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07037 3月8日 晴 不良 （27阪神1）第4日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走9時55分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

12 マダムウルル 牝3黒鹿54 幸 英明�ターフ・スポート宮 徹 浦河 市川フアーム 458－ 21：53．0 5．8�
48 ティンバレス 牝3青鹿54 藤岡 康太 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 470＋ 41：53．1� 2．6�
611 タイキアデリナ 牝3鹿 54 国分 恭介�大樹ファーム 小崎 憲 浦河 高松牧場 460± 0 〃 ハナ 24．3�
815 エーティーロゼッタ 牝3鹿 54 藤田 伸二荒木 徹氏 木原 一良 登別 青藍牧場 474－ 81：53．41� 6．0�
816 グラマシーパーク 牝3黒鹿54 A．シュタルケ 吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 438± 01：53．72 14．4�

（独）

510 サンマルアリュール 牝3栗 54 D．バルジュー 相馬 勇氏 大橋 勇樹 浦河 笹島 政信 506－ 21：53．8� 9．4	
（伊）

24 マッカナバラ 牝3芦 54 松山 弘平
協栄 北出 成人 日高 タバタファーム 466－ 61：54．43� 218．7�
36 バイナリーコード 牝3栗 54 M．デムーロ �社台レースホース野中 賢二 千歳 社台ファーム 490 ―1：55．03� 8．1�
612 サントノーレ 牝3栗 54

52 △小崎 綾也吉田 修氏 村山 明 新冠 長浜牧場 478± 01：55．1� 9．0
714 ラグナビーチ 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政阿部 雅英氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 508＋ 21：55．2クビ 30．3�
59 シ ー ム リ ー 牝3栗 54 北村 友一岡田 壮史氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド B444－101：55．3� 111．4�
11 ティボリゲール 牝3栗 54 �島 良太松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 470－121：55．4クビ 102．7�
23 コウザンジョウオー 牝3鹿 54

52 △岩崎 翼山下 良子氏 田所 秀孝 新冠 新冠伊藤牧場 432± 01：56．14 97．5�
35 フェイスオフ 牝3栗 54

51 ▲加藤 祥太山内 邦一氏 木原 一良 新ひだか タガミファーム 436± 01：56．42 297．0�
713 アイアンラミング 牝3鹿 54 国分 優作池上 一馬氏 坪 憲章 新ひだか グローリーファーム 526＋ 41：56．93 69．1�
47 トモノサンドラ 牝3芦 54 酒井 学共田 義夫氏 浜田多実雄 洞�湖 レイクヴィラファーム 472＋ 61：57．64 171．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，907，100円 複勝： 37，925，400円 枠連： 16，353，600円
馬連： 54，288，100円 馬単： 31，785，100円 ワイド： 32，798，700円
3連複： 81，977，800円 3連単： 105，960，200円 計： 382，996，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 150円 � 120円 � 380円 枠 連（1－4） 650円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，650円

ワ イ ド �� 330円 �� 1，400円 �� 750円

3 連 複 ��� 4，190円 3 連 単 ��� 18，140円

票 数

単勝票数 計 219071 的中 � 29804（2番人気）
複勝票数 計 379254 的中 � 67102（2番人気）� 104377（1番人気）� 16899（7番人気）
枠連票数 計 163536 的中 （1－4） 19371（1番人気）
馬連票数 計 542881 的中 �� 55141（1番人気）
馬単票数 計 317851 的中 �� 14425（4番人気）
ワイド票数 計 327987 的中 �� 28346（1番人気）�� 5508（16番人気）�� 10862（8番人気）
3連複票数 計 819778 的中 ��� 14669（11番人気）
3連単票数 計1059602 的中 ��� 4233（46番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―37．1―49．3―1：02．0―1：14．6―1：27．1―1：39．7

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

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

勝馬の
紹 介

マダムウルル �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Cherokee Run デビュー 2014．11．22 京都12着

2012．4．21生 牝3黒鹿 母 マダムチェロキー 母母 アンフォイルド 5戦1勝 賞金 9，500，000円
〔制裁〕 サントノーレ号の騎手小崎綾也は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番）
※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。

07038 3月8日 晴 不良 （27阪神1）第4日 第2競走 ��
��1，200�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
1：08．8
1：08．7

重
重

48 � メラグラーナ 牝3鹿 52 松山 弘平吉田 和美氏 池添 学 豪 Emirates
Park Pty Ltd 502 ―1：12．1 2．9�

816 サンビショップ �3栗 56 川島 信二加藤 信之氏 谷 潔 浦河 吉田 又治 460－ 41：12．73	 12．3�
815 ゴットモーニング �3鹿 56 田中 健後藤 進氏 木原 一良 新ひだか 高橋フアーム 444－ 81：12．8	 19．3�
510 ポワソンダブリル 牡3栗 56 丸山 元気�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 450－ 8 〃 クビ 26．0�
23 シ ュ ン イ キ 牡3栗 56 太宰 啓介石川 博氏 川村 禎彦 浦河 宮内牧場 472－ 81：12．9	 17．2�
24 シゲルボンオドリ 牡3栗 56 酒井 学森中 蕃氏 沖 芳夫 浦河 鵜木 唯義 466－ 21：13．11
 212．3	
714 メイショウケンザン 牡3鹿 56 古川 吉洋松本 和子氏 武田 博 浦河 松栄牧場 442－ 81：13．42 88．9

611 トーセンプリズム 牝3栗 54 石橋 脩島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 476＋ 6 〃 ハナ 73．3�
612 アルーリングトーン 牡3鹿 56 D．バルジュー �サンデーレーシング 西園 正都 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B484－ 41：13．61
 2．0
（伊）

35 ワンダーユナニーム 牡3鹿 56 和田 竜二山本 信行氏 中竹 和也 新ひだか 米田牧場 456＋ 21：13．7クビ 18．2�
59 カシノマッハ 牡3栗 56

