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07061 3月10日 曇 良 （25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）

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
1：48．5
1：47．8

重
重

44 テイエムライオネス 牝3青鹿54 藤田 伸二竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 464＋ 41：55．9 15．5�
66 セカイノカナ 牝3芦 54 幸 英明泉 一郎氏 飯田 雄三 新ひだか 坂本牧場 432－ 61：56．11 4．6�
77 スイートリリック 牝3栗 54 藤岡 佑介伊藤 英明氏 矢作 芳人 新冠 秋田牧場 432－ 41：56．41� 8．1�
22 サンレイフローラ 牝3鹿 54

51 ▲花田 大昂永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 444± 01：57．03� 138．5�
89 スプリングデジレ 牝3鹿 54 和田 竜二加藤 春夫氏 目野 哲也 様似 清水 誠一 450＋ 41：57．1� 4．1�
11 アムールポエジー 牝3栗 54 戸崎 圭太吉田 照哉氏 野中 賢二 千歳 社台ファーム 486－14 〃 クビ 2．0�
55 クリノマッキンリー 牝3鹿 54 大野 拓弥栗本 博晴氏 谷 潔 えりも 能登 浩 450－ 8 〃 ハナ 186．7	
78 クリノフジヤマ 牝3栗 54 小林 徹弥栗本 博晴氏 川村 禎彦 むかわ 小林 孝幸 444± 01：57．2� 255．6

810 ジョウショーピアス 牝3栗 54 国分 恭介熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 日高大洋牧場 B432－ 41：58．15 24．7�
33 ダイヤモンドベリー 牝3鹿 54 岩田 康誠青山 洋一氏 千田 輝彦 安平 追分ファーム 494 ―1：58．95 17．6�

（10頭）

売 得 金
単勝： 16，345，400円 複勝： 26，919，000円 枠連： 6，517，100円
馬連： 30，849，700円 馬単： 28，107，100円 ワイド： 17，523，700円
3連複： 48，014，300円 3連単： 108，858，100円 計： 283，134，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，550円 複 勝 � 400円 � 150円 � 210円 枠 連（4－6） 3，490円

馬 連 �� 2，940円 馬 単 �� 6，590円

ワ イ ド �� 910円 �� 1，340円 �� 390円

3 連 複 ��� 6，200円 3 連 単 ��� 41，700円

票 数

単勝票数 計 163454 的中 � 8326（5番人気）
複勝票数 計 269190 的中 � 13883（6番人気）� 59822（2番人気）� 32711（4番人気）
枠連票数 計 65171 的中 （4－6） 1379（11番人気）
馬連票数 計 308497 的中 �� 7754（10番人気）
馬単票数 計 281071 的中 �� 3150（23番人気）
ワイド票数 計 175237 的中 �� 4576（12番人気）�� 3037（17番人気）�� 12426（6番人気）
3連複票数 計 480143 的中 ��� 5717（21番人気）
3連単票数 計1088581 的中 ��� 1927（116番人気）

ハロンタイム 12．9―11．6―14．2―13．1―13．1―12．6―12．4―12．6―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．5―38．7―51．8―1：04．9―1：17．5―1：29．9―1：42．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．4
1
3
・（4，9）－6，7，1（3，5）（8，10）－2・（4，9）（5，6）（1，7）（8，10）3，2

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

勝馬の
紹 介

テイエムライオネス 
�
父 フ ジ キ セ キ 

�
母父 Storm Cat デビュー 2012．11．11 京都4着

2010．5．4生 牝3青鹿 母 ストーミーウェザー 母母 Bay Harbor 5戦1勝 賞金 6，100，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。

07062 3月10日 曇 良 （25阪神1）第6日 第2競走 ��
��1，200�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
1：09．7
1：08．7

重
重

47 ロレーヌクロス 牡3鹿 56 浜中 俊有限会社シルク浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 486－ 61：14．5 1．3�
35 ドラゴンオサム 牡3鹿 56 和田 竜二大久保和夫氏 山内 研二 新ひだか 三木田牧場 556－ 4 〃 ハナ 13．2�
510� ヴードゥーフェスト 牡3青鹿56 D．バルジュー �社台レースホース宮 徹 米 Shadai Cor-

poration 526－ 41：14．81� 6．9�
（伊）

11 カネトシエフォート 牡3黒鹿 56
53 ▲長岡 禎仁兼松 利男氏 野村 彰彦 新冠 タニグチ牧場 448－10 〃 ハナ 31．0�

24 � ロケットダッシュ 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �キャロットファーム 吉田 直弘 米 Northwest
Farms LLC 478 ―1：15．01	 13．2�

713� ストライクルート 牝3栗 54 岩田 康誠 �キャロットファーム 須貝 尚介 米 Shadai Cor-
poration 418＋ 21：15．63	 17．2	

36 ナムラシンバ 牡3鹿 56 川島 信二奈村 信重氏 武 宏平 新ひだか 八田ファーム B496＋ 31：15．81 364．2

59 メイショウシンピ 牡3黒鹿56 国分 恭介松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 482－ 2 〃 ハナ 169．5�
611 メイショウソレイユ 牡3鹿 56 小牧 太松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 456＋ 2 〃 ハナ 241．8�
815 ファスリエフパレス 牡3鹿 56 幸 英明小林 量氏 大根田裕之 新冠 競優牧場 444－ 4 〃 クビ 113．4
48 エーシンタヒチ 牝3鹿 54 藤岡 佑介�栄進堂 田所 秀孝 浦河 栄進牧場 428± 01：16．01	 74．1�
816 シゲルツルザ 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣森中 蕃氏 小原伊佐美 新冠 中央牧場 466＋ 21：16．2� 359．4�
12 � シゲルアクエリアス 牡3鹿 56 川須 栄彦森中 蕃氏 加藤 敬二 米 Lambholm 504－ 21：16．62	 242．7�
612 カシノビッグベン 牡3栗 56 小坂 忠士柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 502＋ 21：16．81
 697．7�
23 � ペルセクション 牝3黒鹿54 大野 拓弥門野 重雄氏 田所 秀孝 米 Winches-

ter Farm 450－ 61：16．9クビ 40．4�
714 シゲルサソリザ 牡3鹿 56 池添 謙一森中 蕃氏 大橋 勇樹 新ひだか 井高牧場 440± 0 〃 ハナ 203．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，170，100円 複勝： 84，194，400円 枠連： 10，456，700円
馬連： 38，281，600円 馬単： 38，158，300円 ワイド： 21，170，000円
3連複： 59，779，700円 3連単： 126，101，800円 計： 402，312，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 100円 � 170円 � 140円 枠 連（3－4） 520円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 680円

