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07025 3月8日 晴 稍重 （26阪神1）第3日 第1競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走9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

35 サトノスパークル 牡3鹿 56 岩田 康誠里見 治氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 492－ 41：13．4 3．3�
23 テイエムロカビリー 牡3芦 56

53 ▲岩崎 翼竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 松浦牧場 474－ 21：13．5� 14．0�
24 ラ イ ロ ア 牡3青鹿56 北村 友一 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 442± 01：13．71� 2．2�
12 	 ヒャクバイガエシ 牡3栗 56 藤岡 康太幅田 昌伸氏 藤岡 健一 米

Alastar Thor-
oughbred Com-
pany LLC

454－101：14．12
 9．1�
11 セフティーエムアイ 牡3鹿 56 大下 智池田 實氏 小野 幸治 日高 沖田牧場 468＋ 41：14．2クビ 151．8�
714 メイショウゲキテキ 牡3栗 56 和田 竜二松本 好雄氏 白井 寿昭 新ひだか 折手牧場 454－ 41：14．4� 10．6	
59 サージェントペパー 牡3鹿 56

53 ▲城戸 義政薪浦 亨氏 角田 晃一 日高 下川 茂広 506－ 21：14．5
 110．2

815 ヤマカツサユリ 牝3鹿 54

51 ▲松若 風馬山田 和夫氏 松元 茂樹 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 464－ 81：14．81� 25．5�

48 シ ゲ ル ウ ゴ 牡3青鹿56 幸 英明森中 蕃氏 坪 憲章 新ひだか 石川 栄一 512± 0 〃 クビ 29．9�
713 プロミシングアイズ 牡3栗 56

55 ☆菱田 裕二前田 幸治氏 矢作 芳人 新冠 株式会社
ノースヒルズ 522＋ 21：14．9
 18．4

611 フ ク イ ル 牡3鹿 56 D．バルジュー 副島 義久氏 加用 正 日高 下河辺牧場 420－ 81：15．0
 16．9�
（伊）

47 ハードモンラッシェ 牡3青 56 畑端 省吾津田 一男氏 西橋 豊治 浦河 三嶋牧場 476± 01：15．2� 233．4�
510 ワンダーエターナル 牡3鹿 56 武 幸四郎山本 信行氏 石橋 守 新ひだか 水丸牧場 450± 01：15．94 90．4�
36 ラガーベルリン 牡3鹿 56 松山 弘平奥村 啓二氏 柴田 政見 新ひだか 今 牧場 456＋ 61：16．85 207．3�
612 トレサビリティー 牡3鹿 56 国分 優作樋口 正蔵氏 湯窪 幸雄 浦河 馬道 繁樹 496＋101：17．22
 357．9�
816 カシノミント 牝3鹿 54

51 ▲義 英真柏木 務氏 梅内 忍 鹿児島 服部 文明 428± 01：18．810 444．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，935，500円 複勝： 46，912，400円 枠連： 10，919，500円
馬連： 44，266，300円 馬単： 30，895，700円 ワイド： 26，198，900円
3連複： 69，414，100円 3連単： 117，001，400円 計： 366，543，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 120円 � 250円 � 110円 枠 連（2－3） 260円

馬 連 �� 2，510円 馬 単 �� 3，680円

ワ イ ド �� 600円 �� 160円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，030円 3 連 単 ��� 8，630円

票 数

単勝票数 計 209355 的中 � 50755（2番人気）
複勝票数 計 469124 的中 � 104624（2番人気）� 24975（5番人気）� 195454（1番人気）
枠連票数 計 109195 的中 （2－3） 31595（1番人気）
馬連票数 計 442663 的中 �� 13047（10番人気）
馬単票数 計 308957 的中 �� 6196（12番人気）
ワイド票数 計 261989 的中 �� 8647（7番人気）�� 56649（1番人気）�� 12572（5番人気）
3連複票数 計 694141 的中 ��� 49960（3番人気）
3連単票数 計1170014 的中 ��� 10006（21番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―12．0―12．1―12．0―13．5

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サトノスパークル �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Salt Lake デビュー 2013．11．10 京都10着

2011．2．1生 牡3鹿 母 スイートテイスト 母母 Say What You Mean 3戦1勝 賞金 6，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシノミント号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年5月8日まで平地競走に

出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 ヴァッフシュテルケ号・セイスナッピー号・タイセイデザイア号・バトルフェイス号
※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。

07026 3月8日 晴 稍重 （26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

24 ローレルラシーム 牡3鹿 56 岩田 康誠 �ローレルレーシング 高野 友和 新冠 松浦牧場 476± 01：55．4 1．7�
11 タガノゴールド 牡3栗 56 太宰 啓介八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 470± 0 〃 クビ 4．3�
36 オンワードハンター 牡3鹿 56 秋山真一郎樫山 章子氏 村山 明 浦河 オンワード牧場 452－ 21：55．72 16．1�
47 ヒャクマンバリキ 牡3鹿 56 藤田 伸二伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 伊藤 敏明 498＋ 61：55．8クビ 19．6�
59 メイショウサルーテ 牝3鹿 54 武 幸四郎松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 484＋ 41：55．9� 57．2�
510 ガ ル グ イ ユ 牡3栗 56 川田 将雅杉山 忠国氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 490－ 41：56．64 9．4	
35 ヴ ィ ッ セ ン 牡3鹿 56 浜中 俊有限会社シルク石坂 正 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468± 01：56．81� 6．5

714 ヨヨギマック 牡3栗 56

55 ☆菱田 裕二一村 哲也氏 岡田 稲男 新ひだか 荒木 貴宏 514－ 41：57．33 110．2�
713 キネオパピヨン 牝3栗 54 高倉 稜吉田 千津氏 清水 久詞 洞�湖 レイクヴィラファーム 522＋ 21：57．83 325．0�
12 ローレルゼフィーロ 牡3鹿 56

