ ー モ 牡3鹿 56 M．デムーロ広尾レース� 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 476 ―1：51．4 6．5�
23 � ソングライティング 牝3黒鹿54 C．ルメール 吉田 和子氏 高野 友和 米 Fares Farms,

L.L.C. 520＋121：51．5� 19．3�
47 サトノケンシロウ 牡3黒鹿56 武 豊里見 治氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 446－ 6 〃 クビ 2．6�
24 キタサンミサイル 牡3青鹿 56

53 ▲荻野 極�大野商事 清水 久詞 新冠 大栄牧場 520－ 21：51．71	 13．3�
612 タガノガンチャン 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 468－ 2 〃 同着 7．1	
36 ショウナンアストル 牡3栗 56 池添 謙一�湘南 吉村 圭司 新ひだか 乾 皆雄 444－10 〃 クビ 28．4

12 ウ ル ド 牝3鹿 54 藤岡 佑介吉田 勝己氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 408 ―1：51．8� 162．8�
815 ナリタエイト 牡3鹿 56 福永 祐一�オースミ 松永 昌博 千歳 社台ファーム 466＋ 4 〃 アタマ 11．8�
11 ガラスダマノピアス 牝3鹿 54 国分 優作副島 義久氏 加用 正 日高 下河辺牧場 464－ 21：51．9クビ 26．0
35 ローズウィスパー 牝3鹿 54 川田 将雅 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 466＋ 4 〃 アタマ 4．3�
48 トゥルーハート 牡3黒鹿56 秋山真一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 庄野 靖志 様似 猿倉牧場 466＋ 81：52．0
 25．0�
611 ツーエムブレイヴ 牡3黒鹿 56

54 △義 英真村上 憲政氏 本田 優 浦河 中村 雅明 490－ 41：52．1
 250．1�
510 ブリーズリー 牡3鹿 56

55 ☆岩崎 翼中野 義一氏 石橋 守 新ひだか 木村 秀則 470 ―1：52．2
 363．5�
59 セキサンシップ 牝3鹿 54

52 △城戸 義政�関澤産業 坂口 正則 浦河 笹島 政信 428－ 81：52．52 539．5�
713 ミスターギブソン 牡3鹿 56 藤岡 康太齋藤 秀昭氏 高橋 義忠 日高 新井 昭二 486－ 81：52．71	 86．2�
816 ビットロブスト 牡3栗 56 佐藤 友則馬場 祥晃氏 西村 真幸 千葉 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 434± 01：54．08 889．6�
（笠松）

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，809，400円 複勝： 57，274，300円 枠連： 13，937，600円
馬連： 64，441，200円 馬単： 32，583，900円 ワイド： 42，583，700円
3連複： 94，650，900円 3連単： 109，501，300円 計： 450，782，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 240円 � 470円 � 150円 枠 連（2－7） 2，760円

馬 連 �� 7，700円 馬 単 �� 13，520円

ワ イ ド �� 1，890円 �� 500円 �� 1，300円

3 連 複 ��� 5，780円 3 連 単 ��� 49，340円

票 数

単勝票数 計 358094 的中 � 43982（3番人気）
複勝票数 計 572743 的中 � 59525（4番人気）� 23820（8番人気）� 132137（1番人気）
枠連票数 計 139376 的中 （2－7） 3900（12番人気）
馬連票数 計 644412 的中 �� 6480（29番人気）
馬単票数 計 325839 的中 �� 1807（49番人気）
ワイド票数 計 425837 的中 �� 5524（26番人気）�� 23464（4番人気）�� 8207（15番人気）
3連複票数 計 946509 的中 ��� 12275（16番人気）
3連単票数 計1095013 的中 ��� 1609（170番人気）

ハロンタイム 13．0―12．0―12．5―13．0―13．4―13．1―11．9―11．2―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．0―37．5―50．5―1：03．9―1：17．0―1：28．9―1：40．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F34．4
3 3，6（1，7）（9，4，5，15）（13，12）16，2，14，10（8，11） 4 3（6，7）（1，15）（4，5）（9，12）（2，13，14）（8，10，16，11）

勝馬の
紹 介

ド ゥ オ ー モ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 コマンダーインチーフ 初出走

2013．5．8生 牡3鹿 母 アスクコマンダー 母母 エイブルカグラ 1戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時35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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ショウナンラテール号・モント号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



07065 3月13日 曇 良 （28阪神1）第6日 第5競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走12時20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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

814� ジープルメリア 牝3黒鹿54 松田 大作 �キャピタル・システム 南井 克巳 米
Betz Thorough-
breds, Werner &
Humphrey

450－ 21：24．6 4．9�
58 � アポロテキサス 牡3鹿 56 和田 竜二アポロサラブレッドクラブ 山内 研二 米 William B.