53 ▲城戸 義政柏木 務氏 松下 武士 新ひだか 前川 隆則 470－ 21：14．12	 294．7�
47 ティーエスアルスト 牡3栗 56

53 ▲義 英真田畑 利彦氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 430－ 61：14．2クビ 23．9�
36 タイセイマリーン 牝3芦 54 高倉 稜田中 成奉氏 羽月 友彦 新冠 新冠橋本牧場 446± 0 〃 アタマ 128．5�
12 モズアドバンス 牡3芦 56 川須 栄彦 �キャピタル・システム 牧田 和弥 新冠 カミイスタット 476 ― 〃 アタマ 26．3�
11 キ ー マ ー ク 牡3栗 56 藤岡 康太北前孔一郎氏 宮 徹 日高 田中 元寿 468－ 81：14．52 96．5�
713� コスモマリナー 牡3鹿 54 柴田 未崎 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 豪 Arrowfield Pas-

toral Pty Ltd 490± 01：16．2大差 169．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，540，200円 複勝： 30，955，100円 枠連： 14，946，100円
馬連： 53，472，700円 馬単： 34，343，200円 ワイド： 29，827，000円
3連複： 70，615，500円 3連単： 110，729，000円 計： 368，428，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 180円 � 360円 � 460円 枠 連（4－8） 960円

馬 連 �� 2，900円 馬 単 �� 3，790円

ワ イ ド �� 890円 �� 1，180円 �� 1，560円

3 連 複 ��� 8，690円 3 連 単 ��� 26，810円

票 数

単勝票数 計 235402 的中 � 64507（2番人気）
複勝票数 計 309551 的中 � 55648（2番人気）� 20512（3番人気）� 14997（6番人気）
枠連票数 計 149461 的中 （4－8） 11953（3番人気）
馬連票数 計 534727 的中 �� 14277（9番人気）
馬単票数 計 343432 的中 �� 6795（10番人気）
ワイド票数 計 298270 的中 �� 8775（8番人気）�� 6507（13番人気）�� 4834（17番人気）
3連複票数 計 706155 的中 ��� 6093（28番人気）
3連単票数 計1107290 的中 ��� 2994（81番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―12．1―12．0―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．3―35．4―47．4―59．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�メラグラーナ �
�
父 Fastnet Rock �

�
母父 Secret Savings 初出走

2012．8．21生 牝3鹿 母 Ghaliah 母母 Elated Lady 1戦1勝 賞金 5，000，000円
〔その他〕 コスモマリナー号は，発走後まもなく他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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４日



07039 3月8日 晴 不良 （27阪神1）第4日 第3競走 ��
��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

712 ダノングッド 牡3栗 56
54 △小崎 綾也�ダノックス 村山 明 浦河 三嶋牧場 490－161：52．3 3．4�

814 オースミラナキラ 牡3鹿 56 川島 信二�オースミ 荒川 義之 浦河 �川 啓一 524－ 21：52．4� 47．8�
23 ビクトリーミノル 牡3栗 56 藤岡 康太吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 488－ 81：53．25 38．4�
59 ヤマノブレイブ 牡3栗 56

53 ▲義 英真山泉 恵宥氏 高橋 亮 新ひだか 友田牧場 472－ 6 〃 ハナ 43．6�
34 ロードヘラクレス 牡3黒鹿56 酒井 学 �ロードホースクラブ 西園 正都 新ひだか ケイアイファーム 496＋ 21：53．52 8．1�
47 スズカノーチラス 牡3鹿 56 国分 恭介永井 啓弍氏 藤沢 則雄 浦河 大北牧場 430－121：53．6クビ 170．1	
22 サトーリアス 牡3鹿 56 M．デムーロ H.H．シェイク・モハメド 角居 勝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468＋ 4 〃 ハナ 1．9

46 マーブルバトル 牡3黒鹿56 松山 弘平下村 直氏 池添 兼雄 新ひだか 三石川上牧場 490－ 21：53．91� 5．9�
815 コウザンヒキリ 牡3鹿 56 国分 優作山下 良子氏 中尾 秀正 新冠 ヤマタケ牧場 456－ 61：54．21� 60．3�
58 クリノチクバオー 牡3栗 56

53 ▲加藤 祥太栗本 守氏 谷 潔 浦河 バンブー牧場 518± 01：54．51� 263．1
713 インクレディブル 牡3鹿 56 幸 英明前田 葉子氏 中村 均 浦河 谷川牧場 516－ 4 〃 クビ 21．4�
11 カネトシエトワール 牡3鹿 56 太宰 啓介兼松 利男氏 沖 芳夫 青森 長谷地 義正 440± 01：54．92	 189．9�
610 タマモスマッシュ 牡3鹿 56 水口 優也タマモ� 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 440＋ 2 〃 アタマ 453．5�
35 ヒデノプラチナ 牡3鹿 56 松田 大作大石 秀夫氏 佐藤 正雄 浦河 グラストレーニ

ングセンター 414＋101：57．2大差 146．2�
611 デュラブルシャーム 牡3栗 56

55 ☆松若 風馬加藤 誠氏 森田 直行 日高 下河辺牧場 B564＋ 22：01．0大差 91．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 32，599，000円 複勝： 36，334，800円 枠連： 15，585，200円
馬連： 58，081，900円 馬単： 40，891，600円 ワイド： 32，480，600円
3連複： 81，742，300円 3連単： 138，967，900円 計： 436，683，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 170円 � 860円 � 520円 枠 連（7－8） 2，160円

馬 連 �� 6，380円 馬 単 �� 8，600円

ワ イ ド �� 1，690円 �� 1，050円 �� 8，120円

3 連 複 ��� 31，680円 3 連 単 ��� 129，000円

票 数

単勝票数 計 325990 的中 � 75467（2番人気）
複勝票数 計 363348 的中 � 76352（2番人気）� 8914（8番人気）� 15794（6番人気）
枠連票数 計 155852 的中 （7－8） 5583（7番人気）
馬連票数 計 580819 的中 �� 7050（17番人気）
馬単票数 計 408916 的中 �� 3566（23番人気）
ワイド票数 計 324806 的中 �� 4970（18番人気）�� 8222（10番人気）�� 997（49番人気）
3連複票数 計 817423 的中 ��� 1935（67番人気）
3連単票数 計1389679 的中 ��� 781（278番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．8―36．6―49．0―1：01．6―1：14．6―1：27．0―1：39．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．7―3F37．7
1
3
・（4，11，12）5（2，8，13）－（15，10）－（3，7，9，14）－1，6
4，12（2，13）6（5，8）（11，14）（15，10）（3，9）7，1