55 ☆中井 裕二 �ローレルレーシング 安田 隆行 新冠 ハシモトフアーム 428－101：57．9� 385．7
48 ウェイヴクレスト 牡3栗 56 国分 優作 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 藤本ファーム 480－121：58．96 86．9�
612 ニホンピログリーン 牝3栗 54 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 462－ 41：59．0� 300．1�
816 パンデモニウム 牝3黒鹿 54

51 ▲松若 風馬大和屋 暁氏 須貝 尚介 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 428－121：59．1� 75．7�

23 リーブイットゥミー 牝3黒鹿54 川須 栄彦鈴木 康弘氏 牧田 和弥 浦河 アイオイファーム 434－ 2 〃 アタマ 385．0�
611 カシノエーデル 牝3鹿 54 小坂 忠士柏木 務氏 境 直行 鹿児島 新保牧場 426± 01：59．42 512．9�
815 ハギノマルゲリータ 牝3黒鹿 54

51 ▲城戸 義政日隈 良江氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 462－122：00．25 424．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，863，200円 複勝： 54，351，600円 枠連： 10，173，300円
馬連： 37，369，800円 馬単： 30，159，500円 ワイド： 22，344，800円
3連複： 61，145，800円 3連単： 114，207，000円 計： 354，615，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 130円 � 270円 枠 連（1－2） 350円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 550円

ワ イ ド �� 180円 �� 400円 �� 630円

3 連 複 ��� 990円 3 連 単 ��� 3，030円

票 数

単勝票数 計 248632 的中 � 116002（1番人気）
複勝票数 計 543516 的中 � 288515（1番人気）� 83669（2番人気）� 23544（5番人気）
枠連票数 計 101733 的中 （1－2） 21745（1番人気）
馬連票数 計 373698 的中 �� 80866（1番人気）
馬単票数 計 301595 的中 �� 41118（1番人気）
ワイド票数 計 223448 的中 �� 39479（1番人気）�� 12391（5番人気）�� 7357（9番人気）
3連複票数 計 611458 的中 ��� 45806（3番人気）
3連単票数 計1142070 的中 ��� 27871（4番人気）

ハロンタイム 13．1―11．5―13．6―13．0―12．9―12．8―12．5―12．7―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．6―38．2―51．2―1：04．1―1：16．9―1：29．4―1：42．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ローレルラシーム �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Mt. Livermore デビュー 2013．12．14 阪神6着

2011．3．20生 牡3鹿 母 エフィシェントフロンティア 母母 Sailing Minstrel 5戦1勝 賞金 10，300，000円
〔制裁〕 ニホンピログリーン号の騎手小牧太は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番）

ローレルラシーム号の騎手岩田康誠は，3コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番）
ローレルラシーム号の騎手岩田康誠は，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。
（非抽選馬） 1頭 ルークインザスカイ号

第１回 阪神競馬 第３日



07027 3月8日 晴 稍重 （26阪神1）第3日 第3競走 ��1，400�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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

714 ア バ ン サ ル 牡3栗 56 国分 恭介今西 和雄氏 中村 均 新冠 石田牧場 494＋ 21：26．1 89．0�
24 ガ ン ジ ー 牡3栗 56 D．バルジュー 岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 480－ 6 〃 クビ 2．4�

（伊）

815 ヴォルカヌス 牡3鹿 56 幸 英明 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 大橋 勇樹 日高 出口牧場 434－ 21：26．2クビ 16．4�

59 テイエムスリラー 牡3鹿 56 松山 弘平竹園 正繼氏 柴田 政見 新ひだか 谷口育成牧場 554± 01：26．41� 405．2�
35 フジノゴールド 牡3栗 56 小林 徹弥藤井 五三氏 川村 禎彦 平取 坂東牧場 480－121：26．5クビ 24．4�
611 メイショウホウトウ 牡3青鹿56 武 豊松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 488－ 21：26．71� 5．0	
713 ミッキーナイト 牡3栗 56 浜中 俊野田みづき氏 大久保龍志 新ひだか 矢野牧場 450± 01：26．91� 3．1

48 エイユービリオネア 牡3栗 56 川須 栄彦笹部 義則氏 高野 友和 浦河 杵臼牧場 444－ 2 〃 クビ 75．9�
47 アグネスモバイル 牝3鹿 54 池添 謙一渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 416± 01：27．21� 14．0�
12 プリティブルー 牝3青鹿54 太宰 啓介長谷川光司氏 日吉 正和 新冠 越湖牧場 444－ 41：28．05 77．3
11 メモリービビッド 牡3鹿 56

53 ▲岩崎 翼�シンザンクラブ 柴田 光陽 浦河 谷川牧場 434± 01：28．1� 298．3�
612 キクノソレイユ 牡3鹿 56 北村 友一菊池 五郎氏 吉田 直弘 新ひだか フクダファーム 442± 01：28．41� 150．1�
510 ライブリアヴニール 牡3栗 56 藤田 伸二加藤 哲郎氏 石橋 守 厚真 大川牧場 452－101：28．71� 44．6�
816 ペプチドムーン 牡3栗 56 和田 竜二沼川 一彦氏 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 452± 01：29．12� 16．3�
23 メイショウツバサ 牡3鹿 56 古川 吉洋松本 好雄氏 武田 博 浦河 太陽牧場 494－ 21：52．4大差 315．8�
36 エーティーヤッホー 牡3栗 56 国分 優作荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか キヨタケ牧場 478± 0 （競走中止） 404．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，234，100円 複勝： 41，631，000円 枠連： 12，203，200円
馬連： 45，999，500円 馬単： 32，723，200円 ワイド： 26，953，300円
3連複： 69，831，700円 3連単： 121，832，200円 計： 372，408，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 8，900円 複 勝 � 1，110円 � 150円 � 300円 枠 連（2－7） 390円