Thompson Jr. 486－ 61：24．81� 28．0�
22 ス ト リ ク ス 牡3鹿 56 福永 祐一 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 500＋ 41：24．9	 6．2�
69 ヒーローメーカー 牡3黒鹿56 小牧 太林 正道氏 森田 直行 日高 シンボリ牧場 518＋ 41：25．0	 2．6�
46 ワンダーリーデル 牡3鹿 56 松若 風馬山本 信行氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 528＋ 41：25．32 9．1�
34 セカンドエフォート 牡3青鹿 56

55 ☆小崎 綾也 	シルクレーシング 村山 明 安平 ノーザンファーム 494－ 41：25．4クビ 29．3

57 メイショウノボサン 牡3栗 56 武 豊松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 470＋ 41：25．61� 17．6�
45 � ベストドライヴ 牡3栗 56 C．ルメール 馬場 幸夫氏 石坂 正 米 Dorsey Brown &

Richard Palmer 518± 01：25．92 4．5�
11 ガ ウ ェ イ ン 牡3鹿 56 高倉 稜西森 鶴氏 目野 哲也 平取 二風谷ファーム 482－ 81：26．11� 153．2
712 ク ラ イ シ ス 牡3鹿 56 川田 将雅前田 幸治氏 
島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478－ 6 〃 アタマ 26．5�
813 シャインダイアン 牝3黒鹿54 A．シュタルケ	三嶋牧場 西村 真幸 浦河 三嶋牧場 454＋ 21：26．2	 226．0�

（独）

711 シゲルオキサワラ 牡3鹿 56
54 △城戸 義政森中 蕃氏 柴田 光陽 新冠 中地 義次 446± 01：26．3	 644．9�

610 ニホンピロボーラー 牡3鹿 56 藤岡 康太小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 498＋ 81：27．36 378．1�
33 エイシンギガント 牡3黒鹿56 池添 謙一�栄進堂 中尾 秀正 新ひだか 松本牧場 466－ 61：28．68 211．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 35，878，000円 複勝： 53，728，600円 枠連： 13，781，300円
馬連： 67，052，700円 馬単： 33，197，900円 ワイド： 42，022，400円
3連複： 94，348，700円 3連単： 118，177，000円 計： 458，186，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 200円 � 720円 � 200円 枠 連（5－8） 2，350円

馬 連 �� 6，030円 馬 単 �� 9，400円

ワ イ ド �� 1，890円 �� 510円 �� 1，730円

3 連 複 ��� 8，240円 3 連 単 ��� 44，920円

票 数

単勝票数 計 358780 的中 � 58273（3番人気）
複勝票数 計 537286 的中 � 77846（3番人気）� 15314（9番人気）� 75912（4番人気）
枠連票数 計 137813 的中 （5－8） 4530（10番人気）
馬連票数 計 670527 的中 �� 8608（23番人気）
馬単票数 計 331979 的中 �� 2646（36番人気）
ワイド票数 計 420224 的中 �� 5497（26番人気）�� 22610（5番人気）�� 6020（24番人気）
3連複票数 計 943487 的中 ��� 8584（35番人気）
3連単票数 計1181770 的中 ��� 1907（166番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―34．7―46．8―58．6―1：11．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ジープルメリア �
�
父 Street Sense �

�
母父 Alzao デビュー 2015．8．1 札幌1着

2013．5．8生 牝3黒鹿 母 Song of Africa 母母 Intensive 5戦2勝 賞金 18，100，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

07066 3月13日 曇 良 （28阪神1）第6日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走12時55分 （芝・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
1：07．1
1：06．5

良
良

22 � エリシェヴァ 牝3鹿 54 松若 風馬前田 葉子氏 角田 晃一 米 North Hills
Co. Limited 468＋ 61：09．9 2．5�

44 メイショウベニフジ 牝3黒鹿54 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 太陽牧場 430＋ 4 〃 クビ 13．1�
33 レ イ リ オ ン 牝3鹿 54 C．ルメール �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 420± 01：10．0� 3．0�
55 タイセイエクレール 牡3鹿 56 A．シュタルケ 田中 成奉氏 森田 直行 新ひだか 藤沢牧場 500＋ 2 〃 アタマ 6．0�

（独）

11 バ オ バ ブ 牝3芦 54 田辺 裕信 Him Rock Racing 加用 正 日高 タバタファーム 432－ 61：10．21 36．1�
811 フルムーンソング 牡3黒鹿56 M．デムーロ H.H．シェイク・モハメド 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 428－10 〃 クビ 5．9	
66 キーナンバー 牡3栗 56

54 △義 英真北前孔一郎氏 宮 徹 浦河 村下農場 492－ 11：10．3クビ 42．4

79 	 ジ ェ ス ロ 牡3鹿 56 松田 大作松田 整二氏 日吉 正和 浦河 小島牧場 430－ 21：10．4
 16．3�
78 オウケンダイヤ 牝3黒鹿54 国分 恭介福井 明氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 394± 01：10．82
 211．9�
810 ブンブンブラウ 牝3鹿 54 和田 竜二三宅 勝俊氏 川村 禎彦 新ひだか 中田 英樹 440＋ 6 〃 クビ 118．2
67 � ハッピーガール 牝3鹿 54 佐藤 友則�ホースケア 山中 輝久 新ひだか グランド牧場 412＋ 21：11．54 448．1�

（笠松） （笠松）

（11頭）

売 得 金
単勝： 30，470，900円 複勝： 39，376，000円 枠連： 9，876，600円
馬連： 57，033，100円 馬単： 33，142，100円 ワイド： 32，388，600円
3連複： 73，220，100円 3連単： 126，776，400円 計： 402，283，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 240円 � 120円 枠 連（2－4） 2，010円

馬 連 �� 1，660円 馬 単 �� 2，620円

ワ イ ド �� 490円 �� 190円 �� 450円

3 連 複 ��� 1，090円 3 連 単 ��� 7，110円

票 数

単勝票数 計 304709 的中 � 94180（1番人気）
複勝票数 計 393760 的中 � 91240（2番人気）� 29160（6番人気）� 96760（1番人気）
枠連票数 計 98766 的中 （2－4） 3796（8番人気）
馬連票数 計 570331 的中 �� 26622（6番人気）
馬単票数 計 331421 的中 �� 9460（12番人気）
ワイド票数 計 323886 的中 �� 14827（7番人気）�� 50974（1番人気）�� 16600（6番人気）
3連複票数 計 732201 的中 ��� 50357（3番人気）
3連単票数 計1267764 的中 ��� 12919（20番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．6―11．7―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．2―34．8―46．5―57．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F35．1
3 1，2，6（4，10）11（5，3）－（7，8）9 4 ・（1，2）（4，6）（10，11）（5，3）8，9，7

勝馬の
紹 介

�エリシェヴァ �
�
父 Smart Strike �

�
母父 Sunday Silence デビュー 2015．10．10 京都4着

2013．2．27生 牝3鹿 母 Believe 母母 Great Christine 6戦2勝 賞金 16，550，000円
〔発走状況〕 ジェスロ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。危険防止のため外枠から発走。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ジェスロ号は，平成28年3月14日から平成28年4月3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または施行団体名を表示している。



07067 3月13日 曇 良 （28阪神1）第6日 第7競走 ��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

11 レッドサバス 牡4黒鹿57 M．デムーロ �東京ホースレーシング 松田 国英 千歳 社台ファーム 470± 01：54．1 2．6�
55 アドマイヤカロ 牡5栗 57 藤岡 佑介近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 522－ 41：54．2� 4．6�
44 � エアカーディナル 牡5鹿 57 C．ルメール �ラッキーフィールド笹田 和秀 平取 稲原牧場 482－ 21：54．73 7．6�
77 タイキオールブルー 牡4青鹿 57

56 ☆岩崎 翼�大樹ファーム 西園 正都 浦河 有限会社 ビ
クトリーファーム 440－ 21：54．91� 48．2�

88 � トーホウシルエット 牡4栗 57 佐藤 友則東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 498－ 21：55．0	 297．3	
（笠松）

22 ワールドリースター 牡4鹿 57 川田 将雅 �サンデーレーシング 渡辺 薫彦 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 476－ 81：55．1� 2．7


66 ショウナンガッチャ 牡5栗 57 藤岡 康太国本 哲秀氏 北出 成人 日高 森永牧場 480＋ 21：55．3	 12．1�
89 メイショウカシュウ 牡4鹿 57

55 △城戸 義政松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 494＋ 41：55．62 125．6�
33 カフェライジング 牡4鹿 57 四位 洋文西川 恭子氏 松永 幹夫 新ひだか 三石橋本牧場 504＋ 21：56．02� 20．1