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

勝馬の
紹 介

ダノングッド �
�
父 Elusive Quality �

�
母父 Storm Cat デビュー 2015．1．12 京都5着

2012．4．23生 牡3栗 母 マイグッドネス 母母 Caressing 3戦1勝 賞金 7，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デュラブルシャーム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年4月8日まで平地

競走に出走できない。

07040 3月8日 晴 不良 （27阪神1）第4日 第4競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走11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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

58 アドマイヤリバティ 牡3鹿 56 小牧 太近藤 利一氏 梅田 智之 厚真 大川牧場 480± 01：24．1 3．8�
814 トップリバティ 牡3黒鹿56 松田 大作�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 512－101：24．31� 21．5�
34 ヴェリタスキング 牡3黒鹿56 和田 竜二松本 肇氏 佐藤 正雄 新冠 五丸農場 488－ 21：24．51� 8．3�
47 ダ ン ヴ ィ ル 牡3鹿 56 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 458＋ 81：24．92� 13．4�
611 メイショウキリサメ 牡3黒鹿56 国分 優作松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 486－ 41：25．0� 391．4�
713 ワンダーグロワール 牡3鹿 56 国分 恭介山本 信行氏 奥村 豊 日高 日西牧場 484－ 8 〃 クビ 77．8	
23 レッドディザーブ 牡3黒鹿56 酒井 学 
東京ホースレーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 482± 01：25．1� 5．6�
815 オンワードバース 牡3鹿 56 藤田 伸二樫山 章子氏 柴田 政見 新冠 高橋 忍 434－ 61：25．31� 10．2�
46 ミュゼバトラー 牡3栗 56 M．デムーロ髙橋 仁氏 田所 秀孝 新ひだか 友田牧場 488－ 21：25．51� 3．2
35 オイルタウン 牡3栗 56 大下 智山上 和良氏 池添 学 日高 沖田牧場 432－ 81：25．6クビ 108．6�
712 クリノリュウイーソ 牡3鹿 56 太宰 啓介栗本 博晴氏 川村 禎彦 新ひだか 松本牧場 466－ 6 〃 クビ 77．5�
59 タガノカムイ 牡3栗 56 丸山 元気八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 472－ 41：25．7� 8．7�
22 クインズメンテ 牝3黒鹿54 幸 英明 
クイーンズ・ランチ 平田 修 新冠 新冠橋本牧場 460－ 61：26．65 213．5�
11 ホットロード 牝3黒鹿54 川須 栄彦 Him Rock Racing 加用 正 新ひだか 酒井 秀紀 474－ 81：27．87 176．9�
610 ティーベレヌス 牡3栗 56 水口 優也�高橋ファーム 西橋 豊治 新ひだか 三木田 明仁 470＋20 〃 クビ 434．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 30，189，000円 複勝： 44，159，900円 枠連： 18，827，100円
馬連： 63，493，600円 馬単： 37，199，600円 ワイド： 35，836，500円
3連複： 85，388，500円 3連単： 127，915，500円 計： 443，009，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 150円 � 450円 � 250円 枠 連（5－8） 870円

馬 連 �� 3，740円 馬 単 �� 5，970円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 500円 �� 1，550円

3 連 複 ��� 7，380円 3 連 単 ��� 36，840円

票 数

単勝票数 計 301890 的中 � 62468（2番人気）
複勝票数 計 441599 的中 � 96123（1番人気）� 20076（8番人気）� 43558（4番人気）
枠連票数 計 188271 的中 （5－8） 16584（4番人気）
馬連票数 計 634936 的中 �� 13146（16番人気）
馬単票数 計 371996 的中 �� 4673（26番人気）
ワイド票数 計 358365 的中 �� 7671（15番人気）�� 19616（4番人気）�� 5701（19番人気）
3連複票数 計 853885 的中 ��� 8671（24番人気）
3連単票数 計1279155 的中 ��� 2517（116番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．5―35．5―47．7―59．7―1：11．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤリバティ �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 Haafhd デビュー 2014．6．21 阪神5着

2012．5．23生 牡3鹿 母 マイスイートベス 母母 ポーリッシュピンク 9戦1勝 賞金 13，150，000円



07041 3月8日 晴 稍重 （27阪神1）第4日 第5競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走12時15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
1：19．9
1：19．0

良
良

67 ジ ル ダ 牝3鹿 54 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 友道 康夫 千歳 社台ファーム 406－141：23．4 5．4�
68 アズマクィーン 牝3鹿 54

52 △岩崎 翼東 哲次氏 河内 洋 日高 木村牧場 454－ 21：23．61 23．5�
44 ブラヴィッシモ 牡3鹿 56 藤岡 康太金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B500＋ 2 〃 アタマ 4．7�
11 ハナズプルメリア 牝3黒鹿54 川島 信二M．タバート氏 加藤 和宏 日高 シンボリ牧場 402－ 21：23．7クビ 15．7�
812 オメガタックスマン 牡3鹿 56 D．バルジュー 原 �子氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 458－ 61：24．12� 2．8�

（伊）

56 ダノンシーザー 牡3鹿 56 A．シュタルケ�ダノックス 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 466＋ 4 〃 ハナ 4．6	
（独）

