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10001 3月28日 晴 良 （27阪神2）第1日 第1競走 ��1，400�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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

611 メイショウタラチネ 牝3黒鹿54 武 豊松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 452－ 81：25．7 10．2�
47 アスタキサンチン 牝3栗 54 池添 謙一三宅 勝俊氏 松下 武士 浦河 小葉松 幸雄 B442± 01：26．23 19．7�
35 ビバリーヒルズ 牝3栗 54 A．シュタルケ 近藤 英子氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 422－ 21：26．41� 1．5�

（独）

814 マロンマロン 牝3栗 54 藤岡 康太藤田 孟司氏 松下 武士 新冠 株式会社
ノースヒルズ 450＋ 61：26．5クビ 25．2�

46 ケンブリッジアロー 牝3青鹿54 松山 弘平中西 宏彰氏 大久保龍志 新ひだか 本桐牧場 426＋ 41：26．82 22．9�
610 ソ ラ ー ナ 牝3鹿 54 浜中 俊水上ふじ子氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 424± 01：27．01� 23．6�
59 タガノトリオンフ 牝3鹿 54 藤岡 佑介八木 良司氏 平田 修 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 458＋ 61：27．31� 10．9	
34 マイティーフライ 牝3鹿 54 D．バルジュー 
ターフ・スポート高野 友和 浦河 谷川牧場 430＋ 41：27．51� 130．7�

（伊）

23 ジンダバイン 牝3黒鹿54 藤田 伸二 H.H．シェイク・モハメド 石橋 守 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 486＋141：27．7� 46．1�

712 ノーブルソニック 牝3黒鹿54 内田 博幸 
シルクレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 474＋ 2 〃 ハナ 6．6
22 エレディータ 牝3鹿 54 小牧 太 
シルクレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 462－ 81：28．12� 35．4�
713 オレンジピューレ 牝3栗 54 大野 拓弥トール＆ワイド 森田 直行 浦河 吉田 又治 444± 01：28．63 170．3�
11 メイショウメガミ 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 本巣 敦 448－ 81：28．7� 413．6�
815 キ ラ キ ラ 牝3鹿 54 川島 信二
ターフ・スポート飯田 祐史 新ひだか 三石川上牧場 476 ―1：28．8� 323．0�
58 キョウワエルフ 牝3栗 54 竹之下智昭
協和牧場 千田 輝彦 新冠 協和牧場 422± 01：29．01� 510．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 25，439，900円 複勝： 63，453，200円 枠連： 10，954，600円
馬連： 47，605，000円 馬単： 29，655，800円 ワイド： 27，317，300円
3連複： 62，774，500円 3連単： 98，053，200円 計： 365，253，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，020円 複 勝 � 160円 � 250円 � 110円 枠 連（4－6） 1，740円

馬 連 �� 5，850円 馬 単 �� 10，900円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 260円 �� 510円

3 連 複 ��� 1，930円 3 連 単 ��� 24，220円

票 数

単勝票数 計 254399 的中 � 19917（3番人気）
複勝票数 計 634532 的中 � 50389（3番人気）� 23623（6番人気）� 404378（1番人気）
枠連票数 計 109546 的中 （4－6） 4876（6番人気）
馬連票数 計 476050 的中 �� 6303（15番人気）
馬単票数 計 296558 的中 �� 2039（27番人気）
ワイド票数 計 273173 的中 �� 6206（11番人気）�� 30505（2番人気）�� 13135（4番人気）
3連複票数 計 627745 的中 ��� 24361（5番人気）
3連単票数 計 980532 的中 ��� 2935（70番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．8―35．9―48．4―1：00．8―1：12．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウタラチネ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 メイショウホムラ デビュー 2015．1．24 京都4着

2012．3．15生 牝3黒鹿 母 メイショウバトラー 母母 メイショウハゴロモ 4戦1勝 賞金 7，950，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔制裁〕 メイショウタラチネ号の騎手武豊は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番）

マイティーフライ号の騎手D．バルジューは，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：13
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。