（9頭）

売 得 金
単勝： 30，701，600円 複勝： 39，348，500円 枠連： 11，619，500円
馬連： 55，553，900円 馬単： 39，830，200円 ワイド： 30，482，300円
3連複： 70，306，400円 3連単： 172，600，200円 計： 450，442，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 110円 � 160円 � 170円 枠 連（1－5） 610円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，080円

ワ イ ド �� 250円 �� 280円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，120円 3 連 単 ��� 3，620円

票 数

単勝票数 計 307016 的中 � 92095（1番人気）
複勝票数 計 393485 的中 � 164447（1番人気）� 45005（3番人気）� 38941（4番人気）
枠連票数 計 116195 的中 （1－5） 14684（2番人気）
馬連票数 計 555539 的中 �� 64058（2番人気）
馬単票数 計 398302 的中 �� 27486（4番人気）
ワイド票数 計 304823 的中 �� 32193（2番人気）�� 28818（3番人気）�� 17095（7番人気）
3連複票数 計 703064 的中 ��� 47013（4番人気）
3連単票数 計1726002 的中 ��� 34485（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．7―38．7―51．8―1：04．8―1：17．6―1：29．9―1：41．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドサバス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．12．27 中山3着

2012．4．30生 牡4黒鹿 母 アイシーサイレンス 母母 アイシーゴーグル 14戦2勝 賞金 27，840，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

07068 3月13日 曇 良 （28阪神1）第6日 第8競走 ��
��1，400�サラブレッド系4歳以上

発走13時55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

811� エイシンサブウェイ 牡4鹿 57 和田 竜二�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 496＋ 21：25．1 15．6�
79 エミネントレコード 牡5鹿 57 池添 謙一�G1レーシング 西浦 勝一 千歳 社台ファーム B480－ 41：25．31 7．1�
67 	 エイシンパライソ 牡4栗 57 M．デムーロ�栄進堂 藤岡 健一 米 Liberation Farm &

Brandywine Farm B506± 01：25．51
 1．3�
78 カノヤカンザクラ 牡4栗 57 小牧 太神田アヤ子氏 橋口 慎介 日高 浜本牧場 512－ 61：25．6� 10．4�
22 パープルパルピナ 牡5鹿 57 国分 優作中野 銀十氏 福島 信晴 新ひだか 三石川上牧場 502＋ 41：25．7
 207．3�
55 	 サウンドジャンゴ 牡4鹿 57 福永 祐一増田 雄一氏 和田 正道 米 Hibiscus

Stables B510－ 41：25．91� 7．9	
810 トウケイファルコン 牡4栗 57 松若 風馬木村 信彦氏 池添 兼雄 新ひだか 木下牧場 488－ 61：26．32
 41．4

66 � タガノロブロイ 牡4鹿 57 藤岡 康太八木 良司氏 奥村 豊 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 498－ 4 〃 クビ 82．8�
44 � トーホウバード 牡4黒鹿57 松田 大作東豊物産� 川村 禎彦 日高 竹島 幸治 450＋ 21：26．62 202．5�
33 � ワイドヴィンチェレ 牡4黒鹿57 A．シュタルケ 幅田 昌伸氏 笹田 和秀 浦河 有限会社

吉田ファーム 410－ 21：26．91
 130．5
（独）

11 � ハイイノベーション 牡4栗 57
55 △義 英真服部 新平氏 坪 憲章 浦河 川フアーム 466＋ 41：27．11� 327．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 35，351，100円 複勝： 107，481，900円 枠連： 15，176，400円
馬連： 56，267，800円 馬単： 54，150，500円 ワイド： 35，295，000円
3連複： 76，580，900円 3連単： 228，550，800円 計： 608，854，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，560円 複 勝 � 170円 � 130円 � 110円 枠 連（7－8） 1，770円

馬 連 �� 3，620円 馬 単 �� 7，920円

ワ イ ド �� 610円 �� 300円 �� 180円

3 連 複 ��� 930円 3 連 単 ��� 20，780円

票 数

単勝票数 計 353511 的中 � 18043（5番人気）
複勝票数 計1074819 的中 � 36239（5番人気）� 61046（2番人気）� 841859（1番人気）
枠連票数 計 151764 的中 （7－8） 6617（5番人気）
馬連票数 計 562678 的中 �� 12034（10番人気）
馬単票数 計 541505 的中 �� 5126（19番人気）
ワイド票数 計 352950 的中 �� 12100（8番人気）�� 29176（4番人気）�� 58444（1番人気）
3連複票数 計 765809 的中 ��� 61190（4番人気）
3連単票数 計2285508 的中 ��� 7973（57番人気）