55 エイシンファイヤー 牡3鹿 56 和田 竜二�栄進堂 坂口 正則 浦河 榊原 敏明 488－ 21：24．2� 17．5

79 	 ネイチャークルーズ 牝3栗 54 佐藤 友則�ホースケア 笹野 博司 日高 下河辺牧場 460－ 41：24．3
 206．8�

（笠松） （笠松）

710 ヴィクタープライム 牡3青鹿56 藤田 伸二村上 憲政氏 本田 優 新ひだか 三木田牧場 442－ 21：24．51� 12．9
33 パ オ ロ ッ サ 牝3鹿 54 松田 大作岡田 牧雄氏 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 466＋ 21：24．6
 97．0�
22 マズイマズイウマイ 牡3栗 56 北村 友一小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 492－141：25．34 38．4�
811 タマモパステル 牝3黒鹿 54

51 ▲義 英真タマモ� 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 400－ 41：26．57 221．3�
（12頭）

売 得 金
単勝： 31，651，400円 複勝： 46，587，900円 枠連： 15，612，000円
馬連： 70，487，800円 馬単： 41，079，400円 ワイド： 40，082，600円
3連複： 91，832，500円 3連単： 147，126，800円 計： 484，460，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 190円 � 480円 � 190円 枠 連（6－6） 5，240円

馬 連 �� 5，690円 馬 単 �� 7，460円

ワ イ ド �� 1，570円 �� 630円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 7，510円 3 連 単 ��� 46，050円

票 数

単勝票数 計 316514 的中 � 46085（4番人気）
複勝票数 計 465879 的中 � 71041（3番人気）� 19986（8番人気）� 68659（4番人気）
枠連票数 計 156120 的中 （6－6） 2305（16番人気）
馬連票数 計 704878 的中 �� 9594（22番人気）
馬単票数 計 410794 的中 �� 4127（35番人気）
ワイド票数 計 400826 的中 �� 6380（22番人気）�� 17016（6番人気）�� 8751（18番人気）
3連複票数 計 918325 的中 ��� 9162（28番人気）
3連単票数 計1471268 的中 ��� 2316（168番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．3―12．1―12．1―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．2―34．5―46．6―58．7―1：10．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジ ル ダ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2014．12．7 阪神1着

2012．2．13生 牝3鹿 母 エアデジャヴー 母母 アイドリームドアドリーム 4戦2勝 賞金 19，046，000円
※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。

07042 3月8日 晴 不良 （27阪神1）第4日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走12時45分（番組第7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 7，500，000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

22 ウエスタンパレード 牡4栗 57 和田 竜二 �ウエスタンファーム 西園 正都 新ひだか 乾 皆雄 510＋ 41：52．0 2．1�
55 ヴァンクウィッシュ 牡4青鹿57 松山 弘平前田 幸治氏 森田 直行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 496＋ 4 〃 ハナ 43．8�
44 サダムダイジョウブ 牡5青 57 丸山 元気大西 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 494＋ 6 〃 ハナ 5．6�
33 ハッピーロード �4栗 57 秋山真一郎豊田 一致氏 平田 修 新冠 松本 信行 484－ 41：52．1� 3．8�
77 メイショウキトラ 牡4栗 57

54 ▲城戸 義政松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 磯野牧場 474－101：52．41� 21．3�
66 ウォーターフレアー 牝4黒鹿 55

53 △岩崎 翼山岡 良一氏 河内 洋 浦河 伏木田牧場 490－ 61：52．61 98．5	
11 タイガークラウン 牡4黒鹿57 太宰 啓介伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム 476± 01：52．91� 3．9

88 	 ウインマルゲリータ 牝5黒鹿55 幸 英明�ウイン 中村 均 浦河 岡本 昌市 426－ 81：53．43 73．0�

（8頭）

売 得 金
単勝： 28，545，700円 複勝： 29，638，200円 枠連： 発売なし
馬連： 52，619，900円 馬単： 39，990，800円 ワイド： 26，577，200円
3連複： 63，917，100円 3連単： 173，834，900円 計： 415，123，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 460円 � 170円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 3，480円 馬 単 �� 4，850円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 280円 �� 1，520円

3 連 複 ��� 5，250円 3 連 単 ��� 25，400円

票 数

単勝票数 計 285457 的中 � 105441（1番人気）
複勝票数 計 296382 的中 � 106620（1番人気）� 9773（6番人気）� 40519（4番人気）
馬連票数 計 526199 的中 �� 11706（8番人気）
馬単票数 計 399908 的中 �� 6172（14番人気）
ワイド票数 計 265772 的中 �� 5830（11番人気）�� 28613（4番人気）�� 4061（14番人気）
3連複票数 計 639171 的中 ��� 9117（14番人気）
3連単票数 計1738349 的中 ��� 4961（61番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．4―37．9―50．4―1：02．5―1：14．5―1：26．7―1：38．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ウエスタンパレード �

父 キングカメハメハ �


母父 フォーティナイナー デビュー 2014．2．2 京都2着

2011．2．9生 牡4栗 母 スギノセンヒメ 母母 ハイエストソサエティー 7戦2勝 賞金 19，500，000円



07043 3月8日 曇 稍重 （27阪神1）第4日 第7競走 ��
��1，600�サラブレッド系4歳以上

発走13時15分（番組第6競走を順序変更） （芝・右・外）
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
1：32．0
1：30．7

良
良

22 � エイシンエルヴィン 牡4鹿 57 M．デムーロ�栄進堂 中尾 秀正 愛 K. K. Ei-
shindo 500－ 41：35．9 2．4�

79 トップアート 牡4鹿 57 藤岡 康太青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム B442± 01：37．17 5．1�
811 ケイアイヴァーゲ 牡5鹿 57 佐藤 友則亀田 和弘氏 西村 真幸 浦河 日進牧場 450＋ 41：37．2	 115．8�

（笠松）

44 プリンセスアスク 牝4青鹿 55
53 △岩崎 翼廣崎 利洋氏 河内 洋 新冠 川上牧場 450－ 41：37．3
 4．0�

11 サンマルホーム 牡5栗 57 松山 弘平相馬 勇氏 山内 研二 新冠 太陽ジョイフ
ル牧場 438± 01：37．62 22．9�

810� トスカニーニ 牡5鹿 57
56 ☆松若 風馬田所 英子氏 笹田 和秀 日高 天羽牧場 460＋ 61：38．13 165．1	

55 ガルデルスリール 牝4鹿 55 A．シュタルケ 吉田 勝己氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 468＋ 4 〃 ハナ 7．0