10002 3月28日 晴 良 （27阪神2）第1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

612 ヴ ェ リ テ �3栗 56 A．シュタルケ H.H．シェイク・モハメド 荒川 義之 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 472－ 21：54．2 4．1�

（独）

11 ノースウッド 牡3鹿 56 藤岡 佑介 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 498－12 〃 クビ 2．5�

59 メイショウブユウ 牡3鹿 56 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 482＋ 61：55．26 5．6�
48 アセイラント 牡3鹿 56 国分 優作山上 和良氏 福島 信晴 新ひだか 前谷 武志 532 ―1：55．3クビ 26．5�
714 クレイヴソリッシュ 牡3鹿 56 川田 将雅 �社台レースホース浜田多実雄 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496－101：55．72� 12．9�
35 メイショウヤマザト 牡3黒鹿56 武 豊松本 好雄氏 本田 優 浦河 松栄牧場 478＋12 〃 クビ 39．0	
12 オーダシティー 牡3鹿 56 �島 良太藤田 孟司氏 角田 晃一 新冠 川上牧場 528＋ 41：55．91� 111．9

815 アウゲンパワー 牡3鹿 56 太宰 啓介槙 清孝氏 大根田裕之 浦河 高岸 順一 500＋ 21：56．53� 204．4�
816 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 486＋ 21：56．81	 7．7�
（伊）

36 ヤマニントライブ 牡3栗 56
53 ▲城戸 義政土井 肇氏 石橋 守 新冠 錦岡牧場 466－ 41：57．11	 91．7

713 ゼットマーヴェル 牡3栗 56 酒井 学�フォーレスト 宮 徹 新ひだか グランド牧場 522± 01：57．2� 295．0�
24 ユウシンガー 牡3芦 56 小林 徹弥�アイテツ 森 秀行 浦河 鎌田 正嗣 464＋ 41：57．3	 432．4�
47 サンライズフレーズ 牡3鹿 56 浜中 俊松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 452－ 81：57．62 14．1�
510 ミルクアロー 牡3黒鹿56 内田 博幸宮原 廣伸氏 庄野 靖志 新ひだか 山際牧場 510 ―1：58．45 73．4�
23 ミッキーオレゴン 牡3鹿 56 大野 拓弥野田みづき氏 高野 友和 日高 白井牧場 490 ―2：00．9大差 126．9�
611 ジェイエルフリート 牡3鹿 56 古川 吉洋橋元 幸人氏 南井 克巳 日高 ナカノファーム 522 ―2：01．0	 19．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，728，900円 複勝： 28，082，800円 枠連： 10，510，000円
馬連： 41，991，800円 馬単： 22，040，700円 ワイド： 21，730，300円
3連複： 53，002，000円 3連単： 69，615，400円 計： 266，701，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 130円 � 130円 � 150円 枠 連（1－6） 480円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 1，230円

ワ イ ド �� 220円 �� 310円 �� 300円

3 連 複 ��� 750円 3 連 単 ��� 5，030円

票 数

単勝票数 計 197289 的中 � 38112（2番人気）
複勝票数 計 280828 的中 � 56577（2番人気）� 63391（1番人気）� 40937（3番人気）
枠連票数 計 105100 的中 （1－6） 16968（1番人気）
馬連票数 計 419918 的中 �� 55551（1番人気）
馬単票数 計 220407 的中 �� 13414（2番人気）
ワイド票数 計 217303 的中 �� 26987（1番人気）�� 17008（3番人気）�� 17545（2番人気）
3連複票数 計 530020 的中 ��� 52610（1番人気）
3連単票数 計 696154 的中 ��� 10034（4番人気）

ハロンタイム 12．8―11．0―13．4―12．8―12．7―12．9―12．5―12．6―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．8―37．2―50．0―1：02．7―1：15．6―1：28．1―1：40．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴ ェ リ テ �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2014．11．24 京都8着

2012．5．24生 �3栗 母 トゥルーファンタジー 母母 Jood 10戦1勝 賞金 8，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕ミッキーオレゴン号・ジェイエルフリート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年

4月28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。

第２回 阪神競馬 第１日



10003 3月28日 晴 良 （27阪神2）第1日 第3競走 ��1，200�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
1：08．8
1：08．7