ハロンタイム 12．5―10．6―11．3―11．8―12．2―13．0―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．1―34．4―46．2―58．4―1：11．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エイシンサブウェイ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Elusive Quality

2012．3．28生 牡4鹿 母 エーシンベタラネリ 母母 Vermont Girl 8戦1勝 賞金 13，540，000円
初出走 JRA

※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。



07069 3月13日 曇 良 （28阪神1）第6日 第9競走 ��
��2，400�

あ わ じ

淡 路 特 別
発走14時25分 （芝・右・外）
4歳以上，1，000万円以下，27．3．14以降28．3．6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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．2
2：22．1

良
良

11 クリプトグラム 牡4栗 55 福永 祐一 �キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 476＋ 42：25．7 5．2�
67 サラトガスピリット 牡4栗 55 C．ルメール 平井 裕氏 友道 康夫 日高 白井牧場 510－102：25．91� 3．0�
811 サンライズセンス 牡4栗 55 川田 将雅松岡 隆雄氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 502－ 4 〃 ハナ 2．2�
22 トウキョウタフガイ 牡5鹿 54 藤岡 康太市川義美ホール

ディングス� 渡辺 薫彦 安平 追分ファーム 474＋ 42：26．85 18．1�
55 デンコウインパルス 牡4鹿 54 藤岡 佑介田中 康弘氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 492＋ 22：27．01� 23．6	
79 シャンパーニュ 牡5芦 56 田辺 裕信 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 494± 02：27．63� 28．1

78 キンショータイム 牡6栗 51 松若 風馬礒野日出夫氏 中村 均 厚真 阿部 栄乃進 500＋ 4 〃 ハナ 214．1�
810 メイショウヤマホコ 牡6黒鹿54 池添 謙一松本 好雄氏 藤沢 則雄 日高 天羽牧場 466＋ 2 〃 ハナ 18．3�
33 ダンディーズムーン 牡5鹿 56 秋山真一郎田島 大史氏 中村 均 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494－ 22：27．7クビ 11．1
66 ヒロノプリンス 牡6鹿 55 小崎 綾也サンエイ開発� 村山 明 日高 オリオンファーム 476－ 22：28．65 122．6�
44 	 セルリアンラッシュ 牡5青 52 高倉 稜�イクタ 田所 秀孝 日高 長谷川 一男 B468± 02：29．45 385．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 41，553，300円 複勝： 57，804，500円 枠連： 17，607，500円
馬連： 104，770，700円 馬単： 51，851，200円 ワイド： 47，871，900円
3連複： 128，074，000円 3連単： 236，264，300円 計： 685，797，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 140円 � 120円 � 110円 枠 連（1－6） 1，040円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，770円

ワ イ ド �� 300円 �� 240円 �� 160円

3 連 複 ��� 520円 3 連 単 ��� 4，620円

票 数

単勝票数 計 415533 的中 � 62779（3番人気）
複勝票数 計 578045 的中 � 69752（3番人気）� 114444（2番人気）� 219464（1番人気）
枠連票数 計 176075 的中 （1－6） 13000（4番人気）
馬連票数 計1047707 的中 �� 102672（3番人気）
馬単票数 計 518512 的中 �� 21890（7番人気）
ワイド票数 計 478719 的中 �� 35415（4番人気）�� 46948（2番人気）�� 89534（1番人気）
3連複票数 計1280740 的中 ��� 181782（1番人気）
3連単票数 計2362643 的中 ��� 37043（9番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―12．9―12．6―11．9―11．9―12．4―12．5―12．3―12．3―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．4―23．1―36．0―48．6―1：00．5―1：12．4―1：24．8―1：37．3―1：49．6―2：01．9―2：13．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クリプトグラム �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．10．12 京都2着

2012．5．14生 牡4栗 母 チアズメッセージ 母母 チアズダンサー 7戦3勝 賞金 34，608，000円

07070 3月13日 曇 良 （28阪神1）第6日 第10競走 ��
��1，600�うずしおステークス

発走15時00分 （芝・右・外）
牝，4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，55�

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 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．0
1：30．7