（独）

33 ディープウェーブ 牡5青鹿57 丸山 元気万波 健二氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 438± 01：38．3	 10．9�

67 ダイナミックウオー 牡5黒鹿57 池添 謙一小川 勲氏 目野 哲也 浦河 駿河牧場 528± 01：38．51� 15．7�
78 � アプリカーレ 牝4鹿 55 幸 英明水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 496± 0 〃 クビ 75．5
66 テイエムレンジャー 牡5鹿 57 和田 竜二竹園 正繼氏 岩元 市三 浦河 木村牧場 506－101：40．7大差 38．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 31，321，400円 複勝： 45，552，600円 枠連： 14，345，400円
馬連： 75，918，600円 馬単： 46，332，000円 ワイド： 40，453，100円
3連複： 104，438，100円 3連単： 184，365，700円 計： 542，726，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 200円 � 1，260円 枠 連（2－7） 660円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 980円

ワ イ ド �� 340円 �� 2，630円 �� 5，540円

3 連 複 ��� 13，220円 3 連 単 ��� 33，140円

票 数

単勝票数 計 313214 的中 � 103732（1番人気）
複勝票数 計 455526 的中 � 126750（1番人気）� 58658（3番人気）� 5954（9番人気）
枠連票数 計 143454 的中 （2－7） 16809（2番人気）
馬連票数 計 759186 的中 �� 84988（2番人気）
馬単票数 計 463320 的中 �� 35344（2番人気）
ワイド票数 計 404531 的中 �� 35341（2番人気）�� 3680（24番人気）�� 1718（34番人気）
3連複票数 計1044381 的中 ��� 5921（36番人気）
3連単票数 計1843657 的中 ��� 4033（107番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．7―36．0―47．8―59．7―1：11．8―1：23．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エイシンエルヴィン �
�
父 Shamardal �

�
母父 Monsun デビュー 2013．8．4 小倉4着

2011．2．22生 牡4鹿 母 La Ina 母母 Limata 12戦2勝 賞金 37，436，000円
〔制裁〕 プリンセスアスク号の騎手岩崎翼は，向正面で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムレンジャー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27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または施行団体名を表示している。

07044 3月8日 曇 稍重 （27阪神1）第4日 第8競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走13時50分 （芝・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
1：07．1
1：06．5

良
良

67 � サトノデプロマット 牡5黒鹿57 和田 竜二里見 治氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 500－ 61：09．4 5．8�
56 グレイングロース 牡5鹿 57 D．バルジュー �社台レースホース高野 友和 千歳 社台ファーム 528＋ 21：09．61	 2．8�

（伊）

11 ティーハーフ 牡5栗 57 国分 優作 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 472＋161：10．13 4．3�

44 アドマイヤクーガー 牡7栗 57 丸山 元気近藤 利一氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 474＋ 61：10．31	 11．3�

22 ヤマニンカヴァリエ 牡6鹿 57 幸 英明土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 522－ 21：10．51	 44．8�
79 キンシザイル 牡6鹿 57

54 ▲
島 克駿若草クラブ 浅見 秀一 新ひだか 谷岡 正次 506± 01：10．6� 58．3	
68 サンセットスカイ 牡5栗 57 松山 弘平前田 晋二氏 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ B488＋ 6 〃 ハナ 8．5

33 アポロパレス 牝6鹿 55 佐藤 友則小林 量氏 西村 真幸 浦河 笹島 政信 468－ 41：10．7� 301．0�

（笠松）

812 ベルリネッタ 牡4鹿 57
56 ☆松若 風馬大久保和夫氏 田中 章博 新冠 八木農場 468＋ 61：10．91� 15．0�

710 ケイアイユニコーン 牡6栗 57 M．デムーロ亀田 和弘氏 山内 研二 新ひだか 松田牧場 500＋ 81：11．0クビ 5．9
811 ヒカリトリトン 牡7鹿 57

54 ▲義 英真�ヒカリクラブ 谷 潔 日高 中川牧場 506＋ 6 〃 アタマ 87．1�
（11頭）

55 ストークアンドレイ 牝5芦 55 太宰 啓介本間 茂氏 山内 研二 新冠 オリエント牧場 478± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 31，418，100円 複勝： 45，887，600円 枠連： 20，717，700円
馬連： 82，126，400円 馬単： 43，943，000円 ワイド： 39，471，100円
3連複： 97，978，100円 3連単： 145，360，600円 計： 506，902，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 180円 � 130円 � 150円 枠 連（5－6） 490円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 1，900円

ワ イ ド �� 360円 �� 550円 �� 300円

3 連 複 ��� 1，240円 3 連 単 ��� 6，890円

票 数

単勝票数 差引計 314181（返還計 13356） 的中 � 42799（3番人気）
複勝票数 差引計 458876（返還計 26115） 的中 � 57776（4番人気）� 101765（1番人気）� 76019（2番人気）
枠連票数 差引計 207177（返還計 5190） 的中 （5－6） 32696（1番人気）
馬連票数 差引計 821264（返還計 92978） 的中 �� 74875（2番人気）
馬単票数 差引計 439430（返還計 46188） 的中 �� 17331（6番人気）
ワイド票数 差引計 394711（返還計 52558） 的中 �� 27891（3番人気）�� 16904（7番人気）�� 35284（1番人気）
3連複票数 差引計 979781（返還計213810） 的中 ��� 58794（2番人気）
3連単票数 差引計1453606（返還計316449） 的中 ��� 15275（9番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．2―11．4―11．2―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．5―34．7―46．1―57．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F34．7
3 6，7，9，12，2－（3，8）1，11，4，10 4 6－7（2，9，12）（1，8）－（3，11）－4，10
市場取引馬