馬 連 �� 11，970円 馬 単 �� 34，160円

ワ イ ド �� 2，750円 �� 7，240円 �� 660円

3 連 複 ��� 41，840円 3 連 単 ��� 418，200円

票 数

単勝票数 計 212341 的中 � 1882（11番人気）
複勝票数 計 416310 的中 � 7119（9番人気）� 106605（1番人気）� 33221（4番人気）
枠連票数 計 122032 的中 （2－7） 23144（1番人気）
馬連票数 計 459995 的中 �� 2838（22番人気）
馬単票数 計 327232 的中 �� 707（58番人気）
ワイド票数 計 269533 的中 �� 2356（22番人気）�� 877（37番人気）�� 10873（5番人気）
3連複票数 計 698317 的中 ��� 1232（66番人気）
3連単票数 計1218322 的中 ��� 215（525番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―12．1―12．4―12．2―12．9―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―35．3―47．7―59．9―1：12．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア バ ン サ ル �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Kris デビュー 2013．12．1 阪神8着

2011．3．14生 牡3栗 母 キ シ ャ リ 母母 Reema 4戦1勝 賞金 5，000，000円
〔競走中止〕 エーティーヤッホー号は，競走中に疾病〔左寛跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 メイショウツバサ号は，3コーナーから4コーナーにかけて外側に逃避したことについて平成26年3月

9日から平成26年3月30日まで出走停止。停止期間の満了後に平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウツバサ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年4月8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。

07028 3月8日 晴 稍重 （26阪神1）第3日 第4競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走11時25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
1：08．8
1：08．7

重
重

713� エイシンゴージャス 牝3鹿 54 浜中 俊�栄進堂 大久保龍志 米 Robert A. Adams
& Sheilah Adams 512 ―1：12．8 1．4�

36 メモリーレーン 牝3栗 54 松山 弘平有限会社シルク荒川 義之 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 478 ―1：12．9� 16．1�

815 レッドフェザー 牝3栗 54 岩田 康誠 H.H．シェイク・モハメド 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 466 ―1：13．21� 32．9�

23 � ウインゴスペル 牡3栗 56 E．ペドロサ�ウイン 西園 正都 英 Cheveley Park
Stud Ltd 520 ―1：13．83	 30．2�

（独）

59 アンゴスチュラ 牝3鹿 54 川田 将雅 �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 476 ―1：14．22	 7．6	
816 ウォーターワルツ 牝3栗 54

53 ☆菱田 裕二山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 516 ―1：14．73 142．9

48 � エアルーヴル 牝3栗 54 D．バルジュー �ラッキーフィールド笹田 和秀 米 Winches-

ter Farm 436 ― 〃 ハナ 32．8�
（伊）

510 ビリーバローズ 牡3栗 56 小牧 太猪熊 広次氏 角田 晃一 浦河 酒井牧場 464 ―1：15．01� 51．3�
12 � ヒシエクストリーム 牡3鹿 56 秋山真一郎阿部 雅英氏 佐々木晶三 米 Masa-

ichiro Abe 522 ―1：15．1	 8．5
714 シャンディロメラ 牝3栗 54 幸 英明村上 憲政氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 430 ―1：15．2	 23．7�
47 カ ポ ー ル 牝3黒鹿54 北村 友一水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 450 ―1：15．3	 151．8�
24 カリスマベガ 牝3栗 54

51 ▲義 英真畔柳 年言氏 崎山 博樹 浦河 アイオイファーム 422 ―1：15．4	 48．2�
35 ロックショー 牝3鹿 54 
島 良太薪浦 亨氏 梅田 康雄 日高 下川 茂広 458 ―1：15．82	 211．7�
11 スリーキーマン 牝3栗 54 藤懸 貴志永井商事� 小野 幸治 日高 白井牧場 464 ―1：17．18 306．9�
611 メイショウネフェル 牝3栗 54 国分 優作松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 512 ―1：17．42 351．9�
612 ワンダールミノーザ 牝3鹿 54 松田 大作山本 信行氏 森田 直行 新ひだか 城地 清満 412 ―1：18．67 275．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，993，700円 複勝： 74，027，200円 枠連： 12，312，100円
馬連： 38，896，100円 馬単： 34，408，300円 ワイド： 21，014，200円
3連複： 54，698，800円 3連単： 107，675，300円 計： 371，025，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 270円 � 490円 枠 連（3－7） 610円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 890円

ワ イ ド �� 360円 �� 660円 �� 2，910円

3 連 複 ��� 4，850円 3 連 単 ��� 11，020円

票 数

単勝票数 計 279937 的中 � 165389（1番人気）
複勝票数 計 740272 的中 � 513022（1番人気）� 30427（4番人気）� 13886（8番人気）
枠連票数 計 123121 的中 （3－7） 14960（3番人気）
馬連票数 計 388961 的中 �� 39346（3番人気）
馬単票数 計 344083 的中 �� 28636（3番人気）
ワイド票数 計 210142 的中 �� 16283（3番人気）�� 7792（6番人気）�� 1603（29番人気）
3連複票数 計 546988 的中 ��� 8325（17番人気）
3連単票数 計1076753 的中 ��� 7212（28番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―11．7―11．9―12．4―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．6―35．3―47．2―59．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エイシンゴージャス �
�
父 Exchange Rate �

�
母父 Stormy Atlantic 初出走

2011．1．28生 牝3鹿 母 Hot Storm 母母 Forgotten Secret 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔制裁〕 カリスマベガ号の騎手義英真は，3コーナーで外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〕 ワンダールミノーザ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年4月8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11頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）11頭 アップルシュガー号・エイシントット号・エイシンペペラッツ号・キョウワマロン号・コウザンウルフ号・

センターポイント号・マイアリエス号・ロアジス号・ロングリベラ号・ワンダーシャルメ号・ワンダートロワ号
※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。



07029 3月8日 晴 良 （26阪神1）第3日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12時15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
1：57．8
1：56．1

良
良

24 ホッコータフネス 牡3鹿 56 幸 英明矢部 道晃氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 462－ 22：03．4 3．2�
816 クリノダイコクテン 牡3栃栗56 小牧 太栗本 博晴氏 谷 潔 日高 白井牧場 480＋ 42：03．5� 25．1�
47 メイショウダンロ 牡3黒鹿56 岩田 康誠松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 440＋10 〃 ハナ 61．0�
714 クールオープニング 牡3青鹿56 太宰 啓介前田 晋二氏 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 444－ 2 〃 クビ 7．5�
11 エイシンコアー 牝3鹿 54 藤岡 佑介�栄進堂 小崎 憲 新ひだか 土田 扶美子 450＋ 42：03．6クビ 6．3�
510 マイネボニータ 牝3栗 54 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 コスモヴューファーム 408± 0 〃 クビ 14．3	
713 ウィアーワン 牝3鹿 54 池添 謙一 �グランデオーナーズ 高橋 康之 浦河 中島牧場 488－ 62：03．7クビ 16．5