ワ イ ド �� 230円 �� 170円 �� 510円

3 連 複 ��� 640円 3 連 単 ��� 2，210円

票 数

単勝票数 計 241701 的中 � 153907（1番人気）
複勝票数 計 841944 的中 � 636086（1番人気）� 42871（3番人気）� 60210（2番人気）
枠連票数 計 104567 的中 （3－4） 14890（2番人気）
馬連票数 計 382816 的中 �� 51218（2番人気）
馬単票数 計 381583 的中 �� 41556（2番人気）
ワイド票数 計 211700 的中 �� 22945（2番人気）�� 39106（1番人気）�� 8066（7番人気）
3連複票数 計 597797 的中 ��� 69252（1番人気）
3連単票数 計1261018 的中 ��� 42128（3番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．7―12．1―13．0―14．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．3―35．0―47．1―1：00．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．2―3F39．5
3 ・（5，16）10（1，7，13）3（2，14）15－4，8，9（6，11）－12 4 ・（5，16）10（1，7）－（3，13）（2，14）15，4（9，8）－（6，11）－12

勝馬の
紹 介

ロレーヌクロス �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2012．12．1 阪神2着

2010．2．24生 牡3鹿 母 ウィストラム 母母 リュドゥパーム 6戦1勝 賞金 15，100，000円
〔発走状況〕 メイショウソレイユ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ロレーヌクロス号の騎手浜中俊は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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 カイトケイラー号
※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。

第１回 阪神競馬 第６日



07063 3月10日 曇 良 （25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）

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

33 コウエイアース 牡3鹿 56 和田 竜二西岡 静男氏 川村 禎彦 新ひだか グランド牧場 454－ 81：55．9 52．5�
57 サダムダイジョウブ 牡3青 56 岩田 康誠大西 定氏 松田 博資 池田（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482－ 21：56．0� 2．2�
44 コンゴウセイウン 牡3青鹿56 D．バルジュー 金岡 久夫氏 宮 徹 新ひだか 藤川フアーム 516－ 41：56．1クビ 18．0�

（伊）

710 キネオウィン 牡3鹿 56 戸崎 圭太ジャパンフードビジネス� 清水 久詞 千歳 社台ファーム 490－ 41：56．31� 11．7�
69 サクラシェンロン 牡3栗 56 川須 栄彦�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 新和牧場 506－ 61：56．61� 3．5�
813 ウォーターポルトス 牡3栗 56 川田 将雅山岡 良一氏 河内 洋 浦河 本巣牧場 504± 01：57．02� 7．6	
56 ゴールデンヒーロー 牡3鹿 56 幸 英明有限会社シルク北出 成人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476－ 21：57．1� 9．3

22 ブルーボリウッド 牡3栗 56

53 ▲長岡 禎仁 �ブルーマネジメント山内 研二 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 474± 0 〃 アタマ 44．8�

812 ニジノハヤテ 牡3黒鹿56 小坂 忠士杉本千賀子氏 境 直行 新ひだか 三石ファーム 468＋ 41：58．37 336．2�
11 ビバゴールデン 牝3鹿 54 国分 恭介高瀬牧場 坂口 正則 新冠 須崎牧場 452－121：58．72� 256．8�
68 モ ズ ダ イ コ 牡3黒鹿56 小牧 太北側 雅司氏 小崎 憲 浦河 大北牧場 482－ 21：59．23 26．5�
45 ハーフウェイ 牡3芦 56 熊沢 重文中西 功氏 矢作 芳人 新冠 風間 洋 412－ 81：59．94 328．5�
711 スターリーワンダー 牡3栗 56 浜中 俊有限会社シルク藤沢 則雄 日高 ヤナガワ牧場 B500＋ 4 〃 クビ 21．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 21，630，600円 複勝： 39，247，900円 枠連： 10，111，800円
馬連： 39，949，500円 馬単： 29，953，500円 ワイド： 22，489，000円
3連複： 57，198，000円 3連単： 105，218，900円 計： 325，799，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，250円 複 勝 � 680円 � 120円 � 360円 枠 連（3－5） 4，050円

馬 連 �� 5，790円 馬 単 �� 17，960円

ワ イ ド �� 1，400円 �� 4，540円 �� 790円

3 連 複 ��� 15，890円 3 連 単 ��� 164，870円

票 数

単勝票数 計 216306 的中 � 3249（10番人気）
複勝票数 計 392479 的中 � 10205（10番人気）� 138824（1番人気）� 21402（6番人気）
枠連票数 計 101118 的中 （3－5） 1845（11番人気）
馬連票数 計 399495 的中 �� 5095（18番人気）
馬単票数 計 299535 的中 �� 1231（45番人気）
ワイド票数 計 224890 的中 �� 3958（17番人気）�� 1172（36番人気）�� 7319（9番人気）
3連複票数 計 571980 的中 ��� 2657（47番人気）
3連単票数 計1052189 的中 ��� 471（337番人気）

ハロンタイム 13．2―12．2―14．2―13．3―12．6―12．2―12．2―12．7―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．4―39．6―52．9―1：05．5―1：17．7―1：29．9―1：42．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

コウエイアース �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー 2012．7．28 小倉5着

2010．3．15生 牡3鹿 母 セクシーシューズ 母母 ベルパローレ 7戦1勝 賞金 6，950，000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。

07064 3月10日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （25阪神1）第6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

712 シ ー ラ イ フ 牝5芦 58 小坂 忠士佐々木完二氏 田島 良保 日高 小屋畑 和久 514± 03：22．8 3．6�
58 � アスターコリント 牡4黒鹿59 林 満明加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Mr. & Mrs. C.