重
重

35 サンフレイム 牝3芦 54 佐藤 友則 �キャロットファーム 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 486－ 21：13．5 6．3�
（笠松）

24 サカダッシュ 牡3鹿 56 D．バルジュー 一村 哲也氏 岡田 稲男 浦河 ダイヤモンドファーム 478－ 81：13．6� 35．4�
（伊）

47 ナムラヒューマン 牡3芦 56 小牧 太奈村 信重氏 浜田多実雄 新ひだか 伊藤 和明 462± 0 〃 クビ 7．0�
612 サフランスター 牡3黒鹿56 武 豊海原 聖一氏 松元 茂樹 平取 高橋 啓 506－ 41：13．7� 7．5�
36 モズアリュール 牝3栗 54 川田 将雅 �キャピタル・システム �島 一歩 日高 目黒牧場 456－ 61：13．8クビ 5．7	
816 ダ ン ヴ ィ ル 牡3鹿 56 藤岡 佑介 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 452－ 61：14．01� 2．8

510 グランドデザイン 牝3黒鹿54 内田 博幸西村新一郎氏 村山 明 新ひだか 田原橋本牧場 448－101：14．21� 8．4�
611 シートライアル 牡3栗 56 太宰 啓介関 駿也氏 浅見 秀一 宮城 関兵牧場 468＋ 41：14．3� 366．9�
23 アニマルスピリッツ 牡3鹿 56 古川 吉洋山内 邦一氏 木原 一良 新冠 森永 聡 464＋ 61：14．62 55．0
12 スズカオパール 牝3栗 54 藤岡 康太永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 小島牧場 464＋ 21：14．8� 85．7�
713 ハードミルキー 牡3栗 56 �島 良太津田 一男氏 西橋 豊治 日高 ナカノファーム B472－ 61：15．01� 71．9�
815 シ ュ ン イ キ 牡3栗 56 川島 信二石川 博氏 川村 禎彦 浦河 宮内牧場 474＋ 21：15．1� 14．7�
59 ゼットスウィート 牝3鹿 54 池添 謙一�フォーレスト 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 470－ 61：15．41� 38．8�
48 クリノチーホー 牝3栗 54 国分 優作栗本 博晴氏 南井 克巳 日高 横井 哲 390－ 4 〃 クビ 345．6�
714 ヴィラビアンカ 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政田邉 廣己氏 田中 章博 むかわ 東振牧場 386－ 81：15．5� 225．5�
11 マヤジョワイユ 牝3鹿 54 酒井 学�まの 大橋 勇樹 浦河 市川フアーム 442－ 21：15．6� 382．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，046，500円 複勝： 26，570，400円 枠連： 13，019，300円
馬連： 42，745，800円 馬単： 24，359，100円 ワイド： 23，648，700円
3連複： 54，581，500円 3連単： 73，802，100円 計： 278，773，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 240円 � 650円 � 200円 枠 連（2－3） 2，920円

馬 連 �� 11，390円 馬 単 �� 19，310円

ワ イ ド �� 3，030円 �� 940円 �� 2，380円

3 連 複 ��� 17，530円 3 連 単 ��� 77，320円

票 数

単勝票数 計 200465 的中 � 25077（3番人気）
複勝票数 計 265704 的中 � 29648（4番人気）� 8725（8番人気）� 39083（3番人気）
枠連票数 計 130193 的中 （2－3） 3452（14番人気）
馬連票数 計 427458 的中 �� 2908（31番人気）
馬単票数 計 243591 的中 �� 946（55番人気）
ワイド票数 計 236487 的中 �� 1967（29番人気）�� 6703（12番人気）�� 2518（25番人気）
3連複票数 計 545815 的中 ��� 2335（58番人気）
3連単票数 計 738021 的中 ��� 692（252番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―12．2―12．3―12．2―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．5―35．7―48．0―1：00．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F37．8
3 ・（4，10）（5，12）2，16－（6，15）（11，9）7，3（1，8）－13，14 4 ・（4，10）（5，12）16，6（2，15）（11，9）7（1，3）8，13－14