815 コスモミレディー 牝3栗 54 高倉 稜 �ビッグレッドファーム 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 414－20 〃 クビ 144．9�
35 アレクサンドル 牡3鹿 56 E．ペドロサ 近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 446＋ 62：03．8クビ 27．6

（独）

12 トーホウメビウス 牝3鹿 54 武 豊東豊物産� 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 458－ 22：03．9� 9．4�
612 トップザサブライ �3黒鹿 56

53 ▲城戸 義政�宮内牧場 鈴木 孝志 平取 協栄組合 414－ 2 〃 クビ 82．9�
611 エ ル モ リ ヤ 牡3黒鹿56 浜中 俊国田 正忠氏 牧田 和弥 新ひだか 松本牧場 522＋ 82：04．11	 19．3�
48 マイネルフレスコ 牡3栗 56 D．バルジュー �サラブレッドクラブ・ラフィアン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 478－ 8 〃 ハナ 20．8�

（伊）

59 マコトアラバルダ 牡3黒鹿56 川須 栄彦�ディアマント 
島 一歩 日高 碧雲牧場 470± 02：04．2� 5．5�
23 キングデジタル 牡3鹿 56

55 ☆菱田 裕二伊藤 正男氏 西橋 豊治 新ひだか 上野 正恵 B476± 02：04．73 112．0�
36 ウインドサクセス 牡3栗 56 松山 弘平福原 正博氏 鈴木 孝志 平取 高橋 幸男 B508－ 4 〃 アタマ 73．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，772，700円 複勝： 46，517，800円 枠連： 17，638，500円
馬連： 52，540，500円 馬単： 31，492，400円 ワイド： 29，827，900円
3連複： 81，181，700円 3連単： 114，741，800円 計： 397，713，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 150円 � 570円 � 1，040円 枠 連（2－8） 2，950円

馬 連 �� 3，250円 馬 単 �� 5，210円

ワ イ ド �� 1，160円 �� 2，550円 �� 9，950円

3 連 複 ��� 39，010円 3 連 単 ��� 147，530円

票 数

単勝票数 計 237727 的中 � 59931（1番人気）
複勝票数 計 465178 的中 � 117176（1番人気）� 17749（8番人気）� 9048（12番人気）
枠連票数 計 176385 的中 （2－8） 4417（10番人気）
馬連票数 計 525405 的中 �� 11960（12番人気）
馬単票数 計 314924 的中 �� 4468（17番人気）
ワイド票数 計 298279 的中 �� 6564（10番人気）�� 2871（32番人気）�� 718（80番人気）
3連複票数 計 811817 的中 ��� 1536（119番人気）
3連単票数 計1147418 的中 ��� 574（442番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―12．6―12．6―12．6―12．8―12．2―12．1―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．5―36．1―48．7―1：01．3―1：14．1―1：26．3―1：38．4―1：50．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ホッコータフネス �
�
父 スズカフェニックス �

�
母父 バンブーアトラス デビュー 2013．12．23 阪神3着

2011．3．31生 牡3鹿 母 ホッコーソレイユ 母母 グレースウーマン 4戦1勝 賞金 9，400，000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。

07030 3月8日 晴 稍重 （26阪神1）第3日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時45分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

12 ポメグラネイト 牡3栗 56 藤岡 佑介畑佐 博氏 長浜 博之 日高 天羽牧場 544± 01：54．1 25．5�
815 タマモネイヴィー 牡3鹿 56 幸 英明タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 482－ 21：54．41� 40．4�
612 サクセスグローリー 牡3黒鹿56 岩田 康誠髙嶋 祐子氏 藤原 英昭 浦河 有限会社

吉田ファーム 520－101：54．61� 1．1�
47 ハナズリベンジ 牝3黒鹿54 川須 栄彦M．タバート氏 牧田 和弥 新冠 カミイスタット 482＋ 4 〃 クビ 35．3�
611 メイショウスミトモ 牡3鹿 56 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 478± 01：54．92 43．3�
24 フォローハート 牝3黒鹿 54

51 ▲岩崎 翼松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 浦河小林牧場 462± 01：55．0クビ 90．7	
35 ワールドダンス 牡3栗 56 浜中 俊杉山 忠国氏 須貝 尚介 新ひだか 明治牧場 476＋ 41：55．1	 112．2

23 ボールドジャパン 牡3鹿 56 川田 将雅増田 陽一氏 中村 均 新冠 武田 修一 502－ 61：55．31� 82．2�
714 セレッソレアル 牝3栗 54 松田 大作三宅 勝俊氏 松元 茂樹 浦河 昭和牧場 460－ 41：55．4	 39．2�
59 サンライズレーヴ 牡3栗 56

53 ▲義 英真松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 456－ 21：55．82	 258．7

36 レッドロンメル 牡3栗 56 松山 弘平 �東京ホースレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 488± 01：55．9� 18．1�
713 レデントーレ 牡3黒鹿56 秋山真一郎前田 幸治氏 松永 幹夫 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442＋ 41：56．53	 135．4�
816 アカリロンドン 牡3鹿 56

53 ▲城戸 義政小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 服部 牧場 456± 01：56．71� 55．4�
11 ウインレーベン 牡3青鹿56 和田 竜二�ウイン 中村 均 日高 モリナガファーム 444－ 21：57．12	 210．8�
48 フジインザスカイ 牝3鹿 54 川島 信二藤澤眞佐子氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 454－ 61：57．52	 237．2�
510 ヴァイスヴァーサ 牝3栗 54