W. McNeely III 538－ 23：24．5大差 12．2�
69 リリーアタッカー 牡4栗 59 熊沢 重文土井 孝夫氏 池添 兼雄 浦河 福岡 光夫 486＋ 23：24．71� 3．0�
34 プレミアムパス 牡5鹿 60 五十嵐雄祐村木 隆氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 490＋223：25．33� 83．2�
33 	 クリノスレンダー 牝7鹿 58 草野 太郎栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 川上 悦夫 492± 03：25．4クビ 6．4�
814 ニシノファブレッド 牡5鹿 60 浜野谷憲尚福田 光博氏 根本 康広 むかわ 西山牧場 488－ 4 〃 クビ 7．0�
46 	 ピエナセレブ 牡5黒鹿60 西谷 誠本谷 兼三氏 谷 潔 千歳 社台ファーム 446＋ 23：25．93 9．0	
813	 パリスブルー 牝6黒鹿58 横山 義行 
ブルーマネジメント小野 次郎 新冠 川上牧場 450－ 43：26．53� 19．8�
711	 アイアンセラヴィ 牡5鹿 60 田村 太雅池上 一馬氏 坪 憲章 安平 ノーザンファーム 494＋ 63：27．13� 158．6�
610 オープンセサミ 牡10鹿 60 白浜 雄造松岡 隆雄氏 崎山 博樹 早来 ノーザンファーム 480－ 43：32．8大差 24．6
45 ディジェスティフ 牝4鹿 57 山本 康志 
グリーンファーム栗田 博憲 安平 ノーザンファーム 434± 0 〃 クビ 154．7�
11 スズカミラクル 
4栗 59 平沢 健治永井 啓弍氏 武 宏平 新ひだか 武 牧場 442－ 43：39．6大差 173．1�
22 ゼロレイテンシ 
4栗 59 石神 深一薗部 博之氏 宗像 義忠 浦河 駿河牧場 450－103：40．02� 128．8�
57 ナリタシーズン 牡6栗 60 中村 将之
オースミ 小野 幸治 浦河 杵臼牧場 520＋183：43．9大差 67．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 14，364，200円 複勝： 18，884，600円 枠連： 9，503，500円
馬連： 28，823，600円 馬単： 20，448，000円 ワイド： 14，445，900円
3連複： 46，047，100円 3連単： 75，785，700円 計： 228，302，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 150円 � 250円 � 140円 枠 連（5－7） 1，920円

馬 連 �� 1，960円 馬 単 �� 3，410円

ワ イ ド �� 630円 �� 250円 �� 560円

3 連 複 ��� 1，740円 3 連 単 ��� 12，140円

票 数

単勝票数 計 143642 的中 � 32153（2番人気）
複勝票数 計 188846 的中 � 38596（2番人気）� 15434（6番人気）� 41704（1番人気）
枠連票数 計 95035 的中 （5－7） 3669（10番人気）
馬連票数 計 288236 的中 �� 10874（9番人気）
馬単票数 計 204480 的中 �� 4437（14番人気）
ワイド票数 計 144459 的中 �� 5237（8番人気）�� 16403（1番人気）�� 5982（7番人気）
3連複票数 計 460471 的中 ��� 19624（4番人気）
3連単票数 計 757857 的中 ��� 4609（36番人気）
上り 1マイル 1：47．3 4F 51．7－3F 38．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
12，8，14，3，4，13，9－11－6＝10－5＝1＝2－7
12，9，8，3－（14，4）13－6，11＝（10，5）＝1－2＝7

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

シ ー ラ イ フ �
�
父 シルバーチャーム �

�
母父 オペラハウス デビュー 2010．10．10 京都5着

2008．2．20生 牝5芦 母 オペラハナミ 母母 タケノハナミ 障害：8戦1勝 賞金 13，000，000円
〔制裁〕 ニシノファブレッド号の騎手浜野谷憲尚は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔その他〕 ピエナセレブ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ピエナセレブ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成25年4月10日まで出走できない。
※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。
（非抽選馬） 4頭 テイエムドンマイ号・ドラゴンフライ号・ハジメレンジャー号・ハードダダンダン号



07065 3月10日 曇 良 （25阪神1）第6日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12時20分 （芝・右）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

69 マコトブリジャール 牝3鹿 54 戸崎 圭太尾田左知子氏 鮫島 一歩 様似 出口 繁夫 406 ―2：04．7 18．5�
57 シャイニーデイズ 牡3鹿 56 岡田 祥嗣小林 昌志氏 平田 修 平取 雅 牧場 478 ―2：04．91� 6．3�
814 デビルズハーツ 牡3鹿 56 四位 洋文安原 浩司氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 482 ―2：05．11� 3．5�
45 アステュート 牝3黒鹿54 川田 将雅 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 482 ― 〃 クビ 6．9�
813 サウスフィールズ 牝3鹿 54 D．バルジュー 下河辺隆行氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 472 ―2：05．2� 17．3�

（伊）

58 ショウナンアビル 牡3鹿 56 川須 栄彦国本 哲秀氏 高野 友和 新ひだか 静内フアーム 446 ― 〃 ハナ 48．7	
11 トウケイポイント 牡3芦 56 熊沢 重文木村 信彦氏 池添 兼雄 新ひだか 下屋敷牧場 512 ―2：05．62� 11．7