良
良

813 アンドリエッテ 牝4鹿 55 M．デムーロ永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 440＋ 21：35．3 3．2�
57 ベッラヴォーチェ 牝6鹿 55 藤岡 康太 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＋ 8 〃 アタマ 55．4�
711 アドマイヤナイト 牝4栗 55 福永 祐一近藤 利一氏 梅田 智之 新冠 新冠橋本牧場 430＋ 81：35．4� 39．9�
45 アスカビレン 牝4鹿 55 池添 謙一神田 紘爾氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 470－ 8 〃 ハナ 4．0�
22 レッドオリヴィア 牝5鹿 55 川田 将雅 �東京ホースレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 440－ 2 〃 クビ 10．4�
69 リラヴァティ 牝5黒鹿55 松若 風馬 	キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 456＋ 21：35．5� 6．3

58 ダノンルージュ 牝6鹿 55 松田 大作�ダノックス 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 482＋ 2 〃 ハナ 39．7�
712 フロアクラフト 牝6黒鹿55 A．シュタルケ 	キャロットファーム 西園 正都 安平 ノーザンファーム 514＋ 61：35．6クビ 12．2�

（独）

610 チェリーヒロイン 牝7栗 55 C．ルメール 伊藤 秀也氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 414－ 8 〃 クビ 8．6
11 テルメディカラカラ 牝4黒鹿55 武 豊小林 薫氏 石橋 守 新冠 錦岡牧場 458＋ 2 〃 ハナ 10．7�
814	 サンソヴール 牝5黒鹿55 小牧 太�G1レーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 446－101：35．7クビ 42．5�
34 	 ホッコーアムール 牝6青 55 秋山真一郎矢部 道晃氏 飯田 祐史 日高 川端 正博 466＋141：35．8
 96．7�
33 ブランネージュ 牝5鹿 55 藤岡 佑介 	社台レースホース藤岡 健一 安平 追分ファーム 488＋141：36．01� 37．3�
46 ムーンエクスプレス 牝4鹿 55 和田 竜二 �ローレルレーシング 鈴木 孝志 日高 坂 牧場 422－ 61：36．21� 47．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 54，921，500円 複勝： 79，003，100円 枠連： 36，367，300円
馬連： 165，053，600円 馬単： 69，364，200円 ワイド： 78，707，200円
3連複： 214，374，100円 3連単： 289，160，200円 計： 986，951，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 170円 � 1，170円 � 1，050円 枠 連（5－8） 3，010円

馬 連 �� 8，030円 馬 単 �� 11，260円

ワ イ ド �� 2，970円 �� 2，450円 �� 12，160円

3 連 複 ��� 72，940円 3 連 単 ��� 277，300円

票 数

単勝票数 計 549215 的中 � 136508（1番人気）
複勝票数 計 790031 的中 � 160669（1番人気）� 14598（13番人気）� 16399（12番人気）
枠連票数 計 363673 的中 （5－8） 9351（15番人気）
馬連票数 計1650536 的中 �� 15922（27番人気）
馬単票数 計 693642 的中 �� 4619（45番人気）
ワイド票数 計 787072 的中 �� 6866（30番人気）�� 8386（23番人気）�� 1646（76番人気）
3連複票数 計2143741 的中 ��� 2204（184番人気）
3連単票数 計2891602 的中 ��� 756（818番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．0―36．5―49．1―1：01．3―1：12．7―1：23．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F34．0
3 9（5，11）（6，12）（3，13）（4，8）10（1，7）（2，14） 4 ・（9，11）（5，6，12）（3，13）8（4，10）（1，7，14）2

勝馬の
紹 介

アンドリエッテ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Silver Deputy デビュー 2014．12．7 阪神3着

2012．5．14生 牝4鹿 母 アナバシュドチャーム 母母 Unbridled Hope 11戦2勝 賞金 69，100，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※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。

１レース目



07071 3月13日 曇 良 （28阪神1）第6日 第11競走 ��
��1，400�第50回報知杯フィリーズレビュー（ＧⅡ）

発走15時35分 （桜花賞トライアル） （芝・右）
牝，3歳；負担重量は，馬齢重量

報知新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 52，000，000円 21，000，000円 13，000，000円 7，800，000円 5，200，000円
付 加 賞 1，344，000円 384，000円 192，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．9
1：19．0

良
良

12 ソルヴェイグ 牝3栗 54 川田 将雅�G1レーシング �島 一歩 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 460－ 61：22．1 27．2�

59 アットザシーサイド 牝3鹿 54 福永 祐一吉田 照哉氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 440＋ 61：22．31� 3．3�
47 キャンディバローズ 牝3鹿 54 武 豊猪熊 広次氏 矢作 芳人 浦河 富田牧場 406＋ 4 〃 ハナ 4．8�
23 ダイアナヘイロー 牝3黒鹿54 国分 優作�駒秀 福島 信晴 浦河 大西ファーム 454－ 41：22．51� 7．0�
510 ソーディヴァイン 牝3鹿 54 佐藤 友則 �シルクレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 528－ 2 〃 クビ 30．3	