53 ☆菱田 裕二伊達 敏明氏 今野 貞一 日高 サンシャイン
牧場 442－ 2 （競走中止） 52．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 58，562，400円 複勝： 129，142，600円 枠連： 14，621，000円
馬連： 52，953，400円 馬単： 54，063，800円 ワイド： 34，622，800円
3連複： 74，312，400円 3連単： 182，759，200円 計： 601，037，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，550円 複 勝 � 270円 � 650円 � 110円 枠 連（1－8） 11，760円

馬 連 �� 32，710円 馬 単 �� 84，540円

ワ イ ド �� 4，290円 �� 370円 �� 760円

3 連 複 ��� 5，250円 3 連 単 ��� 206，550円

票 数

単勝票数 計 585624 的中 � 18115（3番人気）
複勝票数 計1291426 的中 � 44614（3番人気）� 14968（9番人気）� 969948（1番人気）
枠連票数 計 146210 的中 （1－8） 918（22番人気）
馬連票数 計 529534 的中 �� 1195（46番人気）
馬単票数 計 540638 的中 �� 472（80番人気）
ワイド票数 計 346228 的中 �� 1793（40番人気）�� 26192（2番人気）�� 11139（8番人気）
3連複票数 計 743124 的中 ��� 10452（21番人気）
3連単票数 計1827592 的中 ��� 653（346番人気）

ハロンタイム 12．8―10．9―12．8―12．7―13．2―13．1―12．6―12．5―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．7―36．5―49．2―1：02．4―1：15．5―1：28．1―1：40．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ポメグラネイト �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2013．11．3 京都13着

2011．1．22生 牡3栗 母 フレンチバージン 母母 ロングバージン 6戦2勝 賞金 15，000，000円
〔競走中止〕 ヴァイスヴァーサ号は，最後の直線コースで前の馬に触れてつまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 ヴァイスヴァーサ号の騎手菱田裕二は，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100，000円。（被

害馬：8番・9番）



07031 3月8日 晴 稍重 （26阪神1）第3日 第7競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走13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

58 オメガセニョリーナ 牝5鹿 55 浜中 俊原 �子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 474＋181：25．9 3．4�
712� エイユーラピス 牝5鹿 55 藤田 伸二笹部 和子氏 飯田 雄三 新ひだか 飛野牧場 486± 01：26．0� 10．1�
814 オ リ ア ー ナ 牝4青鹿55 古川 吉洋 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松山 将樹 日高 豊洋牧場 484－ 21：26．21	 11．5�
34 セトノミッシー 牝4鹿 55 川須 栄彦難波 経雄氏 鈴木 孝志 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 426－ 2 〃 クビ 2．2�
610� テラノココロ 牝5青鹿55 松田 大作寺田 寿男氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 416－ 61：26．3クビ 43．0�
46 クロカミノオトメ 牝4青 55

54 ☆中井 裕二 	サンデーレーシング 羽月 友彦 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 474＋121：26．4
 12．7


22 ボストンビリーヴ 牝4栗 55 国分 優作ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 470＋ 81：26．61	 33．9�
711 リオグランデ 牝4鹿 55 岩田 康誠 	キャロットファーム 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436－ 8 〃 クビ 13．8�
45 � スリーネイチャー 牝5黒鹿55 水口 優也永井商事� 湯窪 幸雄 新ひだか 岡野牧場 456＋ 41：26．81	 86．9
33 スカイグラフィティ 牝4芦 55 D．バルジュー 飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 480－ 21：26．9� 49．1�

（伊）

57 ディレットリーチェ 牝4栗 55 松山 弘平飯田 正剛氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 B504± 01：27．21
 22．0�
11 アルテミシア 牝4鹿 55 幸 英明岡田 牧雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 小河 豊水 462＋ 21：27．41� 125．0�
69 メイショウブリエ 牝4鹿 55 太宰 啓介松本 好雄氏 本田 優 浦河 松栄牧場 430－ 41：27．5� 105．6�
813 ミ ス ネ バ ー 牝5栗 55

52 ▲松若 風馬澤 洋氏 山内 研二 新ひだか マークリ牧場 478－ 21：27．81
 83．2�
（14頭）

売 得 金
単勝： 25，660，700円 複勝： 44，833，800円 枠連： 15，979，000円
馬連： 57，578，600円 馬単： 36，591，900円 ワイド： 28，641，900円
3連複： 76，755，100円 3連単： 133，977，000円 計： 420，018，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 180円 � 340円 � 370円 枠 連（5－7） 810円

馬 連 �� 1，460円 馬 単 �� 2，130円

ワ イ ド �� 600円 �� 690円 �� 1，360円

3 連 複 ��� 4，700円 3 連 単 ��� 16，490円

票 数

単勝票数 計 256607 的中 � 60643（2番人気）
複勝票数 計 448338 的中 � 82640（2番人気）� 31717（3番人気）� 28174（5番人気）
枠連票数 計 159790 的中 （5－7） 14592（3番人気）
馬連票数 計 575786 的中 �� 29159（5番人気）
馬単票数 計 365919 的中 �� 12682（6番人気）
ワイド票数 計 286419 的中 �� 12207（5番人気）�� 10393（7番人気）�� 4975（14番人気）
3連複票数 計 767551 的中 ��� 12076（13番人気）
3連単票数 計1339770 的中 ��� 5997（37番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．7―36．1―48．7―1：01．1―1：13．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オメガセニョリーナ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Efisio デビュー 2011．11．12 京都3着

2009．3．20生 牝5鹿 母 シ ョ ー コ 母母 Gold Florenly 16戦3勝 賞金 26，770，000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。

07032 3月8日 晴 稍重 （26阪神1）第3日 第8競走 ��
��1，200�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 7，500，000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

23 オーネットサクセス 牝4鹿 55 岩田 康誠醍醐 伸之氏 森 秀行 新ひだか レースホース 436－141：12．3 2．4�
816� ナリタマクリス 牡5栗 57 池添 謙一�オースミ 加藤 敬二 千歳 社台ファーム 436± 0 〃 ハナ 66．4�
59 エーシングリズリー 牡5黒鹿57 和田 竜二�栄進堂 川村 禎彦 浦河 栄進牧場 472－ 2 〃 クビ 8．8�
713 スターマイン 牡5青 57 小牧 太�ノースヒルズ 荒川 義之 新冠 ノースヒルズマネジメント 488＋141：12．72	 21．9�
714 サンライズトーク 
4芦 57 E．ペドロサ 松岡 隆雄氏 安田 隆行 新ひだか 鳥井牧場 480－ 4 〃 アタマ 8．5�

（独）

47 トウカイインパルス 牡4青鹿57 幸 英明内村 正則氏 中村 均 日高 高山牧場 528± 01：12．8	 9．3	
48 アスターサンダー 牡5栗 57

56 ☆菱田 裕二加藤 久枝氏 加藤 敬二 新ひだか 上村 清志 516－ 41：13．0� 5．3

612 プラネットスコア 牡4黒鹿57 小坂 忠士岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 新冠 坂元牧場 476＋ 21：13．1� 35．2�
35 メイショウムロト 牡5鹿 57 藤田 伸二松本 和子氏 白井 寿昭 浦河 本巣 敦 472－ 21：13．2クビ 19．0�
510 ワンダーゴヴェルノ 牡6栗 57 秋山真一郎山本 信行氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 442＋ 4 〃 アタマ 20．5
24 �� ウ タ ヒ メ 牝4鹿 55 浜中 俊シンボリ牧場 荒川 義之 米 Takahiro

Wada 476＋ 41：13．3� 43．1�
36 テイエムシングン 牡4鹿 57 松山 弘平竹園 正繼氏 鈴木 孝志 新ひだか グランド牧場 500＋181：13．4クビ 180．9�
11 サーシスリーフ 牡4鹿 57 川田 将雅 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高野 友和 日高 豊洋牧場 494－ 6 〃 クビ 13．7�
815 ウォーターシュート 牡4鹿 57 北村 友一山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 408± 01：13．71� 288．3�
611 メイショウオハツ 牝5黒鹿55 古川 吉洋松本 好雄氏 武田 博 浦河 本巣 敦 B494－ 21：14．44 226．1�
12 � シゲルカイチョウ 牡6黒鹿57 藤懸 貴志森中 蕃氏 服部 利之 米 Dr. John

Piconi 504＋14 〃 クビ 129．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 32，157，500円 複勝： 56，103，100円 枠連： 21，479，400円
馬連： 70，244，200円 馬単： 44，405，500円 ワイド： 37，211，200円
3連複： 99，302，900円 3連単： 162，185，700円 計： 523，089，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 1，040円 � 280円 枠 連（2－8） 5，130円

馬 連 �� 7，750円 馬 単 �� 11，090円

ワ イ ド �� 2，500円 �� 640円 �� 6，160円

3 連 複 ��� 20，840円 3 連 単 ��� 120，420円

票 数

単勝票数 計 321575 的中 � 108512（1番人気）
複勝票数 計 561031 的中 � 157621（1番人気）� 9878（11番人気）� 47427（5番人気）
枠連票数 計 214794 的中 （2－8） 3094（17番人気）
馬連票数 計 702442 的中 �� 6696（30番人気）
馬単票数 計 444055 的中 �� 2957（40番人気）
ワイド票数 計 372112 的中 �� 3572（34番人気）�� 15382（4番人気）�� 1423（52番人気）
3連複票数 計 993029 的中 ��� 3518（64番人気）
3連単票数 計1621857 的中 ��� 994（367番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．3―11．9―12．0―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．5―34．8―46．7―58．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．8―3F37．5
3 ・（9，14）－（3，13）16，11（12，8）2，7，10（4，5）（6，15）－1 4 ・（9，14）－13，3－16（11，8）（12，7）2，10（4，5）－（6，15）1

勝馬の
紹 介

オーネットサクセス �
�
父 アドマイヤボス �

�
母父 ナイスダンサー デビュー 2012．11．11 東京4着

2010．4．19生 牝4鹿 母 グローリタイアン 母母 ジヤンボタイアン 8戦2勝 賞金 23，200，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 アスターサンダー号の調教師加藤敬二は，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。
※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 クーデター号
※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。



07033 3月8日 晴 良 （26阪神1）第3日 第9競走 ��
��2，000�

せ ん り や ま

千 里 山 特 別
発走14時25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 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000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
1：57．8
1：56．1

良
良

11 アドマイヤツヨシ 牡4鹿 57 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 新冠 新冠橋本牧場 462± 02：00．9 2．9�
89 テイエムダイパワー 牡4栗 57 松田 大作竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 多田 善弘 488－ 22：01．0� 2．5�
22 ダノンマックイン 牡6黒鹿57 小牧 太�ダノックス 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 492± 02：01．42� 11．3�
33 マウイノカオイ 牡4鹿 57 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 村山 明 日高 白井牧場 482＋ 2 〃 アタマ 8．4�
55 フェータルローズ 牝5栗 55 浜中 俊兼松 利男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 460＋182：01．5	 7．5�
44 マイネアルナイル 牝5青鹿55 中井 裕二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム 488＋142：01．6� 21．8	
88 
 サクラキングオー 牡8栗 57 幸 英明�さくらコマース岡田 稲男 静内 谷岡牧場 502＋ 42：02．13 25．9

77 
 メイショウシレトコ 牡6鹿 57 国分 優作松本 好雄氏 梅内 忍 日高 日西牧場 464－ 22：02．63 67．8�
66 サンライズマルス 牡6栗 57 川須 栄彦松岡 隆雄氏 羽月 友彦 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462－ 62：06．8大差 14．3�
（9頭）

売 得 金
単勝： 30，740，400円 複勝： 49，948，300円 枠連： 14，441，300円
馬連： 77，435，000円 馬単： 52，617，700円 ワイド： 32，623，900円
3連複： 100，747，000円 3連単： 242，938，000円 計： 601，491，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 110円 � 120円 � 180円 枠 連（1－8） 280円