46 メイショウカッタツ 牡3黒鹿56 池添 謙一松本 好雄氏 高橋 義忠 日高 日西牧場 474 ― 〃 クビ 56．3�
22 	 オルデンボンズ 牡3栗 56 岩田 康誠嶋 大輔氏 森 秀行 米 Ramona

Thomson 520 ―2：05．7� 5．0�
34 	 ライオンズバイツ 牡3鹿 56 国分 恭介中村 浩章氏 増本 豊 米 Green

Gates Farm 466 ―2：06．12� 117．0
610 ホッコーマグマ 牡3鹿 56 幸 英明矢部 幸一氏 西浦 勝一 むかわ 上水牧場 494 ―2：06．2� 13．0�
711 テイエムダイトッパ 牡3鹿 56 田中 健竹園 正繼氏 福島 信晴 新冠 ハクツ牧場 480 ―2：07．15 10．9�
712 トウカイルノン 牡3黒鹿56 藤岡 佑介内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 456 ―2：07．31� 50．2�
33 ハピネスウィッシュ 牡3鹿 56 和田 竜二前迫 義幸氏 吉村 圭司 新冠 赤石 久夫 426 ―2：08．57 27．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 18，581，400円 複勝： 26，843，000円 枠連： 12，469，500円
馬連： 42，003，900円 馬単： 28，101，400円 ワイド： 20，766，000円
3連複： 59，984，300円 3連単： 87，270，100円 計： 296，019，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，850円 複 勝 � 470円 � 210円 � 160円 枠 連（5－6） 2，070円

馬 連 �� 5，590円 馬 単 �� 13，770円

ワ イ ド �� 1，980円 �� 1，180円 �� 480円

3 連 複 ��� 6，420円 3 連 単 ��� 62，530円

票 数

単勝票数 計 185814 的中 � 7918（9番人気）
複勝票数 計 268430 的中 � 11714（8番人気）� 33991（3番人気）� 55164（1番人気）
枠連票数 計 124695 的中 （5－6） 4452（10番人気）
馬連票数 計 420039 的中 �� 5554（24番人気）
馬単票数 計 281014 的中 �� 1507（57番人気）
ワイド票数 計 207660 的中 �� 2454（31番人気）�� 4225（15番人気）�� 11749（2番人気）
3連複票数 計 599843 的中 ��� 6903（17番人気）
3連単票数 計 872701 的中 ��� 1030（214番人気）

ハロンタイム 13．0―11．9―13．1―12．7―12．2―12．6―12．1―11．8―12．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．9―38．0―50．7―1：02．9―1：15．5―1：27．6―1：39．4―1：52．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マコトブリジャール �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 ブライアンズタイム 初出走

2010．3．23生 牝3鹿 母 マコトコーラン 母母 ビットオブフェイス 1戦1勝 賞金 6，000，000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10日 小雨 良 （25阪神1）第6日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走12時50分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

56 � レアヴェントゥーレ 牡3芦 56 浜中 俊小田 吉男氏 森 秀行 米 SyBon Racing
Stable LLC 530＋101：24．7 3．7�

55 サウンドトゥルー 牡3栗 56 大野 拓弥山田 弘氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 476± 01：25．44 2．8�
812 スクワドロン 牡3芦 56 小牧 太 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 508± 01：25．5� 9．1�
67 サンライズバロン 牡3鹿 56 戸崎 圭太松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 下河辺牧場 516＋101：25．71	 15．2�
811 フジノストロング 牡3栗 56 和田 竜二藤井 五三氏 川村 禎彦 安平 ノーザンファーム 462＋ 61：25．91	 37．9�
22 ヒルノクオリア 牡3鹿 56 四位 洋文	ヒルノ 昆 貢 浦河 笠松牧場 462± 01：26．32	 7．5

68 コピーライター 牡3鹿 56 幸 英明グリーンスウォード境 直行 新ひだか 米田牧場 514－ 21：26．51	 18．1�
33 � ストームジャガー 牡3鹿 56 池添 謙一馬場 幸夫氏 安田 隆行 米 Cloverleaf

Farms II, Inc. 488± 01：26．6	 7．3�
79 ホッコージョイフル 牡3鹿 56 熊沢 重文矢部 幸一氏 飯田 明弘 新ひだか 千代田牧場 466－ 21：26．8� 96．9
11 � エーシンサミット 牡3黒鹿56 川田 将雅	栄進堂 西園 正都 米 Centaur

Farms, Inc. 524＋ 61：27．33 14．6�
710 ノートゥング 牡3栗 56 川須 栄彦前田 幸治氏 中村 均 新冠 株式会社

ノースヒルズ 490－ 41：27．4	 117．6�
44 ハヴアグッドデイ 牝3鹿 54 岩田 康誠飯田 正剛氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 468＋ 21：29．1大差 51．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 25，026，200円 複勝： 40，175，200円 枠連： 14，015，100円
馬連： 50，310，700円 馬単： 33，386，800円 ワイド： 26，161，400円
3連複： 70，870，200円 3連単： 119，548，200円 計： 379，493，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 130円 � 180円 枠 連（5－5） 600円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 1，230円

ワ イ ド �� 240円 �� 530円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，180円 3 連 単 ��� 4，770円

票 数

単勝票数 計 250262 的中 � 53754（2番人気）
複勝票数 計 401752 的中 � 71375（2番人気）� 107187（1番人気）� 48103（3番人気）
枠連票数 計 140151 的中 （5－5） 17262（3番人気）
馬連票数 計 503107 的中 �� 68402（1番人気）
馬単票数 計 333868 的中 �� 20037（2番人気）
ワイド票数 計 261614 的中 �� 30641（1番人気）�� 11163（6番人気）�� 16143（4番人気）
3連複票数 計 708702 的中 ��� 44680（1番人気）
3連単票数 計1195482 的中 ��� 18498（3番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．9―12．1―11．9―12．6―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．0―34．9―47．0―58．9―1：11．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�レアヴェントゥーレ �
�
父 Unbridled’s Song �

�
母父 Belong to Me デビュー 2012．6．17 阪神8着

2010．2．10生 牡3芦 母 Ocean Drive 母母 Clever But Costly 5戦2勝 賞金 13，300，000円



07067 3月10日 小雨 良 （25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20分 （芝・右・外）
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
1：44．7
1：44．1

良
良

66 ダノンムーン 牡4鹿 57 岩田 康誠�ダノックス 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 442＋121：49．6 2．0�
33 アドマイヤバートン 牡5栗 57 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 千歳 社台ファーム 484＋ 21：49．7� 6．5�
11 	 メイショウテッサイ 牡5鹿 57 小牧 太松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 富田牧場 494－ 6 〃 アタマ 12．5�
44 ユースティティア 牝5青鹿55 浜中 俊前田 葉子氏 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント 476± 01：49．8� 6．3�
89 サウンドバスター 牡5鹿 57 戸崎 圭太増田 雄一氏 佐藤 正雄 浦河 木村牧場 488－ 61：49．9� 5．6�
55 ナリタポセイドン 牡4鹿 57 池添 謙一�オースミ 南井 克巳 千歳 社台ファーム 482＋141：50．11� 13．8	
810	 トーセンサミット 牡4青鹿57 四位 洋文島川 
哉氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 500－ 81：50．42 13．0�
78 ギリギリヒーロー 牡5栗 57 和田 竜二�ビリオンスター荒川 義之 千歳 社台ファーム 432± 01：50．5
 71．5�
77 トーアディアマンテ 牝4鹿 55 幸 英明高山ランド� 大根田裕之 豊浦トーア牧場 420± 01：51．24 53．7
22 グルーヴィクイーン 牝5栗 55 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 410＋101：51．62� 115．3�

（10頭）

売 得 金
単勝： 27，339，200円 複勝： 37，783，900円 枠連： 13，143，300円
馬連： 48，487，200円 馬単： 39，696，900円 ワイド： 23，837，600円
3連複： 63，653，100円 3連単： 142，977，700円 計： 396，918，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 160円 � 210円 枠 連（3－6） 640円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 910円

ワ イ ド �� 290円 �� 540円 �� 740円

3 連 複 ��� 2，120円 3 連 単 ��� 6，170円

票 数

単勝票数 計 273392 的中 � 107929（1番人気）
複勝票数 計 377839 的中 � 112096（1番人気）� 57157（2番人気）� 36878（5番人気）
枠連票数 計 131433 的中 （3－6） 15304（2番人気）
馬連票数 計 484872 的中 �� 52197（2番人気）
馬単票数 計 396969 的中 �� 32431（2番人気）
ワイド票数 計 238376 的中 �� 22693（2番人気）�� 10553（7番人気）�� 7373（12番人気）
3連複票数 計 636531 的中 ��� 22263（6番人気）
3連単票数 計1429777 的中 ��� 17117（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．0―37．2―49．9―1：02．6―1：14．9―1：26．3―1：37．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F34．7
3 4（6，9）（2，5，10）－3（1，8）7 4 4（6，9）（2，5，10）（1，3）（8，7）

勝馬の
紹 介

ダノンムーン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Platini デビュー 2011．10．8 京都3着

2009．4．14生 牡4鹿 母 ムーンレディ 母母 Midnight Fever 4戦2勝 賞金 16，535，000円

07068 3月10日 小雨 良 （25阪神1）第6日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時50分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，200，000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

33 トランソニック 牡7栗 57 岩田 康誠太田 美實氏 庄野 靖志 門別 天羽牧場 476－121：54．2 6．2�
78 スペシャルザダイヤ 牡4鹿 57 戸崎 圭太青山 洋一氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 486－14 〃 クビ 1．7�
810 ボストンリョウマ 牡5青鹿57 和田 竜二ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 474－ 21：54．52 50．6�
77 エーシンデューク 牡4青鹿57 小牧 太�栄進堂 沖 芳夫 浦河 高野牧場 488＋ 41：54．71 35．3�
11 � マイネルボンド 牡4青鹿57 D．バルジュー �サラブレッドクラブ・ラフィアン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム B490± 01：54．8� 12．6�

（伊）

22 グレートチャールズ 牡4栗 57 畑端 省吾吉田 和美氏 吉田 直弘 洞爺湖 メジロ牧場 506＋121：55．22� 5．8	
44 アムールクエスト 牡4鹿 57 国分 恭介村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 462－ 41：55．41 170．2

89 マーリンシチー 牡7鹿 57 浜中 俊 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 日高 幾千世牧場 468－ 4 〃 クビ 12．0�
55 ジョウノナタリー 牝4青鹿55 田中 勝春小川 義勝氏 森 秀行 日高 三城牧場 442＋151：56．46 112．9�
66 タマモスコーピオン 牡4鹿 57 幸 英明タマモ� 藤沢 則雄 新ひだか 前田牧場 B484－ 61：57．46 10．4

（10頭）

売 得 金
単勝： 24，397，300円 複勝： 52，320，800円 枠連： 12，685，500円
馬連： 46，835，200円 馬単： 41，685，200円 ワイド： 25，036，000円
3連複： 65，524，800円 3連単： 158，734，500円 計： 427，219，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 170円 � 110円 � 450円 枠 連（3－7） 460円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 1，360円

ワ イ ド �� 200円 �� 1，620円 �� 750円

3 連 複 ��� 4，030円 3 連 単 ��� 23，690円

票 数

単勝票数 計 243973 的中 � 31452（3番人気）
複勝票数 計 523208 的中 � 53858（3番人気）� 293180（1番人気）� 12999（7番人気）
枠連票数 計 126855 的中 （3－7） 20364（1番人気）
馬連票数 計 468352 的中 �� 77814（1番人気）
馬単票数 計 416852 的中 �� 22696（7番人気）
ワイド票数 計 250360 的中 �� 40258（1番人気）�� 3195（19番人気）�� 7366（8番人気）
3連複票数 計 655248 的中 ��� 12012（14番人気）
3連単票数 計1587345 的中 ��� 4946（73番人気）

