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07025 3月2日 晴 不良 （25阪神1）第3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
1：09．7
1：08．7

重
重

47 セイントデジタル 牝3栗 54 藤田 伸二中西 宏彰氏 山内 研二 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 452± 01：12．7 6．8�

714 セレッソフロリード 牝3鹿 54 丸山 元気三宅 勝俊氏 田島 良保 様似 中村 俊紀 484－ 2 〃 クビ 7．7�
59 ヤマニンプチタルト 牝3栗 54

51 ▲岩崎 翼土井 肇氏 西橋 豊治 新冠 錦岡牧場 454－ 41：12．8� 17．1�
48 ワイングラス 牝3栗 54 幸 英明猪野毛雅人氏 加用 正 新ひだか 猪野毛牧場 460＋101：13．11� 27．0�
36 フェブマルコ 牝3栗 54 小林 徹弥釘田 義広氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 430－ 21：13．2� 14．3�
11 ハナズインパルス 牝3黒鹿54 C．デムーロ M．タバート氏 牧浦 充徳 新冠 松浦牧場 464－ 6 〃 クビ 3．4�

（伊）

612 ヤマノダイヤ 牝3青鹿54 岡部 誠澤村 敏雄氏 崎山 博樹 むかわ 上水牧場 460± 0 〃 ハナ 81．4	
（愛知）

713 モズペルファ 牝3鹿 54 国分 恭介北側 雅司氏 矢作 芳人 日高 目黒牧場 434＋ 21：13．3クビ 152．7

611 ワンダーテルヌーラ 牝3鹿 54 和田 竜二山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 446＋ 2 〃 クビ 3．4�
815 テイエムレオネッサ 牝3栗 54 太宰 啓介竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 村上牧場 462－ 21：13．61� 20．5�
816 チェリーミルズ 牝3鹿 54 松山 弘平 H.H．シェイク・ハムダン 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 462－ 8 〃 アタマ 15．5
35 ボディアンドソウル 牝3栗 54

51 ▲長岡 禎仁薪浦 英稔氏 梅田 康雄 新ひだか 秋田育成牧場 422± 01：14．02� 199．2�
24 ワンダフルムーン 牝3栗 54 川島 信二�ターフ・スポート加用 正 浦河 笹地牧場 442＋ 2 〃 アタマ 157．2�
12 エンブレムゴール 牝3黒鹿54 小坂 忠士新保 松二氏 境 直行 鹿児島 新保牧場 458－ 21：14．21� 195．6�
23 キシュウレパード 牝3黒鹿54 武 豊木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 430＋ 41：15．05 17．3�
510 フライトミューズ 牝3鹿 54 岡田 祥嗣蛭川 年明氏 坂口 正則 浦河 ひるかわ育

成牧場 432± 01：15．31� 60．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 15，339，800円 複勝： 24，564，100円 枠連： 9，784，300円
馬連： 34，226，400円 馬単： 23，005，800円 ワイド： 18，601，200円
3連複： 54，971，800円 3連単： 78，597，800円 計： 259，091，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 190円 � 270円 � 540円 枠 連（4－7） 1，520円

馬 連 �� 2，050円 馬 単 �� 4，050円

ワ イ ド �� 750円 �� 1，680円 �� 3，050円

3 連 複 ��� 14，550円 3 連 単 ��� 82，280円

票 数

単勝票数 計 153398 的中 � 17859（3番人気）
複勝票数 計 245641 的中 � 41476（3番人気）� 24374（4番人気）� 10020（10番人気）
枠連票数 計 97843 的中 （4－7） 4761（6番人気）
馬連票数 計 342264 的中 �� 12362（7番人気）
馬単票数 計 230058 的中 �� 4202（14番人気）
ワイド票数 計 186012 的中 �� 6422（5番人気）�� 2691（19番人気）�� 1452（35番人気）
3連複票数 計 549718 的中 ��� 2790（48番人気）
3連単票数 計 785978 的中 ��� 705（259番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．5―11．7―12．4―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．4―34．9―46．6―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セイントデジタル �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2012．8．4 小倉3着

2010．4．17生 牝3栗 母 ケンダイヤモンド 母母 ノーザンマイア 12戦1勝 賞金 10，100，000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） 3頭 エンドレスエイト号・シナーラ号・プティアノンス号
※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。

07026 3月2日 晴 不良 （25阪神1）第3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

812 ゴ ダ ー ル 牡3黒鹿56 岩田 康誠金子真人ホール
ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 468－101：53．0 1．5�

711 ダ イ コ ウ キ 牡3青鹿56 太宰 啓介橋元 幸平氏 南井 克巳 日高 ナカノファーム 518± 01：53．32 10．4�
45 トランザムスター 牡3鹿 56 幸 英明 �キャロットファーム 武 宏平 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 564－121：53．4� 20．1�
11 カーティスバローズ 牡3鹿 56 岡部 誠猪熊 広次氏 中竹 和也 浦河 大北牧場 488－ 6 〃 ハナ 6．0�

（愛知）

710 コマノアーティスト 牡3芦 56 浜中 俊長谷川芳信氏 鮫島 一歩 新ひだか 西川富岡牧場 508± 0 〃 アタマ 11．6	
44 ダイワユニティー 牝3黒鹿54 C．デムーロ 大城 敬三氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 470－ 61：53．61� 10．8