勝馬の
紹 介

�サトノデプロマット �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 サンデーサイレンス

2010．3．27生 牡5黒鹿 母 ピサノバーキン 母母 ビ バ ム ー ル 12戦3勝 賞金 31，880，000円
初出走 JRA

〔競走除外〕 ストークアンドレイ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。枠外に跳び出し，疾病〔左前腕部挫創〕を発症したため競走除外。発
走時刻8分遅延。

〔制裁〕 アポロパレス号の調教師西村真幸は，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。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ストークアンドレイ号は，平成27年3月9日から平成27年4月7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。



07045 3月8日 曇 稍重 （27阪神1）第4日 第9競走 ��
��1，800�ア ル メ リ ア 賞

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

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：43．9

良
良

88 マサハヤドリーム 牡3鹿 56 和田 竜二中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 460＋ 81：49．7 3．7�
11 オールマンリバー 牡3黒鹿56 池添 謙一三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 480－ 6 〃 ハナ 7．2�
66 ムーンクレスト 牡3鹿 56 太宰 啓介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 本田 優 浦河 三嶋牧場 450＋ 2 〃 ハナ 8．9�
33 シングウィズジョイ 牝3青鹿54 M．デムーロ �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム 458＋ 21：49．8� 2．0�
89 テイエムクロタカ 牡3青鹿56 A．シュタルケ 竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 多田 善弘 474－ 61：50．22� 13．6	

（独）

77 アイオシルケン 牡3黒鹿56 幸 英明石川美代子氏 西橋 豊治 新ひだか 原 フアーム 476＋121：52．1大差 24．1

44 テイエムダンシング 牡3鹿 56 小牧 太竹園 正繼氏 山内 研二 日高 戸川牧場 470± 01：52．3� 17．5�
22 プリメラアスール 牝3黒鹿54 松山 弘平青木 照吉氏 鈴木 孝志 新ひだか 石川 栄一 494＋ 81：52．72� 27．0�
55 シゲルヤブサメ 牡3黒鹿56 D．バルジュー 森中 蕃氏 中村 均 新ひだか グランド牧場 476＋281：53．02 40．3

（伊）

（9頭）

売 得 金
単勝： 41，589，700円 複勝： 54，588，200円 枠連： 19，253，500円
馬連： 100，701，500円 馬単： 67，351，000円 ワイド： 48，204，400円
3連複： 132，280，600円 3連単： 295，538，900円 計： 759，507，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 160円 � 180円 � 210円 枠 連（1－8） 880円

馬 連 �� 1，360円 馬 単 �� 2，340円

ワ イ ド �� 510円 �� 480円 �� 820円

3 連 複 ��� 3，080円 3 連 単 ��� 12，710円

票 数

単勝票数 計 415897 的中 � 89387（2番人気）
複勝票数 計 545882 的中 � 102088（2番人気）� 77976（3番人気）� 59472（4番人気）
枠連票数 計 192535 的中 （1－8） 16834（4番人気）
馬連票数 計1007015 的中 �� 56969（5番人気）
馬単票数 計 673510 的中 �� 21511（8番人気）
ワイド票数 計 482044 的中 �� 24663（6番人気）�� 26470（4番人気）�� 14487（11番人気）
3連複票数 計1322806 的中 ��� 32127（12番人気）
3連単票数 計2955389 的中 ��� 16857（42番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―35．5―48．0―1：00．3―1：12．8―1：25．0―1：36．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マサハヤドリーム �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2014．10．12 京都1着

2012．3．17生 牡3鹿 母 ラ ン ペ イ ア 母母 ス マ ラ 4戦2勝 賞金 18，717，000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。

07046 3月8日 曇 重 （27阪神1）第4日 第10競走 ��
��1，400�ポラリスステークス

発走15時00分 （ダート・右）
4歳以上，26．3．8以降27．3．1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 21，000，000円 8，400，000円 5，300，000円 3，200，000円 2，100，000円
付 加 賞 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

48 � ニシケンモノノフ 牡4栗 55 中谷 雄太西森 鶴氏 庄野 靖志 新冠 八木 常郎 496－ 41：21．5 6．7�
23 エ ア ウ ル フ 牡8栗 56 M．デムーロ �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム B494± 01：21．92� 4．6�
714 エーシンビートロン 牡9黒鹿57 松山 弘平�栄進堂 西園 正都 静内 服部 牧場 484＋ 4 〃 アタマ 27．8�
11 	 シンボリエンパイア 牡6黒鹿55 四位 洋文シンボリ牧場 藤沢 和雄 米 Takahiro

Wada 532＋ 81：22．0クビ 11．8�
611 ブライトライン 牡6青 58 丸山 元気�ノースヒルズ 
島 一歩 新冠 ノースヒルズマネジメント 536－ 2 〃 ハナ 7．6�
36 ネオザウイナー 牡7青鹿53 秋山真一郎小林 仁幸氏 小崎 憲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B498＋ 4 〃 ハナ 159．9	
815 トウショウフリーク 牡8鹿 57 藤岡 佑介トウショウ産業� 今野 貞一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 498－ 41：22．21� 17．6

24 � ポアゾンブラック 牡6青鹿57 太宰 啓介村上 憲政氏 本田 優 日高 出口牧場 528＋ 41：22．3� 4．2�
47 レオンビスティー 牡6鹿 53 川須 栄彦備前島敏子氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 504＋ 61：22．51� 26．5�
510 オースミイージー 牡7鹿 53 和田 竜二�オースミ 沖 芳夫 日高 広富牧場 512± 0 〃 ハナ 39．2
612 マルカフリート 牡9鹿 58 池添 謙一日下部 猛氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 480－ 81：22．71� 7．8�
12 ウォータールルド 牡7黒鹿57 酒井 学山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 502＋161：23．12� 19．9�
713 スリーボストン 牡8鹿 57 北村 友一永井商事� 野中 賢二 浦河 杵臼斉藤牧場 500－ 81：23．2� 53．8�
59 セイカプリコーン 牡7鹿 54 国分 優作金田 成基氏 服部 利之 新ひだか 三石橋本牧場 498－ 41：23．52 67．6�
35 アースソニック 牡6鹿 57 D．バルジュー 前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 新冠伊藤牧場 494＋ 41：23．6クビ 47．2�

（伊）

816 キ ズ マ 牡6鹿 55 幸 英明 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 510－ 2 〃 クビ 21．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 53，151，300円 複勝： 92，810，400円 枠連： 62，389，600円
馬連： 204，570，500円 馬単： 88，551，500円 ワイド： 95，060，200円
3連複： 283，995，100円 3連単： 402，249，600円 計： 1，282，778，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 210円 � 180円 � 680円 枠 連（2－4） 690円

馬 連 �� 1，490円 馬 単 �� 3，170円

ワ イ ド �� 620円 �� 3，300円 �� 1，860円

3 連 複 ��� 12，260円 3 連 単 ��� 64，090円

票 数

単勝票数 計 531513 的中 � 62574（3番人気）
複勝票数 計 928104 的中 � 118812（3番人気）� 160353（1番人気）� 27435（11番人気）
枠連票数 計 623896 的中 （2－4） 69962（2番人気）
馬連票数 計2045705 的中 �� 105842（3番人気）
馬単票数 計 885515 的中 �� 20925（5番人気）
ワイド票数 計 950602 的中 �� 42147（2番人気）�� 7109（40番人気）�� 12876（20番人気）
3連複票数 計2839951 的中 ��� 17367（38番人気）
3連単票数 計4022496 的中 ��� 4550（188番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．5―11．5―11．5―11．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．0―34．5―46．0―57．5―1：09．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．5
3 ・（4，14）（2，8，16）（6，15，13）11（3，12，5，9）10（7，1） 4 ・（4，14）（8，16）（2，6，15，13）（3，11，12）（1，5，9）（7，10）

勝馬の
紹 介

�ニシケンモノノフ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 ア フ リ ー ト （1戦0勝 賞金 0円）

2011．3．11生 牡4栗 母 グリーンヒルコマチ 母母 ツネノコトブキ 10戦2勝 賞金 44，728，000円
地方デビュー 2013．7．4 門別 ［他本会外：2戦1勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15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28頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）28頭 アドマイヤサガス号・カチューシャ号・キョウエイアシュラ号・キングズオブザサン号・グレイスフルリープ号・

コウヨウアレス号・サクラレグナム号・サトノルパン号・サワノパンサー号・シャイニープリンス号・
スズカセクレターボ号・タイセイファントム号・デザートオアシス号・ドレッドノート号・ナリタポセイドン号・
ナンチンノン号・ニシノビークイック号・ニホンピロアンバー号・ペイシャフェリス号・マイネルバイカ号・
マルカプレジオ号・ミナレット号・ミヤジエルビス号・メイショウイチオシ号・メイショウノーベル号・
リルダヴァル号・レーザーバレット号・ローブデソワ号

※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。

２レース目



07047 3月8日 曇 稍重 （27阪神1）第4日 第11競走 ��
��1，800�

おおさかじょう

大阪城ステークス
発走15時35分 （芝・右・外）
4歳以上，26．3．8以降27．3．1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 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：43．9

良
良

713 ヒストリカル 牡6黒鹿56 松山 弘平近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 454＋ 81：48．1 11．9�
47 マウントシャスタ 牡6鹿 56 池添 謙一金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 474＋ 41：48．63 8．3�
714� ヒ ュ ウ マ 牡5鹿 54 石橋 脩林 正道氏 斎藤 誠 米 Aaron Sones 500± 01：48．7クビ 22．9�
816 サトノギャラント 牡6黒鹿56 D．バルジュー 里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 500± 01：49．12� 11．1�

（伊）

11 エックスマーク 牡6鹿 56 藤岡 康太金子真人ホール
ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 490－ 41：49．63 5．1�

12 テイエムイナズマ 牡5黒鹿54 A．シュタルケ 竹園 正繼氏 福島 信晴 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム 516－ 21：49．81	 6．5	

（独）

510 アルバタックス 牡5栗 54 M．デムーロ 
社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 506＋ 6 〃 アタマ 3．1�
59 アクションスター 牡5栗 54 北村 友一福井 明氏 音無 秀孝 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462－ 21：49．9
 23．3�
24 マ デ イ ラ 牡6栗 53 和田 竜二 
キャロットファーム 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 496－ 21：50．0� 126．7
612 ゼ ロ ス 牡6鹿 54 藤田 伸二杉澤 光雄氏 石橋 守 日高 坂 牧場 506＋ 61：50．1クビ 13．0�
611 シャイニーガール 牝4鹿 52 秋山真一郎小林 昌志氏 湯窪 幸雄 平取 雅 牧場 478－ 2 〃 アタマ 30．3�
35 ハナノシンノスケ 牡8鹿 52 岡田 祥嗣池田 實氏 服部 利之 浦河 杵臼斉藤牧場 492－ 21：50．52� 49．1�
815 シゲルササグリ 牡6黒鹿53 幸 英明森中 蕃氏 中村 均 新冠 平山牧場 522＋121：50．6� 91．1�
23 セイルラージ 牡8鹿 55 松田 大作 
サンデーレーシング 藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466－101：50．7� 43．6�
48 フェスティヴタロー 牡6栗 54 酒井 学臼井義太郎氏 天間 昭一 新ひだか 小倉 光博 496－101：50．91	 71．1�
36 レーヴデトワール 牝4黒鹿53 丸山 元気 
サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 452－ 41：51．43 51．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 80，970，600円 複勝： 120，535，500円 枠連： 94，521，900円
馬連： 390，377，200円 馬単： 168，730，600円 ワイド： 143，242，500円
3連複： 529，549，200円 3連単： 875，801，700円 計： 2，403，729，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，190円 複 勝 � 380円 � 320円 � 650円 枠 連（4－7） 3，100円