ハロンタイム 13．3―11．9―14．0―12．7―12．2―12．5―12．4―12．1―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―25．2―39．2―51．9―1：04．1―1：16．6―1：29．0―1：41．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トランソニック �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Spinning World デビュー 2009．5．17 京都7着

2006．2．25生 牡7栗 母 ロ ー ズ ボ ー 母母 Minister’s Song 19戦3勝 賞金 29，280，000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。



07069 3月10日 小雨 良 （25阪神1）第6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 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．7
1：44．1

良
良

22 ショウナンカンムリ 牡4鹿 57 浜中 俊国本 哲秀氏 梅田 智之 日高 天羽牧場 494＋ 21：50．2 1．8�
88 ヤマニンガーゴイル 牡6鹿 57 幸 英明土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 500－ 21：50．41� 18．9�
33 トウシンイーグル 牡5鹿 57 和田 竜二�サトー 山内 研二 えりも エクセルマネジメント 472－ 4 〃 クビ 4．3�
89 サンデーミューズ 牝6栗 55 岩田 康誠 H.H．シェイク・ハムダン 池江 泰寿 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 446－ 6 〃 ハナ 3．9�
77 ショウナンカミング 牡5栗 57 D．バルジュー 国本 哲秀氏 須貝 尚介 浦河 金石牧場 476＋161：50．61� 39．1�

（伊）

44 キンショーオトヒメ 牝8栗 55 川須 栄彦礒野日出夫氏 中村 均 浦河 昭和牧場 456－ 21：50．81� 126．6	
11 スズカウラノス 牡4鹿 57 国分 恭介永井 啓弍氏 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 460－ 41：50．9	 34．0

55 
 ホーマンベルウィン 牡5黒鹿57 戸崎 圭太久保 博文氏 西園 正都 平取 びらとり牧場 468＋ 2 〃 クビ 28．1�
66 ボーイフレンド 牡4栗 57 小牧 太北村 和江氏 森 秀行 平取 高橋 啓 448＋ 2 〃 同着 17．4�

（9頭）

売 得 金
単勝： 29，063，800円 複勝： 75，726，000円 枠連： 14，404，400円
馬連： 65，044，100円 馬単： 59，865，900円 ワイド： 31，724，300円
3連複： 91，047，300円 3連単： 272，493，200円 計： 639，369，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 260円 � 140円 枠 連（2－8） 310円

馬 連 �� 1，300円 馬 単 �� 1，890円

ワ イ ド �� 390円 �� 150円 �� 600円

3 連 複 ��� 1，180円 3 連 単 ��� 5，710円

票 数

単勝票数 計 290638 的中 � 129465（1番人気）
複勝票数 計 757260 的中 � 487268（1番人気）� 28121（4番人気）� 86301（2番人気）
枠連票数 計 144044 的中 （2－8） 34517（2番人気）
馬連票数 計 650441 的中 �� 37164（5番人気）
馬単票数 計 598659 的中 �� 23453（7番人気）
ワイド票数 計 317243 的中 �� 16843（5番人気）�� 76160（1番人気）�� 10044（7番人気）
3連複票数 計 910473 的中 ��� 56946（2番人気）
3連単票数 計2724932 的中 ��� 35268（16番人気）

ハロンタイム 13．1―12．1―12．1―12．7―13．0―13．1―12．0―10．6―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．2―37．3―50．0―1：03．0―1：16．1―1：28．1―1：38．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F34．1
3 6，8（7，9）－（1，2）3，4，5 4 ・（6，8）9，7（1，2）（3，4）5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ショウナンカンムリ 
�
父 ダイワメジャー 

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2011．9．4 新潟2着

2009．4．18生 牡4鹿 母 ナリタグレース 母母 ナリタレッドバード 14戦3勝 賞金 47，823，000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。

07070 3月10日 曇 良 （25阪神1）第6日 第10競走 ��
��1，800�

こうなん

甲南ステークス
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 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

22 � エアハリファ 牡4鹿 57 岩田 康誠 �ラッキーフィールド角居 勝彦 米 Winches-
ter Farm 476－ 21：51．9 1．5�

33 マ ス ト ハ ブ 牡6鹿 57 池添 謙一青山 洋一氏 笹田 和秀 日高 三城牧場 530± 01：52．0	 8．2�
44 ヴァンヌーヴォー 牡4鹿 57 大野 拓弥 H.H．シェイク・ハムダン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B494－ 2 〃 クビ 32．7�
69 ライジングサン 牡5栗 57 和田 竜二名古屋友豊� 小野 幸治 新ひだか 大平牧場 522± 01：52．1
 43．5�
813 ジョウノボヘミアン 牡7鹿 57 藤田 伸二小川 義勝氏 加藤 征弘 日高 三城牧場 484－121：52．2	 355．8�
11 ステキナシャチョウ 牡6鹿 57 大下 智池田 實氏 野中 賢二 浦河 辻 牧場 458－ 41：52．62	 94．5	
812 グッドカレラ 牡6青 57 D．バルジュー 杉立 恭平氏 宮 徹 新冠 ハクツ牧場 516－101：52．81� 129．7