（伊）

22 マルシゲキング 牡3黒鹿 56
53 ▲長岡 禎仁坂東島繁藤氏 武田 博 鹿児島 坂東島 繁藤 442－ 21：53．7クビ 265．3�

56 ジ リ オ ン 牡3黒鹿56 和田 竜二近藤 克麿氏 清水 出美 安平 ノーザンファーム 534－ 21：54．44 43．1�
813 クリノコトノオー 牡3鹿 56 国分 恭介栗本 守氏 谷 潔 日高 春木 昭雄 466－ 21：54．82� 20．2
69 シゲルカプリコーン 牡3鹿 56 国分 優作 �ブルアンドベア 加藤 敬二 浦河 丸幸小林牧場 488± 01：55．97 259．6�
33 イキイキシンサク 牡3鹿 56 岡田 祥嗣中山 速水氏 武 宏平 新ひだか 武 牧場 488± 01：56．0� 364．7�
57 パープルシャイン 牡3栗 56 小坂 忠士中野 銀十氏 境 直行 日高 石原牧場 468＋ 41：56．85 695．5�
68 アズマクリスエス 牡3鹿 56 藤岡 佑介東 哲次氏 武市 康男 日高 日高大洋牧場 492－ 21：57．01� 194．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 22，857，600円 複勝： 70，698，800円 枠連： 10，247，600円
馬連： 36，064，900円 馬単： 33，765，200円 ワイド： 19，653，800円
3連複： 49，899，800円 3連単： 108，693，900円 計： 351，881，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 230円 � 390円 枠 連（7－8） 340円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 840円

ワ イ ド �� 310円 �� 530円 �� 1，800円

3 連 複 ��� 2，810円 3 連 単 ��� 6，730円

票 数

単勝票数 計 228576 的中 � 123132（1番人気）
複勝票数 計 706988 的中 � 478659（1番人気）� 35367（3番人気）� 17573（7番人気）
枠連票数 計 102476 的中 （7－8） 22413（2番人気）
馬連票数 計 360649 的中 �� 40851（3番人気）
馬単票数 計 337652 的中 �� 29973（2番人気）
ワイド票数 計 196538 的中 �� 18119（2番人気）�� 9176（6番人気）�� 2383（19番人気）
3連複票数 計 498998 的中 ��� 13110（13番人気）
3連単票数 計1086939 的中 ��� 11936（19番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．1―38．9―51．7―1：03．7―1：15．7―1：27．6―1：39．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ゴ ダ ー ル �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．11．3 京都2着

2010．2．7生 牡3黒鹿 母 セシルカット 母母 ダイナカール 4戦1勝 賞金 11，100，000円
※アズマクリスエス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。

第１回 阪神競馬 第３日



07027 3月2日 晴 不良 （25阪神1）第3日 第3競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走11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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

815 サンライズベーダー 牡3黒鹿56 池添 謙一松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 下河辺牧場 496－ 41：24．8 9．0�
48 ゴッドドリーム 牡3栗 56 幸 英明井高 義光氏 湯窪 幸雄 新ひだか 井高牧場 492± 01：24．9� 2．2�
47 ドニカナルボーイ 牡3黒鹿56 浜中 俊廣崎 利洋氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 452＋141：25．11� 6．3�
612 ゴーイングベル 牡3芦 56 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 476± 01：25．52� 269．1�
11 バルトロメオ 牡3鹿 56 岩田 康誠 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 478－ 61：25．6クビ 5．0�
816 キ ー ヴ ュ ー 牡3栗 56 太宰 啓介北前孔一郎氏 柴田 光陽 新冠 中本牧場 456－ 21：25．7� 17．9	
24 オリエンタルサン 牡3鹿 56 小林 徹弥下井 道博氏 高橋 義忠 浦河 東栄牧場 468＋ 21：26．02 41．8

714 エーシンヘディング 牡3鹿 56 秋山真一郎�栄進堂 中尾 秀正 浦河 三嶋牧場 452± 0 〃 ハナ 90．7�
36 フ ァ ウ ヌ ス 牡3鹿 56

53 ▲岩崎 翼 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 宮本 博 日高 オリオンファーム 502－ 81：26．1クビ 82．8

23 パープルヘイロー 牝3鹿 54 国分 優作中野 銀十氏 境 直行 日高 道見牧場 436－ 21：26．2� 213．4�
59 カ ノ ン 牝3鹿 54 岡部 誠 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 446± 01：26．41� 30．8�
（愛知）

611 ディルムッド 牡3栗 56 岡田 祥嗣一村 哲也氏 白井 寿昭 新ひだか 岡田スタツド B458± 0 〃 ハナ 55．7�
713 アクメバイオ 牝3鹿 54 荻野 琢真バイオ� 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 464－ 41：26．93 360．7�
35 オウケンローズ 牝3黒鹿54 丸山 元気福井 明氏 牧浦 充徳 むかわ 上水牧場 500－ 2 〃 アタマ 311．9�
510 コンラッドヘンケル 牡3芦 56 松山 弘平吉田 勝己氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 516－ 61：27．0� 6．6�
12 ヒシコンドル 牡3鹿 56 国分 恭介阿部 雅英氏 佐山 優 浦河 中村 雅明 528± 01：29．2大差 164．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，167，300円 複勝： 30，997，700円 枠連： 11，404，800円
馬連： 36，383，400円 馬単： 27，645，600円 ワイド： 18，478，000円
3連複： 55，938，600円 3連単： 88，430，000円 計： 287，445，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 210円 � 120円 � 220円 枠 連（4－8） 480円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 2，060円

ワ イ ド �� 350円 �� 940円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，800円 3 連 単 ��� 13，210円

票 数

単勝票数 計 181673 的中 � 15968（5番人気）
複勝票数 計 309977 的中 � 30131（4番人気）� 107859（1番人気）� 28926（5番人気）
枠連票数 計 114048 的中 （4－8） 17565（2番人気）
馬連票数 計 363834 的中 �� 38641（2番人気）
馬単票数 計 276456 的中 �� 9946（8番人気）
ワイド票数 計 184780 的中 �� 14178（2番人気）�� 4375（13番人気）�� 12280（4番人気）
3連複票数 計 559386 的中 ��� 23052（6番人気）
3連単票数 計 884300 的中 ��� 4944（37番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．8―12．2―11．9―12．5―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―35．0―47．2―59．1―1：11．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンライズベーダー �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Gone West デビュー 2012．12．1 阪神8着