（笠松）

611 リルティングインク 牝3黒鹿54 C．ルメール �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 高野 友和 新ひだか 岡田スタツド 426－ 61：22．6	 14．9


11 サ ル ド ナ 牝3栗 54 松田 大作寺田 寿男氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 472－ 6 〃 アタマ 69．6�
818 メイショウスイヅキ 牝3鹿 54 池添 謙一松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 442－ 41：22．91	 13．3�
36 カネトシブレス 牝3鹿 54 城戸 義政兼松 昌男氏 田中 章博 新冠 武田 寛治 418－ 8 〃 クビ 222．1
612 ワンダフルラッシュ 牝3黒鹿54 A．シュタルケ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 手塚 貴久 様似 様似共栄牧場 430－ 4 〃 ハナ 99．8�

（独）

715
 エイシンピカソ 牝3栗 54 藤岡 康太平井 克彦氏 野中 賢二 米
Kendall E.
Hansen, M.D.
Racing, LLC

444＋ 41：23．0� 33．2�
817 カトルラポール 牝3鹿 54 丸田 恭介石井 義孝氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 462± 01：23．1� 55．8�
48 エターナルユース 牝3栗 54 国分 恭介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 宮 徹 新ひだか 岡田牧場 422＋ 41：23．2クビ 214．8�
35 ボ ー ダ レ ス 牝3栗 54 四位 洋文 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472＋ 8 〃 クビ 88．3�
24 ライディングハイ 牝3鹿 54 中谷 雄太�下河辺牧場 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 468－101：23．41� 316．9�
816 ナタリーバローズ 牝3鹿 54 M．デムーロ猪熊 広次氏 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 456－ 81：23．5クビ 5．2�
714 クードラパン 牝3黒鹿54 田辺 裕信 �シルクレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 480－ 21：23．6� 14．8�
713 ウインミレーユ 牝3黒鹿54 和田 竜二�ウイン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 430－ 81：23．7	 27．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 167，566，500円 複勝： 233，348，400円 枠連： 136，880，600円
馬連： 670，213，000円 馬単： 265，185，200円 ワイド： 269，806，700円
3連複： 1，049，303，900円 3連単： 1，513，286，100円 計： 4，305，590，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，720円 複 勝 � 470円 � 140円 � 180円 枠 連（1－5） 3，160円

馬 連 �� 3，940円 馬 単 �� 11，330円

ワ イ ド �� 1，300円 �� 1，610円 �� 380円

3 連 複 ��� 4，950円 3 連 単 ��� 47，890円

票 数

単勝票数 計1675665 的中 � 49241（8番人気）
複勝票数 計2333484 的中 � 92888（8番人気）� 527022（1番人気）� 337061（2番人気）
枠連票数 計1368806 的中 （1－5） 33560（15番人気）
馬連票数 計6702130 的中 �� 131578（14番人気）
馬単票数 計2651852 的中 �� 17539（38番人気）
ワイド票数 計2698067 的中 �� 50682（12番人気）�� 40371（18番人気）�� 199651（1番人気）
3連複票数 計10493039 的中 ��� 158672（11番人気）
3連単票数 計15132861 的中 ��� 22907（132番人気）

ハロンタイム 12．2―11．2―11．6―12．2―11．7―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．4―35．0―47．2―58．9―1：10．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F34．9
3 7，10（2，12）（6，13）（1，11，17）（4，9）（3，18）（5，8，16）14，15 4 7，10（2，12）（6，13）（1，11，17）9（4，18）（3，8，16）（15，5）14

勝馬の
紹 介

ソルヴェイグ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2015．11．15 京都1着

2013．3．4生 牝3栗 母 アスドゥクール 母母 アイリッシュカーリ 5戦2勝 賞金 64，664，000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） 2頭 タガノヴィアーレ号・ダンツロビン号
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりソルヴェイグ号・アットザシーサイド号・キャンディバローズ号は，桜花賞（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または施行団体名を表示している。

07072 3月13日 曇 良 （28阪神1）第6日 第12競走 ��
��1，200�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
1：08．8
1：08．7

重
重

816 ジャコカッテ 牡5栗 57 藤岡 康太晴間 初栄氏 高橋 義忠 新冠 カミイスタット 506－ 21：11．4 30．4�
48 ヤマニンメンヒル 牡7鹿 57 松田 大作土井 肇氏 松下 武士 浦河 廣田 伉助 472－ 21：11．61� 42．5�
510	 フライングニンバス 牝4鹿 55 福永 祐一橋元 勇氣氏 野中 賢二 米 Glendalough