馬 連 �� 4，290円 馬 単 �� 9，270円

ワ イ ド �� 1，480円 �� 4，230円 �� 4，000円

3 連 複 ��� 47，710円 3 連 単 ��� 256，230円

票 数

単勝票数 計 809706 的中 � 54099（6番人気）
複勝票数 計1205355 的中 � 84413（6番人気）� 105385（4番人気）� 45293（9番人気）
枠連票数 計 945219 的中 （4－7） 23571（12番人気）
馬連票数 計3903772 的中 �� 70487（15番人気）
馬単票数 計1687306 的中 �� 13641（32番人気）
ワイド票数 計1432425 的中 �� 25443（15番人気）�� 8623（47番人気）�� 9147（43番人気）
3連複票数 計5295492 的中 ��� 8324（131番人気）
3連単票数 計8758017 的中 ��� 2478（678番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―35．1―47．2―59．6―1：12．1―1：24．0―1：35．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．5―3F36．0
3 ・（12，15）（1，2，3，8）（6，4，11）（10，5，14）（16，13）（9，7） 4 ・（12，15，8，13）（1，2，3，11，7）14（6，4，16）（10，5）9

勝馬の
紹 介

ヒストリカル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2011．11．13 京都1着

2009．3．27生 牡6黒鹿 母 ブリリアントベリー 母母 クラフテイワイフ 19戦4勝 賞金 121，413，000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。
（非抽選馬） 3頭 アロマカフェ号・コスモオオゾラ号・サトノシュレン号
※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。

07048 3月8日 曇 重 （27阪神1）第4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

48 メイショウロフウ 牡5黒鹿 57
54 ▲城戸 義政松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 浦河日成牧場 482－121：10．1 7．0�

815� エイシンラナウェー 牡4栗 57 幸 英明�栄進堂 西園 正都 米 BryLynn
Farm, Inc. 484± 01：10．2	 3．4�

23 プライムグローリー 牡4黒鹿57 秋山真一郎吉田 照哉氏 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 506－ 8 〃 アタマ 14．8�
612 キタサンウンゲツ 牡4鹿 57 小牧 太�大野商事 橋口弘次郎 新ひだか 木田 祐博 504－ 61：10．3	 6．4�
11 アラタマシャトル 牡4鹿 57 四位 洋文荒木 謙次氏 浜田多実雄 日高 槇本牧場 484－ 21：10．4クビ 88．5	
59 チーフアセスメント 牡4鹿 57 M．デムーロ �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－ 21：10．5
 7．5

47 ニホンピロディール 牝4栗 55 D．バルジュー 小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 442－ 2 〃 ハナ 74．3�

（伊）

12 ハニードント 牝4栗 55 国分 恭介薪浦 亨氏 梅田 智之 安平 吉田 三郎 448－ 21：10．6
 32．0�
510 スターマイン 牡6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 492＋ 4 〃 アタマ 109．1
714 ナリタモード 牝4栗 55 藤岡 康太�オースミ 藤沢 則雄 浦河 江渡 繁治 436－ 21：10．7	 48．4�
36 メイショウユメゴゼ 牝6栃栗55 藤岡 佑介松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 462－ 41：11．12
 9．8�
24 デオヴォレンテ 牡6鹿 57 池添 謙一 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 494± 01：11．2
 4．6�
611� キクノグラード 牡6栗 57 中井 裕二菊池 五郎氏 中内田充正 浦河 惣田 英幸 B486＋ 8 〃 クビ 269．6�
35 ヤマニンアルシェ 牡7鹿 57 北村 友一土井 肇氏 田中 章博 新冠 錦岡牧場 534－ 2 〃 ハナ 97．5�
713 ハ ヤ ブ サ 牡6鹿 57

54 ▲三津谷隼人西村 憲人氏 目野 哲也 日高 ナカノファーム 472± 01：11．3
 161．5�
816 プ ロ ト コ ル 牡4栗 57 松山 弘平石瀬 浩三氏 牧 光二 日高 いとう牧場 B520－141：11．4
 23．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 66，373，800円 複勝： 104，121，200円 枠連： 48，998，600円
馬連： 266，252，100円 馬単： 90，113，600円 ワイド： 99，438，000円
3連複： 269，664，400円 3連単： 428，868，100円 計： 1，373，829，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 270円 � 160円 � 370円 枠 連（4－8） 1，280円

馬 連 �� 1，600円 馬 単 �� 3，600円

ワ イ ド �� 660円 �� 1，860円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 7，690円 3 連 単 ��� 38，650円

票 数

単勝票数 計 663738 的中 � 75824（4番人気）
複勝票数 計1041212 的中 � 93470（6番人気）� 216818（1番人気）� 60172（7番人気）
枠連票数 計 489986 的中 （4－8） 29638（5番人気）
馬連票数 計2662521 的中 �� 135960（3番人気）
馬単票数 計 901136 的中 �� 18759（10番人気）
ワイド票数 計 994380 的中 �� 40578（4番人気）�� 13260（22番人気）�� 24766（10番人気）
3連複票数 計2696644 的中 ��� 26295（23番人気）
3連単票数 計4288681 的中 ��� 8043（126番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．3―11．7―11．7―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．2―45．9―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウロフウ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Gulch デビュー 2013．1．5 京都1着

2010．4．7生 牡5黒鹿 母 ウルトラシートゥ 母母 シートゥシャイニングシー 11戦4勝 賞金 39，952，000円
〔制裁〕 ハヤブサ号の騎手三津谷隼人は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：16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） 2頭 ゲマインシャフト号・マッシヴヒーロー号
（非抽選馬） 1頭 ヤマニンメンヒル号
※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。

４レース目



（27阪神1）第4日 3月8日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 161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

223，120，000円
2，080，000円
5，280，000円
1，390，000円
20，530，000円
64，471，500円
4，186，000円
1，545，600円

勝馬投票券売得金
473，257，300円
689，096，800円
341，550，700円
1，472，390，300円
730，311，400円
663，471，900円
1，893，379，200円
3，136，718，900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 9，400，176，500円

総入場人員 15，264名 （有料入場人員 14，340名）
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