2010．3．26生 牡3黒鹿 母 プリスティン 母母 Existentialist 4戦1勝 賞金 5，750，000円
※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 オリオンザミラクル号
※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。

07028 3月2日 曇
（ 芝 ）稍重
（ダート）不良（25阪神1）第3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

55 � メイショウタクミ 牡7黒鹿60 中村 将之松本 好雄氏 武田 博 浦河 林 孝輝 500＋ 83：22．8 10．5�
22 タマモオンゾウシ 牡4栗 59 熊沢 重文タマモ� 五十嵐忠男 新冠 新冠伊藤牧場 506－ 43：22．9� 1．3�
77 スズカジェネラル 牡6栗 60 林 満明永井 啓弍氏 武 宏平 むかわ 新井牧場 484＋ 23：23．22 16．7�
44 ローズリパブリック �7芦 60 白浜 雄造 �サンデーレーシング 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 466± 03：24．15 14．8�
88 オ リ ー ブ 牝4鹿 57 田村 太雅下井 道博氏 高橋 義忠 浦河 東栄牧場 456－ 23：24．84 70．2	
66 � メイショウミルキー 牡5鹿 60 植野 貴也松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 464＋ 43：27．4大差 43．4

33 シェーンヴァルト �7黒鹿60 西谷 誠 �サンデーレーシング 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム 478＋ 23：28．67 6．6�
11 � スターウォーズ 牡6黒鹿60 北沢 伸也中村 祐子氏 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム 496＋ 43：28．91	 35．6�

（8頭）

売 得 金
単勝： 17，119，100円 複勝： 42，207，100円 枠連： 発売なし
馬連： 24，185，700円 馬単： 27，892，500円 ワイド： 12，362，800円
3連複： 31，716，000円 3連単： 102，156，200円 計： 257，639，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，050円 複 勝 � 140円 � 110円 � 180円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 1，780円

ワ イ ド �� 180円 �� 530円 �� 250円

3 連 複 ��� 690円 3 連 単 ��� 6，150円

票 数

単勝票数 計 171191 的中 � 12895（3番人気）
複勝票数 計 422071 的中 � 39161（2番人気）� 291415（1番人気）� 23422（4番人気）
馬連票数 計 241857 的中 �� 49127（2番人気）
馬単票数 計 278925 的中 �� 11597（7番人気）
ワイド票数 計 123628 的中 �� 21288（1番人気）�� 4682（8番人気）�� 12137（3番人気）
3連複票数 計 317160 的中 ��� 34064（2番人気）
3連単票数 計1021562 的中 ��� 12264（17番人気）
上り 1マイル 1：48．9 4F 52．1－3F 39．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
2－4－7，3，5，8－6－1
2，5，7，4－6，8＝1＝3

�
�
2－4－7－3（8，5）6－1
2（7，5）－4－8＝6＝1＝3

勝馬の
紹 介

�メイショウタクミ 
�
父 シンボリクリスエス 

�
母父 ダンシングブレーヴ

2006．4．9生 牡7黒鹿 母 マイヴィヴィアン 母母 ウイルプリンセス 障害：7戦1勝 賞金 12，400，000円
地方デビュー 2010．1．1 高知

追 加 記 事（第 2回京都競馬第 7日第 2競走）
〔その他〕　　ヤキン号は，競走中に疾病〔左第 3手根骨々折〕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。



07029 3月2日 曇 稍重 （25阪神1）第3日 第5競走 ��
��2，200�サラブレッド系3歳

発走12時20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
2：10．1
2：10．0

良
良

12 ハマノグレード 牡3鹿 56 幸 英明浜井 弘至氏 服部 利之 新ひだか 坂本 春信 486－ 42：17．6 21．8�
59 ダノンシンフォニー 牡3鹿 56 秋山真一郎�ダノックス 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 444－102：17．7� 5．1�
510 サンライズウェイ 牡3栗 56 池添 謙一松岡 隆雄氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 450－ 22：18．23 14．8�
36 � バ ン デ 牡3鹿 56 藤岡 佑介林 正道氏 矢作 芳人 愛 Kildaragh

Stud 500－ 4 〃 ハナ 9．0�
23 テイエムオーライト 牡3鹿 56 国分 優作竹園 正繼氏 浜田多実雄 浦河 川越ファーム 440－122：18．3	 101．8�
612� サウンドデューク 牡3栗 56 太宰 啓介増田 雄一氏 安達 昭夫 愛 Round

Hill Stud 444－ 22：18．51
 45．4	
47 ト ル ス ト イ 牡3鹿 56 岩田 康誠近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 472－ 2 〃 クビ 3．2

24 メイショウイマワカ 牡3鹿 56 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 548－102：18．71
 77．8�
714 トレードウィンド 牡3鹿 56 岡部 誠 H.R.H．プリンセス・ハヤ 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 508－ 2 〃 クビ 390．8�
（愛知）

611 メイショウソラーレ 牡3鹿 56 国分 恭介松本 好雄氏 佐山 優 浦河 太陽牧場 496－ 42：18．8� 99．5
35 モ ズ ダ イ コ 牡3黒鹿56 荻野 琢真北側 雅司氏 小崎 憲 浦河 大北牧場 484± 0 〃 ハナ 89．5�
11 カナディアンリーフ 牡3黒鹿56 W．ビュイック �サンデーレーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 536＋ 82：19．22� 34．4�

（英）

816 メイショウジロキチ 牡3芦 56 丸山 元気松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 吉田 又治 490－ 2 〃 クビ 131．7�
815 ヒ ュ ラ ー ス 牡3鹿 56 浜中 俊吉田 照哉氏 中村 均 千歳 社台ファーム 442－ 42：19．3クビ 2．8�
48 エーシンオマーン 牝3鹿 54 C．デムーロ�栄進堂 高野 友和 浦河 栄進牧場 468－ 42：19．4	 18．3�

（伊）

713 ロードファルクス 牡3黒鹿 56
53 ▲長岡 禎仁 �ロードホースクラブ 村山 明 新ひだか ケイアイファーム 420－ 62：19．5	 198．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，490，800円 複勝： 46，521，900円 枠連： 13，840，400円
馬連： 49，421，700円 馬単： 35，200，000円 ワイド： 26，532，400円
3連複： 71，663，000円 3連単： 116，006，400円 計： 384，676，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，180円 複 勝 � 610円 � 220円 � 410円 枠 連（1－5） 3，100円

馬 連 �� 9，190円 馬 単 �� 21，800円

ワ イ ド �� 2，330円 �� 5，000円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 30，140円 3 連 単 ��� 246，730円

票 数

単勝票数 計 254908 的中 � 9244（7番人気）
複勝票数 計 465219 的中 � 17856（7番人気）� 68804（3番人気）� 28083（5番人気）
枠連票数 計 138404 的中 （1－5） 3297（12番人気）
馬連票数 計 494217 的中 �� 3969（23番人気）
馬単票数 計 352000 的中 �� 1192（54番人気）
ワイド票数 計 265324 的中 �� 2788（21番人気）�� 1278（39番人気）�� 5847（11番人気）
3連複票数 計 716630 的中 ��� 1755（70番人気）
3連単票数 計1160064 的中 ��� 347（484番人気）

ハロンタイム 12．8―11．7―12．3―13．5―13．3―12．7―12．8―12．0―11．9―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．8―24．5―36．8―50．3―1：03．6―1：16．3―1：29．1―1：41．1―1：53．0―2：05．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハマノグレード �
�
父 オペラハウス �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．1．26 京都3着

2010．4．3生 牡3鹿 母 ダンスヴィオレ 母母 マヤノガルディーヌ 3戦1勝 賞金 6，500，000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） 3頭 グンシン号・ニホンピロホウオー号・ヤマイチパートナー号
※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。

07030 3月2日 曇 稍重 （25阪神1）第3日 第6競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走12時50分 （芝・右・外）
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
1：32．0
1：30．7

良
良

713 フ ル ー キ ー 牡3青鹿56 岩田 康誠金子真人ホール
ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 474 ―1：37．5 7．4�

815 トウカイバイタル 牡3黒鹿56 池添 謙一内村 正則氏 安田 隆行 新冠 長浜牧場 444 ―1：37．71� 4．3�
816 リスヴェリアート 牡3鹿 56 C．デムーロ �G1レーシング 松元 茂樹 安平 追分ファーム 430 ―1：37．8� 10．8�

（伊）

510	 リアルアーネスト 牝3栗 54 秋山真一郎�グランド牧場 坪 憲章 米 Yoshiyuki Ito 430 ―1：38．12 38．6�
11 ナリタロック 牡3栗 56 浜中 俊�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 490 ―1：38．2クビ 2．6	
714 フミノメモリー 牡3黒鹿56 幸 英明谷 二氏 西浦 勝一 新冠 須崎牧場 526 ―1：38．41� 32．2

48 マヴェリックブルー 牡3栗 56 松山 弘平 �ブルーマネジメント鈴木 孝志 浦河 馬道 繁樹 422 ―1：38．61
 42．4�
36 シシリアンキング 牡3青鹿56 W．ビュイック 吉田 勝己氏 庄野 靖志 平取 坂東牧場 452 ―1：38．7クビ 18．2�

（英）

24 ビービーダンク 牡3青鹿56 藤岡 佑介坂東 勝彦氏 領家 政蔵 清水 小野瀬 晃司 530 ―1：39．02 42．1
59 ヨ ロ シ ク 牡3栗 56 上村 洋行中辻 明氏 宮 徹 新ひだか タガミファーム 470 ―1：39．21
 95．6�
47 テラノアパッチ 牡3芦 56

53 ▲長岡 禎仁寺田 寿男氏 清水 出美 安平 追分ファーム 454 ―1：39．3� 214．6�
35 リミックスアルバム 牝3黒鹿54 和田 竜二�ターフ・スポート友道 康夫 浦河 酒井牧場 436 ―1：39．61� 5．3�
612 ノードブライティア 牝3栗 54 岡部 誠小林 昌志氏 橋口弘次郎 平取 雅 牧場 448 ― 〃 クビ 45．3�

（愛知）

611 ローレルグラーネ 牡3芦 56 藤田 伸二 �ローレルレーシング 木原 一良 新冠 森永 聡 454 ―1：39．81
 133．2�
23 ア ク ロ ニ ム 牝3栗 54 丸山 元気 H.H．シェイク・モハメド 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 418 ― 〃 ハナ 206．2�
12 ティティベンケイ 牡3鹿 56 小坂 忠士田畑 利彦氏 境 直行 浦河 佐々木 恵一 496 ―1：42．5大差 197．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，841，200円 複勝： 29，248，600円 枠連： 14，150，100円
馬連： 39，456，500円 馬単： 28，339，500円 ワイド： 18，505，700円
3連複： 50，708，200円 3連単： 77，928，000円 計： 281，177，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 240円 � 200円 � 300円 枠 連（7－8） 780円

馬 連 �� 1，810円 馬 単 �� 4，590円

ワ イ ド �� 710円 �� 1，160円 �� 710円

3 連 複 ��� 4，140円 3 連 単 ��� 25，820円

票 数

単勝票数 計 228412 的中 � 24634（4番人気）
複勝票数 計 292486 的中 � 31690（4番人気）� 42979（3番人気）� 24050（5番人気）
枠連票数 計 141501 的中 （7－8） 13472（5番人気）
馬連票数 計 394565 的中 �� 16169（6番人気）
馬単票数 計 283395 的中 �� 4563（17番人気）
ワイド票数 計 185057 的中 �� 6545（6番人気）�� 3809（12番人気）�� 6520（7番人気）
3連複票数 計 507082 的中 ��� 9060（10番人気）
3連単票数 計 779280 的中 ��� 2228（70番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．2―36．7―49．5―1：02．0―1：13．9―1：25．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F35．5
3 5（1，12）2（10，14）（3，8，11）15（7，9）16（6，13）4 4 5，1，12（10，14）（2，15，16）11（3，9）13（7，8）6，4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