LLC 506＋ 2 〃 クビ 8．6�
36 プレフェリート 牡5鹿 57 C．ルメール 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 494＋ 41：11．81� 13．1�
35 グラッブユアコート 牝4鹿 55 M．デムーロ�G1レーシング 千田 輝彦 千歳 社台ファーム 456－ 41：11．9クビ 1．9�
24 ボーンレジェンド 牝5鹿 55 A．シュタルケ �グリーンファーム田島 俊明 千歳 社台ファーム 496＋ 41：12．11
 47．9	

（独）

815 テーオーソルジャー 牡5栗 57 秋山真一郎小笹 公也氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 466－ 41：12．31� 6．0

23 ク ー ゲ ル 牡5栗 57 小牧 太幅田 昌伸氏 加用 正 浦河 岡本牧場 512± 01：12．4� 18．9�
611 ミキノグランプリ 牡5栗 57

56 ☆岩崎 翼谷口 久和氏 南井 克巳 浦河 浦河育成牧場 468－ 41：12．5
 68．2�
59 スマートグレイス 牝4栗 55 武 豊大川 徹氏 河内 洋 新ひだか 飛野牧場 470＋ 4 〃 クビ 9．7
12 チーフアセスメント 牡5鹿 57 四位 洋文 �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 498＋ 41：12．6
 30．2�
47 アクションバイオ 牡6黒鹿57 国分 優作バイオ� 西浦 勝一 平取 坂東牧場 504＋241：12．7� 26．1�
713 タマモイレブン 牡4鹿 57 佐藤 友則タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 528＋ 21：12．9� 24．7�

（笠松）

612 アラタマシャトル 牡5鹿 57 池添 謙一荒木 謙次氏 浜田多実雄 日高 槇本牧場 496＋ 21：13．32
 61．2�
11 ヒロノエンペラー 牡6青鹿57 竹之下智昭サンエイ開発� 庄野 靖志 新冠 新冠橋本牧場 480－ 81：13．83 305．8�
714 デンコウヒノマル 牡5栗 57 松若 風馬田中 康弘氏 坂口 正則 浦河 大島牧場 500± 01：14．65 135．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 60，167，700円 複勝： 113，669，700円 枠連： 46，471，200円
馬連： 206，252，200円 馬単： 91，712，600円 ワイド： 90，065，300円
3連複： 226，728，000円 3連単： 389，495，500円 計： 1，224，562，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，040円 複 勝 � 990円 � 1，080円 � 360円 枠 連（4－8） 4，920円

馬 連 �� 40，630円 馬 単 �� 65，500円

ワ イ ド �� 7，610円 �� 4，300円 �� 5，080円

3 連 複 ��� 90，930円 3 連 単 ��� 823，270円

票 数

単勝票数 計 601677 的中 � 15810（10番人気）
複勝票数 計1136697 的中 � 28869（9番人気）� 26291（11番人気）� 92184（3番人気）
枠連票数 計 464712 的中 （4－8） 7309（17番人気）
馬連票数 計2062522 的中 �� 4187（73番人気）
馬単票数 計 917126 的中 �� 1050（133番人気）
ワイド票数 計 900653 的中 �� 3041（70番人気）�� 5426（35番人気）�� 4578（49番人気）
3連複票数 計2267280 的中 ��� 1870（213番人気）
3連単票数 計3894955 的中 ��� 343（1508番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．6―11．8―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．3―34．9―46．7―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジャコカッテ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 Pulpit デビュー 2013．10．20 京都7着

2011．4．16生 牡5栗 母 イヴニングミスト 母母 Next Fall 21戦4勝 賞金 47，056，000円
〔制裁〕 ヒロノエンペラー号の騎手竹之下智昭は，最後の直線コースでの御法（前の馬に接触した）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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アサケゴマ号・メイショウユメゴゼ号
（非抽選馬） 1頭 アドマイヤシャドウ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

４レース目



（28阪神1）第6日 3月13日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 164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

278，160，000円
2，530，000円
5，820，000円
2，720，000円
31，470，000円
66，346，000円
4，570，000円
1，574，400円

勝馬投票券売得金
563，980，100円
938，426，100円
338，702，700円
1，584，246，700円
749，683，600円
751，035，900円
2，210，780，300円
3，458，312，300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 10，595，167，700円

総入場人員 15，759名 （有料入場人員 14，790名）
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