（伊）

711 マーチャンテイマー 牝4鹿 55 川田 将雅飯田 正剛氏 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 466－101：52．9	 11．3�
45 キングブレイク 牡4栗 57 戸崎 圭太金井 順一氏 羽月 友彦 浦河 バンブー牧場 B516＋ 61：53．0
 5．0�
57 ヴィンテージイヤー 牡4鹿 57 田中 勝春 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 白井 寿昭 浦河 日進牧場 B522± 01：53．1	 61．7
56 � タイガースラム 7栗 57 藤岡 佑介吉田 和美氏 高野 友和 新冠 柏木 一則 582＋ 61：53．52	 31．3�
68 アドマイヤツバサ 牡6青鹿57 小牧 太近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 466＋ 41：53．71	 92．3�
710 オメガホームラン 牡4芦 57 浜中 俊原 �子氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 454－ 42：00．8大差 29．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 46，629，400円 複勝： 150，957，800円 枠連： 28，487，400円
馬連： 128，162，400円 馬単： 100，046，000円 ワイド： 50，787，000円
3連複： 165，117，500円 3連単： 424，974，100円 計： 1，095，161，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 200円 � 460円 枠 連（2－3） 530円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 650円

ワ イ ド �� 240円 �� 480円 �� 1，840円

3 連 複 ��� 2，140円 3 連 単 ��� 4，700円

票 数

単勝票数 計 466294 的中 � 252850（1番人気）
複勝票数 計1509578 的中 � 1088968（1番人気）� 83660（3番人気）� 26429（5番人気）
枠連票数 計 284874 的中 （2－3） 40093（3番人気）
馬連票数 計1281624 的中 �� 187459（2番人気）
馬単票数 計1000460 的中 �� 113931（2番人気）
ワイド票数 計 507870 的中 �� 64347（2番人気）�� 25509（4番人気）�� 5752（19番人気）
3連複票数 計1651175 的中 ��� 57181（6番人気）
3連単票数 計4249741 的中 ��� 66872（10番人気）

ハロンタイム 12．6―10．6―12．2―12．7―12．9―12．8―12．5―12．4―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．2―35．4―48．1―1：01．0―1：13．8―1：26．3―1：38．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．9―3F38．1
1
3

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

勝馬の
紹 介

�エアハリファ �
�
父 Discreet Cat �

�
母父 Afternoon Deelites デビュー 2011．11．20 京都2着

2009．2．14生 牡4鹿 母 Chez La Femme 母母 She’s Ecstatic 10戦4勝 賞金 75，322，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オメガホームラン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年4月10日まで平地

競走に出走できない。
※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10日 曇 良 （25阪神1）第6日 第11競走 ��
��1，400�第47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 50，000，000円 20，000，000円 13，000，000円 7，500，000円 5，000，000円
付 加 賞 1，148，000円 328，000円 164，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．9
1：19．0

良
良

24 メイショウマンボ 牝3鹿 54 川田 将雅松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 470－ 61：22．1 4．4�
11 ナンシーシャイン 牝3鹿 54 大野 拓弥三ツ矢組合 岩戸 孝樹 新ひだか 下村 繁正 420＋ 21：22．31� 10．1�
816� ティズトレメンダス 牝3鹿 54 川須 栄彦岡田 牧雄氏 佐山 優 米 Morgan’s

Ford Farm 484－ 41：22．4	 38．4�
23 ノーブルコロネット 牝3鹿 54 池添 謙一�G1レーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 462－10 〃 ハナ 13．2�
815 シーブリーズライフ 牝3栗 54 田中 勝春飯田 正剛氏 菊川 正達 新ひだか 千代田牧場 440－ 4 〃 クビ 12．0�
714 ニシノモンクス 牝3鹿 54 小牧 太西山 茂行氏 宮本 博 日高 メイプルファーム 442± 01：22．5クビ 91．6	
35 サウンドリアーナ 牝3黒鹿54 戸崎 圭太増田 雄一氏 佐藤 正雄 新ひだか 水上 習孝 476－161：22．6	 4．1

12 
 タンスチョキン 牝3鹿 54 国分 恭介栗本 博晴氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 452± 01：22．7� 30．3�
611 タガノハピネス 牝3鹿 54 幸 英明八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 440－ 8 〃 クビ 164．5�
47 コスモアンダルシア 牝3鹿 54 D．バルジュー ビッグレッドファーム 田中 剛 新冠 ビッグレッドファーム 440－ 81：22．8クビ 131．0�

（伊）

612 サンブルエミューズ 牝3栗 54 岩田 康誠 キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 426± 01：22．9	 3．3�
713 エメラルハヤブサ 牝3鹿 54 田中 健高橋 勉氏 西浦 勝一 様似 髙村 伸一 468－121：23．21� 132．5�
36 ドラゴンサクラ 牝3青鹿54 四位 洋文大久保和夫氏 森 秀行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 428± 01：23．41	 81．9�
48 
 ハイマウンテン 牝3鹿 54 浜中 俊北前孔一郎氏 目野 哲也 日高 豊郷牧場 434－ 21：23．71� 33．3�
510 ラ ト ー ナ 牝3鹿 54 藤田 伸二有限会社シルク大久保龍志 安平 ノーザンファーム 480－ 41：24．01� 25．1�
59 サ マ リ ー ズ 牝3鹿 54 藤岡 佑介 H.R.H．プリンセス・ハヤ 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 488＋ 51：24．63	 19．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 137，113，100円 複勝： 175，653，800円 枠連： 121，132，500円
馬連： 565，880，800円 馬単： 293，913，700円 ワイド： 173，910，000円
3連複： 780，879，500円 3連単： 1，539，551，200円 計： 3，788，034，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 190円 � 380円 � 900円 枠 連（1－2） 1，380円

馬 連 �� 2，370円 馬 単 �� 3，850円

ワ イ ド �� 880円 �� 2，090円 �� 5，000円

3 連 複 ��� 22，770円 3 連 単 ��� 96，300円

票 数

単勝票数 計1371131 的中 � 246275（3番人気）
複勝票数 計1756538 的中 � 319597（2番人気）� 113748（5番人気）� 42048（11番人気）
枠連票数 計1211325 的中 （1－2） 65175（6番人気）
馬連票数 計5658808 的中 �� 176615（9番人気）
馬単票数 計2939137 的中 �� 56360（11番人気）
ワイド票数 計1739100 的中 �� 51064（7番人気）�� 20256（24番人気）�� 8297（48番人気）
3連複票数 計7808795 的中 ��� 25311（66番人気）
3連単票数 計15395512 的中 ��� 11799（270番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．7―11．8―11．3―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―34．9―46．7―58．0―1：09．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウマンボ �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2012．11．25 京都1着