フ ル ー キ ー �
�
父 Redoute’s Choice �

�
母父 Sunday Silence 初出走

2010．3．31生 牡3青鹿 母 サンデースマイルⅡ 母母 Sensation 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔制裁〕 ティティベンケイ号の騎手小坂忠士は，3コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番・11番・15番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 スリーベラミ号・ナイスキャッチ号・ユウリスタート号
※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。



07031 3月2日 曇 重 （25阪神1）第3日 第7競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走13時20分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
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

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

33 カリスマサンタイム 牡3黒鹿56 岡部 誠畔柳 年言氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 498± 01：53．0 34．1�
（愛知）

44 タマノペルセウス 牡3鹿 56 上村 洋行玉腰 勇吉氏 本田 優 浦河 村下 貞憲 510＋ 41：53．1� 4．5�
77 キンショータイム 牡3栗 56 丸山 元気礒野日出夫氏 中村 均 厚真 阿部 栄乃進 482＋ 41：53．2� 35．0�
66 ゲームフェイス 牡3芦 56 浜中 俊宮川 純造氏 領家 政蔵 浦河 宮内牧場 548－ 61：53．41	 2．0�
89 テイエムオオラジャ 牡3鹿 56 和田 竜二竹園 正繼氏 柴田 光陽 日高 新井 昭二 530＋ 41：53．93 14．0�
22 スズカアドニス 牡3栗 56 熊沢 重文永井 啓弍氏 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 470± 01：54．22 6．3�
88 ア ザ ゼ ル 牡3青鹿56 幸 英明前田 幸治氏 清水 久詞 新ひだか 土居 忠吉 486＋ 21：54．3� 28．2	
55 バンブーデルピエロ 牡3鹿 56 松山 弘平
バンブー牧場 鈴木 孝志 浦河 バンブー牧場 478－ 81：54．51 5．5�
11 ブルーボンボヤージ 牝3鹿 54 太宰 啓介 �ブルーマネジメント本田 優 浦河 大島牧場 486＋ 81：54．71	 61．3

（9頭）

売 得 金
単勝： 23，036，100円 複勝： 33，330，600円 枠連： 8，870，000円
馬連： 39，861，700円 馬単： 32，384，100円 ワイド： 19，962，000円
3連複： 56，244，100円 3連単： 127，638，300円 計： 341，326，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，410円 複 勝 � 420円 � 150円 � 510円 枠 連（3－4） 3，470円

馬 連 �� 3，720円 馬 単 �� 11，190円

ワ イ ド �� 750円 �� 2，630円 �� 800円

3 連 複 ��� 15，590円 3 連 単 ��� 154，680円

票 数

単勝票数 計 230361 的中 � 5327（7番人気）
複勝票数 計 333306 的中 � 17278（7番人気）� 83622（2番人気）� 13660（8番人気）
枠連票数 計 88700 的中 （3－4） 1888（14番人気）
馬連票数 計 398617 的中 �� 7910（15番人気）
馬単票数 計 323841 的中 �� 2137（34番人気）
ワイド票数 計 199620 的中 �� 6751（10番人気）�� 1785（26番人気）�� 6319（11番人気）
3連複票数 計 562441 的中 ��� 2664（41番人気）
3連単票数 計1276383 的中 ��� 609（276番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．3―38．1―51．0―1：03．3―1：15．5―1：27．4―1：39．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カリスマサンタイム �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2012．9．22 阪神5着

2010．4．12生 牡3黒鹿 母 レイナフェリス 母母 オギティファニー 7戦2勝 賞金 13，450，000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。

07032 3月2日 曇 良 （25阪神1）第3日 第8競走 ��
��1，800�ア ル メ リ ア 賞

発走13時50分（番組第9競走を順序変更） （芝・右・外）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 9，500，000円 3，800，000円 2，400，000円 1，400，000円 950，000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
1：44．7
1：44．1

良
良

22 リグヴェーダ 牡3鹿 56 岩田 康誠 �社台レースホース池江 泰寿 安平 追分ファーム 452－ 81：49．6 2．6�
66 ラブラバード 牡3芦 56 池添 謙一 �キャロットファーム 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488± 01：49．7� 10．9�
33 アドマイヤツヨシ 牡3鹿 56 丸山 元気近藤 利一氏 松田 博資 新冠 新冠橋本牧場 448± 0 〃 クビ 16．0�
44 サトノキングリー 牡3鹿 56 W．ビュイック 里見 治氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 472－ 8 〃 アタマ 6．0�

（英）

11 サトノプレステージ 牡3鹿 56 C．デムーロ 里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 504＋ 61：49．8� 4．0�
（伊）

55 � クロンブリオント 牡3鹿 56 和田 竜二伊達 敏明氏 今野 貞一 米 Hidekazu
Date 496－ 81：51．18 3．4	

（6頭）

売 得 金
単勝： 32，397，100円 複勝： 33，443，700円 枠連： 発売なし
馬連： 48，535，000円 馬単： 40，692，500円 ワイド： 17，466，700円
3連複： 52，401，200円 3連単： 181，303，800円 計： 406，240，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 160円 � 400円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，870円 馬 単 �� 2，940円

ワ イ ド �� 620円 �� 630円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 3，260円 3 連 単 ��� 18，700円

票 数

単勝票数 計 323971 的中 � 100442（1番人気）
複勝票数 計 334437 的中 � 105058（1番人気）� 26111（5番人気）
馬連票数 計 485350 的中 �� 19195（10番人気）
馬単票数 計 406925 的中 �� 10247（16番人気）
ワイド票数 計 174667 的中 �� 7135（10番人気）�� 6968（11番人気）�� 3759（15番人気）
3連複票数 計 524012 的中 ��� 11876（17番人気）
3連単票数 計1813038 的中 ��� 7158（87番人気）