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 690円

ワ イ ド �� 160円 �� 390円 �� 370円

3 連 複 ��� 800円 3 連 単 ��� 3，100円

票 数

単勝票数 計 307404 的中 � 86278（2番人気）
複勝票数 計 499483 的中 � 142035（1番人気）� 136579（2番人気）� 51564（4番人気）
枠連票数 計 144413 的中 （1－8） 38816（1番人気）
馬連票数 計 774350 的中 �� 182149（1番人気）
馬単票数 計 526177 的中 �� 56436（2番人気）
ワイド票数 計 326239 的中 �� 66685（1番人気）�� 17617（5番人気）�� 19063（4番人気）
3連複票数 計1007470 的中 ��� 93763（2番人気）
3連単票数 計2429380 的中 ��� 57984（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．8―36．0―48．0―1：00．3―1：12．4―1：24．4―1：36．3―1：48．2

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
9，6－5－3－1－2－7，4－8
9－6，5＝3－1（2，4）7－8

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤツヨシ 
�
父 アドマイヤムーン 

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2013．1．20 京都2着

2010．1．24生 牡4鹿 母 タイムフェアレディ 母母 トキファイター 12戦3勝 賞金 38，458，000円
〔その他〕 サンライズマルス号は，競走中に疾病〔心房細動〕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。

07034 3月8日 晴 良 （26阪神1）第3日 第10競走 ��
��1，600�

む こ が わ

武庫川ステークス
発走15時00分 （芝・右・外）
4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000円
付 加 賞 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．0
1：30．7

良
良

22 マウントシャスタ 牡5鹿 57 浜中 俊金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 464－ 61：34．7 3．4�

11 オ リ ー ビ ン 牡5栗 57 武 豊吉田 照哉氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 488＋ 41：34．8� 2．7�
89 ガイヤースヴェルト 牡4黒鹿57 E．ペドロサ �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 496＋ 2 〃 ハナ 5．9�

（独）

88 ロードガルーダ 牡5青 57 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム 514＋101：35．01	 6．8�
66 メイショウヤタロウ 牡6鹿 57 藤田 伸二松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 日の出牧場 488－ 4 〃 ハナ 8．4	
33 ニシノビークイック 牡5栗 57 幸 英明西山 茂行氏 河内 洋 新ひだか 本桐牧場 492－ 2 〃 アタマ 28．1

55 ダ ロ ー ネ ガ 牡5鹿 57 北村 友一 �キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 498＋ 61：35．2� 13．6�
77 アナバティック 牡7栗 57 四位 洋文金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 496－ 4 〃 クビ 26．1�
44 アイウォントユー 牡7栗 57 国分 恭介薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 460－101：36．05 119．1

（9頭）

売 得 金
単勝： 42，529，900円 複勝： 67，494，800円 枠連： 19，966，200円
馬連： 105，773，200円 馬単： 72，096，700円 ワイド： 41，012，000円
3連複： 128，099，500円 3連単： 332，775，600円 計： 809，747，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 130円 � 120円 � 170円 枠 連（1－2） 370円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 770円

ワ イ ド �� 180円 �� 450円 �� 320円

3 連 複 ��� 790円 3 連 単 ��� 3，200円

票 数

単勝票数 計 425299 的中 � 101010（2番人気）
複勝票数 計 674948 的中 � 141998（2番人気）� 192904（1番人気）� 84856（3番人気）
枠連票数 計 199662 的中 （1－2） 40652（1番人気）
馬連票数 計1057732 的中 �� 226340（1番人気）
馬単票数 計 720967 的中 �� 69242（2番人気）
ワイド票数 計 410120 的中 �� 69145（1番人気）�� 19421（7番人気）�� 29320（4番人気）
3連複票数 計1280995 的中 ��� 121054（2番人気）
3連単票数 計3327756 的中 ��� 76907（5番人気）

ハロンタイム 13．0―11．6―11．9―11．9―12．0―11．5―10．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―24．6―36．5―48．4―1：00．4―1：11．9―1：22．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マウントシャスタ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2012．2．12 京都1着

2009．3．1生 牡5鹿 母 クロウキャニオン 母母 ク ロ カ ミ 12戦4勝 賞金 103，205，000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。

追 加 記 事（第 1回阪神競馬第 1日第 5競走）
〔その他〕　　ミラノモーダ号は，競走中に疾病〔右腸骨々折〕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。



07035 3月8日 晴 良 （26阪神1）第3日 第11競走 ��
��1，600�第21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 462，000円 132，000円 66，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．0
1：30．7

良
良

33 ハープスター 牝3鹿 54 川田 将雅 �キャロットファーム 松田 博資 安平 ノーザンファーム 476± 01：34．3 1．1�
813 ヌーヴォレコルト 牝3栗 54 岩田 康誠原 �子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 438－ 21：34．72� 18．1�
812 リラヴァティ 牝3黒鹿54 松山 弘平 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 438± 01：34．91� 39．1�
68 ブランネージュ 牝3鹿 54 藤岡 康太 �社台レースホース藤岡 健一 安平 追分ファーム 458－ 21：35．0� 43．1�
69 ウインリバティ 牝3黒鹿54 池添 謙一�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 432－ 2 〃 ハナ 98．6	
57 マラムデール 牝3栗 54 D．バルジュー �サンデーレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム 428－ 21：35．1	 32．8


（伊）

22 レッドオーラム 牝3鹿 54 小牧 太 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 472＋ 81：35．2� 90．0�
711 ミュゼリトルガール 牝3鹿 54 藤岡 佑介髙橋 仁氏 大江原 哲 新冠 若林牧場 424－141：35．3	 56．6�
56 プリモンディアル 牝3鹿 54 武 豊寺田千代乃氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 442－ 61：35．4クビ 13．6
11 シャイニーガール 牝3鹿 54 幸 英明小林 昌志氏 湯窪 幸雄 平取 雅 牧場 462＋ 2 〃 アタマ 14．5�
45 ビートゴーズオン 牝3栗 54 和田 竜二 �社台レースホース
島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450－ 21：35．82� 61．3�
710� クロスオーバー 牝3鹿 54 別府 真衣酒井 孝敏氏 別府 真司 新ひだか グランド牧場 416＋ 31：38．5大差 159．7�

（高知） （高知）

44 ヒ ナ ア ラ レ 牝3栗 54 藤田 伸二�イクタ 藤沢 則雄 新冠 村本牧場 470－ 21：39．24 179．5�
（13頭）

売 得 金
単勝： 158，184，100円 複勝： 447，714，900円 枠連： 68，802，000円
馬連： 305，074，800円 馬単： 284，358，600円 ワイド： 149，780，800円
3連複： 479，964，500円 3連単： 1，508，771，200円 計： 3，402，650，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 110円 複 勝 � 110円 � 190円 � 320円 枠 連（3－8） 300円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 540円

ワ イ ド �� 230円 �� 420円 �� 1，320円

3 連 複 ��� 1，860円 3 連 単 ��� 3，730円

票 数

単勝票数 計1581841 的中 � 1151547（1番人気）
複勝票数 計4477149 的中 � 3318968（1番人気）� 241128（2番人気）� 112747（6番人気）
枠連票数 計 688020 的中 （3－8） 173073（1番人気）
馬連票数 計3050748 的中 �� 476595（1番人気）
馬単票数 計2843586 的中 �� 390831（1番人気）
ワイド票数 計1497808 的中 �� 198474（1番人気）�� 85779（5番人気）�� 23556（14番人気）
3連複票数 計4799645 的中 ��� 190533（5番人気）
3連単票数 計15087712 的中 ��� 298927（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．4―35．3―47．3―59．4―1：10．9―1：22．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F34．9
3 12（5，10）（2，7）13（1，11）8，6，9－3－4 4 12（5，10）2，7（1，13）（11，8）（6，9）3－4

勝馬の
紹 介

ハープスター �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2013．7．14 中京1着

2011．4．24生 牝3鹿 母 ヒストリックスター 母母 ベ ガ 4戦3勝 賞金 98，479，000円
〔制裁〕 ブランネージュ号の騎手藤岡康太は，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。
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりハープスター号・ヌーヴォレコルト号・リラヴァティ号は，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8日 晴 良 （26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 10，200，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，020，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

56 メイショウコンカー 牡5栗 57 岩田 康誠松本 好雄氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 460－ 21：52．3 2．3�
22 フミノメモリー 牡4黒鹿57 幸 英明谷 二氏 西浦 勝一 新冠 須崎牧場 526－ 61：52．72� 16．7�
79 ランドマーキュリー 牡4栗 57 北村 友一木村 昌三氏 安達 昭夫 新冠 ハクツ牧場 514＋ 2 〃 アタマ 20．1�
67 ラガートモヒーロ 牡5黒鹿57 松山 弘平奥村 啓二氏 柴田 政見 浦河 山春牧場 456－ 2 〃 クビ 11．3�
33 タガノビリーヴィン 牡4黒鹿57 藤田 伸二八木 昌司氏 河内 洋 新冠 八木牧場 490± 01：53．01	 4．5�
811 マ ノ ワ ー ル 牡4鹿 57 小牧 太�ノースヒルズ 白井 寿昭 新冠 株式会社

ノースヒルズ 440－ 41：53．42� 4．9	
710 セイスコーピオン 牡4栗 57 川田 将雅金田 成基氏 服部 利之 浦河 アイオイファーム 502－ 2 〃 アタマ 7．8

44 
 ミッキーマーチ �5栗 57

56 ☆菱田 裕二野田みづき氏 牧田 和弥 新ひだか 千代田牧場 494－ 41：53．71	 56．8�
55 イスカンダル 牡4鹿 57 高倉 稜前田 葉子氏 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 480－ 2 〃 クビ 46．4�
11 エクセルフラッグ 牡7鹿 57 竹之下智昭橋場 勇二氏 千田 輝彦 えりも エクセルマネジメント 506－ 61：54．44 277．5
68 アンジェロフォーグ 牡5黒鹿 57

54 ▲原田 敬伍北所 直人氏 目野 哲也 新ひだか ニシケンフアーム 480－ 21：54．71	 228．1�
812 マリントウショウ 牝5青鹿55 四位 洋文トウショウ産業� 角田 晃一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 486－ 21：55．33� 73．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 48，763，100円 複勝： 86，388，500円 枠連： 26，387，100円
馬連： 165，699，200円 馬単： 72，055，500円 ワイド： 55，239，700円
3連複： 166，038，900円 3連単： 342，822，600円 計： 963，394，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 440円 � 500円 枠 連（2－5） 2，120円

馬 連 �� 2，330円 馬 単 �� 3，530円

ワ イ ド �� 770円 �� 780円 �� 2，240円

3 連 複 ��� 7，610円 3 連 単 ��� 32，260円

票 数

単勝票数 計 487631 的中 � 171776（1番人気）
複勝票数 計 863885 的中 � 274104（1番人気）� 39069（6番人気）� 33896（7番人気）
枠連票数 計 263871 的中 （2－5） 9223（8番人気）
馬連票数 計1656992 的中 �� 56035（9番人気）
馬単票数 計 720555 的中 �� 15066（14番人気）
ワイド票数 計 552397 的中 �� 18149（9番人気）�� 17923（10番人気）�� 5810（23番人気）
3連複票数 計1660389 的中 ��� 16123（23番人気）
3連単票数 計3428226 的中 ��� 7844（104番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．4―37．1―49．6―1：02．4―1：15．0―1：27．3―1：39．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウコンカー �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Mt. Livermore デビュー 2011．11．20 京都15着

2009．3．17生 牡5栗 母 マウンテンエンジェル 母母 All An Angel 19戦4勝 賞金 51，720，000円



（26阪神1）第3日 3月8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 169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

238，410，000円
2，080，000円
5，930，000円
1，270，000円
21，750，000円
64，966，000円
4，615，000円
1，622，400円

勝馬投票券売得金
515，397，300円
1，145，066，000円
244，922，600円
1，053，830，600円
775，868，800円
505，471，400円
1，461，492，400円
3，481，687，000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 9，183，736，100円

総入場人員 15，813名 （有料入場人員 14，802名）
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