2010．2．25生 牝3鹿 母 メイショウモモカ 母母 メイショウアヤメ 5戦3勝 賞金 75，577，000円
〔制裁〕 ノーブルコロネット号の騎手池添謙一は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 エイユーモモチャン号・セトノフラッパー号・タニオブローズ号・テイエムナデシコ号・リラコサージュ号
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりメイショウマンボ号・ナンシーシャイン号・ティズトレメンダス号は，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を表示している。

07072 3月10日 曇 良 （25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 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
1：09．7
1：08．7

重
重

22 トップフライアー 牡4青鹿57 藤田 伸二井上 一郎氏 杉浦 宏昭 様似 中脇 一幸 496＋ 41：12．2 9．6�
815� ジャパンプライド 牡5鹿 57 和田 竜二星野 壽市氏 手塚 貴久 新ひだか 桜井牧場 B470－ 4 〃 クビ 23．4�
610 スランジバール 牡4鹿 57 D．バルジュー �日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 468－ 21：12．3	 5．8�

（伊）

814 ヤマノサファイア 牡5栗 57 国分 恭介澤村 敏雄氏 崎山 博樹 新ひだか 服部 牧場 442－ 2 〃 クビ 5．0�
46 キンシザイル 牡4鹿 57 浜中 俊若草クラブ 浅見 秀一 新ひだか 谷岡 正次 488± 01：12．51	 6．3�
59 � ヒラボクダッシュ 牡4栗 57 岩田 康誠	平田牧場 加藤 敬二 浦河 大柳ファーム 446－ 41：12．6クビ 3．7

713
 エーシンスピーダー 牡4栗 57 池添 謙一	栄進堂 西園 正都 米 Colts Neck

Stables LLC 474－ 21：12．81	 21．0�
23 ワイキキブリーズ 牝6栗 55 川島 信二折手 邦雄氏 田島 良保 新ひだか 折手牧場 504± 01：12．9	 110．3�
11 シゲルシゲザネ 牡6鹿 57 川須 栄彦森中 蕃氏 藤沢 則雄 日高 出口牧場 472－ 21：13．11� 14．4
712 ラインオブナイト 牡7鹿 57 小牧 太 �社台レースホース庄野 靖志 千歳 社台ファーム 516－ 41：13．2	 72．7�
58 マサノボラーレビア 牡4鹿 57 川田 将雅中村 時子氏 高野 友和 日高 道見牧場 512－ 2 〃 クビ 18．1�
35 アフリカンハンター 牡5栗 57 大野 拓弥 H.H．シェイク・ハムダン 荒川 義之 新ひだか グランド牧場 512＋141：13．3クビ 19．1�
611 オレハメジャー 牡4栗 57 幸 英明北所 直人氏 藤岡 範士 新冠 小泉牧場 442－ 2 〃 クビ 64．5�
47 パープルタイガー 牡4栗 57 田中 勝春中野 銀十氏 鈴木 孝志 様似 山本 和彦 B466－ 41：13．93	 177．5�
34 
 オペラモーヴ 牝5黒鹿55 戸崎 圭太	ノースヒルズ 中竹 和也 米 Pacelco S.A. 478－ 6 （競走中止） 23．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 47，047，700円 複勝： 72，716，800円 枠連： 36，021，200円
馬連： 151，622，500円 馬単： 80，025，800円 ワイド： 59，863，800円
3連複： 220，959，100円 3連単： 373，394，100円 計： 1，041，651，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 960円 複 勝 � 330円 � 600円 � 250円 枠 連（2－8） 2，150円

馬 連 �� 12，270円 馬 単 �� 24，130円

ワ イ ド �� 3，870円 �� 1，480円 �� 3，180円

3 連 複 ��� 31，620円 3 連 単 ��� 230，030円

票 数

単勝票数 計 470477 的中 � 38974（5番人気）
複勝票数 計 727168 的中 � 59417（5番人気）� 28293（9番人気）� 84657（4番人気）
枠連票数 計 360212 的中 （2－8） 12384（10番人気）
馬連票数 計1516225 的中 �� 9125（41番人気）
馬単票数 計 800258 的中 �� 2448（80番人気）
ワイド票数 計 598638 的中 �� 3767（45番人気）�� 10152（16番人気）�� 4600（42番人気）
3連複票数 計2209591 的中 ��� 5158（113番人気）
3連単票数 計3733941 的中 ��� 1198（735番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―11．7―11．8―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．9―35．6―47．4―59．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トップフライアー �
�
父 スタチューオブリバティ �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2011．8．20 新潟2着

2009．5．17生 牡4青鹿 母 シングフォアジョイ 母母 シルバージョイ 17戦3勝 賞金 36，650，000円
〔競走中止〕 オペラモーヴ号は，競走中に疾病〔右腸骨々折〕を発症したため向正面で競走中止。
〔制裁〕 ヒラボクダッシュ号の騎手岩田康誠は，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：8番・11番・14番）

ジャパンプライド号の騎手和田竜二は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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。

４レース目



（25阪神1）第6日 3月10日（日曜日） 曇一時雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 152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

269，260，000円
6，270，000円
2，370，000円
24，540，000円
57，472，500円
4，898，800円
1，459，200円

勝馬投票券売得金
431，708，400円
801，423，200円
288，948，000円
1，236，251，200円
793，388，600円
487，714，700円
1，729，074，900円
3，534，907，600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 9，303，416，600円

総入場人員 13，976名 （有料入場人員 13，033名）
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