ハロンタイム 13．1―11．7―11．9―12．4―12．4―12．2―12．1―11．3―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．8―36．7―49．1―1：01．5―1：13．7―1：25．8―1：37．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リグヴェーダ 

�
父 ディープインパクト 


�
母父 Nureyev デビュー 2012．12．24 阪神1着

2010．1．26生 牡3鹿 母 ニ キ ー ヤ 母母 Reluctant Guest 3戦2勝 賞金 16，689，000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。



07033 3月2日 曇 重 （25阪神1）第3日 第9競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走14時25分（番組第8競走を順序変更） （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
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
1：09．7
1：08．7

重
重

36 タイキガラハッド 牡5栗 57 C．デムーロ�大樹ファーム 松元 茂樹 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 506－ 41：10．5 3．6�

（伊）

12 ジャマイカジョー 牡5黒鹿57 国分 恭介薪浦 英稔氏 梅田 康雄 新ひだか 秋田育成牧場 476－ 21：10．6� 5．6�
35 � エーシンシャラク 牡5芦 57 浜中 俊�栄進堂 小崎 憲 新ひだか 木田牧場 B512＋ 31：11．13 14．9�
59 メイショウノーベル 牡4栗 57 武 豊松本 好雄氏 武田 博 浦河 富田牧場 506－101：11．2� 4．9�
714 スターマイン 牡4青 57 和田 竜二�ノースヒルズ 荒川 義之 新冠 ノースヒルズマネジメント 478＋ 61：11．41 73．7	
611 エーティーランボー 牡5鹿 57 藤岡 佑介荒木 徹氏 木原 一良 登別 青藍牧場 478± 0 〃 アタマ 34．4

816 エーティーオヤブン 牡4栗 57 幸 英明荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 千代田牧場 474± 01：11．71� 87．3�
48 アルティザン 	4鹿 57 川島 信二 �ユートピア牧場 田島 良保 登別 ユートピア牧場 472－ 8 〃 アタマ 22．4�
510 ジョウショーキング 牡4青鹿57 岡田 祥嗣熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 田中 元寿 476± 01：11．8� 5．9
713� サカジロスイセイ 牡4鹿 57 岡部 誠ロイヤルパーク 崎山 博樹 日高 長谷部牧場 496± 01：12．01
 8．2�

（愛知）

612 メイショウビリーヴ 	4黒鹿57 松山 弘平松本 好雄氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 448－ 81：12．1クビ 232．3�
23 キタサンウンリュー 牡4黒鹿 57

54 ▲岩崎 翼�大野商事 河内 洋 新ひだか 平野牧場 534－ 2 〃 クビ 19．0�
47 ワキノネクサス 牝4鹿 55 岩田 康誠脇山 良之氏 村山 明 新ひだか 広田牧場 424－ 61：12．31� 24．2�
815 タカノキング 牡6鹿 57

54 ▲長岡 禎仁山口多賀司氏 梅田 康雄 浦河 山下 恭茂 466＋ 61：12．61� 40．0�
24 ドナメデューサ 牝4黒鹿55 熊沢 重文山田 貢一氏 崎山 博樹 日高 日西牧場 472± 01：12．81
 163．7�
11 � フェールボー 牡4鹿 57 太宰 啓介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 日高 槇本牧場 470－201：14．18 123．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，260，300円 複勝： 51，300，400円 枠連： 22，146，400円
馬連： 79，684，500円 馬単： 46，163，100円 ワイド： 36，556，500円
3連複： 108，145，700円 3連単： 182，232，400円 計： 554，489，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 160円 � 170円 � 380円 枠 連（1－3） 690円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 1，510円

ワ イ ド �� 350円 �� 880円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 4，180円 3 連 単 ��� 18，570円

票 数

単勝票数 計 282603 的中 � 62726（1番人気）
複勝票数 計 513004 的中 � 104446（1番人気）� 85524（2番人気）� 26969（6番人気）
枠連票数 計 221464 的中 （1－3） 23821（2番人気）
馬連票数 計 796845 的中 �� 67862（1番人気）
馬単票数 計 461631 的中 �� 22662（1番人気）
ワイド票数 計 365565 的中 �� 29037（1番人気）�� 9824（10番人気）�� 6497（18番人気）
3連複票数 計1081457 的中 ��� 19119（10番人気）
3連単票数 計1822324 的中 ��� 7245（39番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．3―11．7―11．6―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．3―46．0―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイキガラハッド �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 General Assembly デビュー 2010．11．20 京都7着

2008．3．24生 牡5栗 母 カガミアスカ 母母 クリスタルレイル 16戦2勝 賞金 32，290，000円
［他本会外：1戦1勝］

※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。

07034 3月2日 曇 重 （25阪神1）第3日 第10競走 ��
��1，400�

は り ま

播磨ステークス
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 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

24 アドマイヤサガス 牡5青 57 岩田 康誠近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 518＋ 61：22．3 4．0�
815 ホクセツキングオー 牡6鹿 57 和田 竜二平島 尚武氏 白井 寿昭 新ひだか 藤巻 則弘 508± 01：22．62 11．9�
510 セイカプリコーン 牡5鹿 57 藤岡 佑介金田 成基氏 服部 利之 新ひだか 三石橋本牧場 492－ 61：22．7� 5．6�
11 エチゴイチエ 牡5鹿 57 C．デムーロ 齊藤四方司氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム 480－ 21：22．91� 9．1�

（伊）

611 ルグランヴォヤージ 牡6芦 57 荻野 琢真 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム B510－ 41：23．0クビ 17．2�
714 アマノレインジャー 牡5栗 57 国分 恭介中村 孝氏 湯窪 幸雄 浦河 浦河土肥牧場 502＋ 2 〃 アタマ 29．6	
23 ウィキマジック 牡5黒鹿57 浜中 俊宮川 純造氏 領家 政蔵 新冠 石郷岡 雅樹 524＋12 〃 クビ 6．3

48 トキノエクセレント 牡5黒鹿57 武 豊田中 準市氏 矢野 照正 浦河 三嶋牧場 466－101：23．1クビ 3．7�
12 オリオンザポラリス 牡6黒鹿57 丸山 元気平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 大塚牧場 466－ 81：23．2	 86．2�
59 
 モエレジュンキン 牡6鹿 57 川島 信二鈴木 照雄氏 武市 康男 浦河 藤坂 秋雄 468－ 81：23．3� 126．7
36 エスジーブルーム 牝4鹿 55 幸 英明窪田 滋氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 472＋ 21：23．51� 40．8�
816 ツリーズオブホープ 牡6栗 57 国分 優作吉田 修氏 坪 憲章 新ひだか タガミファーム 476＋ 6 〃 アタマ 176．8�
612 ラガーリンリン 牝6芦 55 松山 弘平奥村 啓二氏 池添 兼雄 新ひだか 前川 正美 488－ 2 〃 ハナ 105．3�
35 カレンジェニオ 牡5栗 57 W．ビュイック 鈴木 隆司氏 安田 隆行 日高 高柳 隆男 490± 0 〃 ハナ 46．6�

（英）

713 エーシンポルックス 牡6芦 57 岡部 誠�栄進堂 西園 正都 浦河 栄進牧場 B514－ 41：23．6クビ 39．9�
（愛知）

47 ネオヴァンクル 牡4栗 57 秋山真一郎小林 仁幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 508－ 21：23．92 123．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 36，666，200円 複勝： 72，988，700円 枠連： 29，351，700円
馬連： 118，350，200円 馬単： 64，465，200円 ワイド： 49，477，800円
3連複： 153，973，000円 3連単： 260，213，700円 計： 785，486，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 170円 � 350円 � 190円 枠 連（2－8） 1，500円

馬 連 �� 2，530円 馬 単 �� 3，900円

ワ イ ド �� 870円 �� 440円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 4，170円 3 連 単 ��� 21，350円

票 数

単勝票数 計 366662 的中 � 73435（2番人気）
複勝票数 計 729887 的中 � 130269（2番人気）� 45309（6番人気）� 111843（3番人気）
枠連票数 計 293517 的中 （2－8） 14488（6番人気）
馬連票数 計1183502 的中 �� 34657（9番人気）
馬単票数 計 644652 的中 �� 12219（15番人気）
ワイド票数 計 494778 的中 �� 13737（9番人気）�� 30262（3番人気）�� 10472（13番人気）
3連複票数 計1539730 的中 ��� 27268（11番人気）
3連単票数 計2602137 的中 ��� 8998（48番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．2―12．0―11．8―11．7―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．7―33．9―45．9―57．7―1：09．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤサガス �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Gone West デビュー 2010．7．10 阪神4着

2008．3．12生 牡5青 母 ベルベットローブ 母母 Verbasle 20戦3勝 賞金 87，276，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 ホクセツキングオー号の騎手和田竜二は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：12

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 カシノインカローズ号
※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。



07035 3月2日 曇 良 （25阪神1）第3日 第11競走 ��
��1，600�第20回チューリップ賞（ＧⅢ）

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

賞 品
本 賞 34，000，000円 14，000，000円 8，500，000円 5，100，000円 3，400，000円
付 加 賞 532，000円 152，000円 76，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．0
1：30．7

良
良

47 クロフネサプライズ 牝3芦 54 武 豊畑 清介氏 田所 秀孝 新ひだか 上村 清志 466－ 61：34．9 6．5�
713 ウインプリメーラ 牝3黒鹿54 和田 竜二�ウイン 大久保龍志 新冠 ビッグレッドファーム 434＋ 41：35．53� 24．6�
46 ア ユ サ ン 牝3鹿 54 丸山 元気星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 496± 01：35．6� 13．6�
712 ヴィルジニア 牝3鹿 54 池添 謙一�G1レーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 426－ 21：35．7クビ 12．1�
11 グッドレインボー 牝3鹿 54 W．ビュイック 杉立 恭平氏 宮 徹 新ひだか 千代田牧場 460－ 4 〃 ハナ 17．1�

（英）

34 ウ リ ウ リ 牝3青 54 浜中 俊金子真人ホール
ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 438－ 2 〃 ハナ 28．0	

815 レッドオーヴァル 牝3鹿 54 C．デムーロ �東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム 426－10 〃 ハナ 2．3

（伊）

35 プリンセスジャック 牝3栗 54 松山 弘平�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 466＋ 41：35．91	 25．8�
814 ローブティサージュ 牝3青 54 秋山真一郎有限会社シルク須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 448＋ 61：36．0� 3．5�
59 
 コズミックショア 牝3鹿 54 岩田 康誠吉田 和美氏 今野 貞一 米 Alpha Delta

Stables, LLC 458－ 41：36．32 43．5
610 ベアトリッツ 牝3鹿 54 太宰 啓介 �グリーンファーム音無 秀孝 千歳 社台ファーム 414－ 6 〃 アタマ 195．5�
58 レッドフォーチュン 牝3芦 54 四位 洋文杉山 忠国氏 友道 康夫 新ひだか 明治牧場 446－ 8 〃 アタマ 103．2�
23 エクスパーシヴ 牝3鹿 54 川島 信二前原 敏行氏 牧浦 充徳 日高 長谷川牧場 470－ 4 〃 ハナ 427．8�
611� ピッチシフター 牝3鹿 54 岡部 誠�グランド牧場 川西 毅 新ひだか グランド牧場 418－ 21：37．04 296．5�

（愛知） （愛知）

22 アルテミシア 牝3鹿 54 幸 英明岡田 牧雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 小河 豊水 468－ 41：38．59 259．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 116，374，000円 複勝： 186，002，300円 枠連： 89，670，100円
馬連： 396，159，900円 馬単： 221，791，500円 ワイド： 151，246，500円
3連複： 576，795，000円 3連単： 1，175，762，200円 計： 2，913，801，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 260円 � 630円 � 420円 枠 連（4－7） 1，690円

馬 連 �� 5，070円 馬 単 �� 9，220円

ワ イ ド �� 1，650円 �� 1，140円 �� 3，210円

3 連 複 ��� 21，920円 3 連 単 ��� 116，790円

票 数

単勝票数 計1163740 的中 � 142152（3番人気）
複勝票数 計1860023 的中 � 217302（3番人気）� 70921（7番人気）� 115618（5番人気）
枠連票数 計 896701 的中 （4－7） 39268（6番人気）
馬連票数 計3961599 的中 �� 57766（20番人気）
馬単票数 計2217915 的中 �� 17768（34番人気）
ワイド票数 計1512465 的中 �� 22588（21番人気）�� 33528（14番人気）�� 11364（34番人気）
3連複票数 計5767950 的中 ��� 19421（68番人気）
3連単票数 計11757622 的中 ��� 7430（317番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―12．0―12．1―12．2―11．8―10．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．9―35．9―48．0―1：00．2―1：12．0―1：22．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F34．7
3 7（5，13）6（1，9）4（2，10，12）14，15，8，11，3 4 7，13（5，6）（1，4，9）12（2，10）14，15（11，8，3）

勝馬の
紹 介

クロフネサプライズ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2012．8．4 小倉4着

2010．2．25生 牝3芦 母 アイアンブリッジ 母母 パイナップルスター 6戦3勝 賞金 76，725，000円
〔制裁〕 アユサン号の騎手丸山元気は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりクロフネサプライズ号・ウインプリメーラ号・アユサン号は，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。

07036 3月2日 曇 重 （25阪神1）第3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）

1000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

55 タイムズアロー 牡5栗 57 丸山 元気 �社台レースホース松田 博資 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 484－ 81：52．0 2．3�

78 トップオブカハラ 牡6芦 57 池添 謙一横瀬 兼二氏 池添 兼雄 日高 坂田牧場 494－ 61：52．1� 10．6�
22 トーセンケイトゥー �5栗 57 C．デムーロ 島川 �哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 464± 01：52．2� 6．0�

（伊）

44 � ダイヤノゲンセキ �5黒鹿57 岩田 康誠 �ダイヤモンドファーム 坂口 正則 浦河 ダイヤモンドファーム 526－ 6 〃 ハナ 7．1�
66 アールシネマスタア �5栗 57 武 豊星野 紀子氏 鹿戸 雄一 日高 森永牧場 480－ 81：52．94 17．7	
67 � サンレイハスラー 牡7鹿 57 国分 優作永井 啓弍氏 西橋 豊治 浦河 辻 牧場 508＋ 41：53．0クビ 260．6

811 キタサンシンガー 牡4芦 57 幸 英明�大野商事 梅田 智之 新ひだか 木田牧場 498＋12 〃 ハナ 17．2�
810 コパノウィリアム 牡4鹿 57 藤田 伸二小林 祥晃氏 尾形 充弘 新ひだか 服部 牧場 476－ 21：53．21 4．2�
33 コウエイチャンス 牡4鹿 57 松山 弘平伊東 政清氏 山内 研二 浦河 市川牧場 470＋ 21：53．51� 22．0
79 メイショウシェイク 牡7鹿 57 熊沢 重文松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 516＋ 61：54．56 148．2�
11 � テンシノデジタル 牡6黒鹿57 畑端 省吾岩﨑 僖澄氏 野村 彰彦 浦河 梅田牧場 516－ 4 〃 ハナ 250．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 37，260，200円 複勝： 57，051，300円 枠連： 21，963，100円
馬連： 101，887，500円 馬単： 63，930，600円 ワイド： 40，394，300円
3連複： 126，592，300円 3連単： 272，778，400円 計： 721，857，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 210円 � 180円 枠 連（5－7） 1，130円

馬 連 �� 1，060円 馬 単 �� 1，590円

ワ イ ド �� 380円 �� 280円 �� 740円

3 連 複 ��� 1，530円 3 連 単 ��� 6，430円

票 数

単勝票数 計 372602 的中 � 130823（1番人気）
複勝票数 計 570513 的中 � 181202（1番人気）� 55161（5番人気）� 70438（3番人気）
枠連票数 計 219631 的中 （5－7） 14377（4番人気）
馬連票数 計1018875 的中 �� 71547（4番人気）
馬単票数 計 639306 的中 �� 29691（6番人気）
ワイド票数 計 403943 的中 �� 26337（4番人気）�� 39905（2番人気）�� 12106（12番人気）
3連複票数 計1265923 的中 ��� 61406（5番人気）
3連単票数 計2727784 的中 ��� 31355（15番人気）

ハロンタイム 13．4―11．6―13．7―12．5―12．4―11．9―11．7―11．6―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．4―25．0―38．7―51．2―1：03．6―1：15．5―1：27．2―1：38．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タイムズアロー �
�
父 タイムパラドックス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．3．20 阪神2着

2008．1．26生 牡5栗 母 サンデーエイコーン 母母 エイコーンカップ 12戦4勝 賞金 44，348，000円
〔制裁〕 トーセンケイトゥー号の騎手C．デムーロは，決勝線手前での御法について戒告。
※テンシノデジタル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。



（25阪神1）第3日 3月2日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 158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

225，200，000円
7，000，000円
1，550，000円
19，200，000円
59，584，500円
4，748，600円
1，516，800円

勝馬投票券売得金
395，809，700円
678，355，200円
231，428，500円
1，004，217，400円
645，275，600円
429，237，700円
1，389，048，700円
2，771，741，100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 7，545，113，900円

総入場人員 15，819名 （有料入場人員 14，997名）
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