勝馬の
紹 介

サンフレイム �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Saint Ballado デビュー 2014．6．14 阪神9着

2012．4．15生 牝3芦 母 ササファイヤー 母母 La Ice Queen 4戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 ナムラヒューマン号の騎手小牧太は，3コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番）
※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。

10004 3月28日 晴 良 （27阪神2）第1日 第4競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走11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

12 ブレーヴマン 牡3鹿 56 国分 優作栗山 良子氏 羽月 友彦 平取 北島牧場 B440－ 21：55．2 1．6�
35 パ ピ プ ペ ポ 牝3鹿 54 池添 謙一小田切有一氏 田中 章博 浦河 木村牧場 442＋ 61：55．52 106．6�
36 ビービーボヌール 牡3青鹿56 藤岡 佑介�坂東牧場 中内田充正 浦河 中神牧場 484－ 61：55．71 13．0�
713 ダンツホーネット 牡3芦 56 松山 弘平山元 哲二氏 池添 兼雄 小清水 千島北斗牧場 468－ 4 〃 アタマ 60．9�
816� エルブダムール 牡3栗 56 D．バルジュー 加藤 誠氏 中竹 和也 米 Whisper Hill

Farm LLC 492＋ 41：55．8クビ 15．8�
（伊）

714 モ ー グ リ 牡3栗 56 内田 博幸大林 一彦氏 村山 明 洞�湖 レイクヴィラファーム 548± 01：56．12 5．4	
59 ナムラジョフレ 牡3黒鹿56 藤岡 康太奈村 信重氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 428± 0 〃 ハナ 129．4

11 クリノチクバオー 牡3栗 56 酒井 学栗本 守氏 谷 潔 浦河 バンブー牧場 514－ 4 〃 ハナ 235．9�
47 プ ロ セ ッ ラ 牡3栗 56 太宰 啓介首藤 徳氏 加藤 敬二 新ひだか へいはた牧場 476± 0 〃 クビ 99．8�
510 サンライズリゾート 牡3鹿 56 武 豊松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 516 ―1：56．31	 20．3
48 コートオブアームズ 牡3鹿 56 小牧 太 �シルクレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 448－ 4 〃 アタマ 21．4�
815� ウインエアフォース 牡3黒鹿56 A．シュタルケ�ウイン 西園 正都 米 Brereton

C. Jones 504－101：56．4クビ 7．1�
（独）

612 マイネルカヴァータ 牡3栗 56 柴田 未崎 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 浦河 
川 啓一 448＋ 61：56．61� 190．7�

23 メイショウエボウシ 牡3鹿 56
53 ▲城戸 義政松本 好雄氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 508－ 41：57．02� 417．5�

24 ウォーターマグレブ 牡3鹿 56 畑端 省吾山岡 良一氏 
島 一歩 浦河 畔高牧場 B528＋101：57．53 124．4�
611 カリスマサンバゴ 牡3黒鹿56 小林 徹弥畔柳 年言氏 崎山 博樹 浦河 アイオイファーム 484－ 41：58．56 551．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，481，700円 複勝： 75，157，800円 枠連： 12，207，900円
馬連： 44，507，800円 馬単： 32，165，700円 ワイド： 24，668，900円
3連複： 55，842，900円 3連単： 103，893，800円 計： 372，926，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 1，390円 � 260円 枠 連（1－3） 930円

馬 連 �� 6，970円 馬 単 �� 8，340円

ワ イ ド �� 2，330円 �� 480円 �� 8，500円

3 連 複 ��� 19，150円 3 連 単 ��� 79，030円

票 数

単勝票数 計 244817 的中 � 122353（1番人気）
複勝票数 計 751578 的中 � 543347（1番人気）� 3623（12番人気）� 25980（4番人気）
枠連票数 計 122079 的中 （1－3） 10073（3番人気）
馬連票数 計 445078 的中 �� 4945（17番人気）
馬単票数 計 321657 的中 �� 2890（24番人気）
ワイド票数 計 246689 的中 �� 2617（20番人気）�� 14382（4番人気）�� 702（45番人気）
3連複票数 計 558429 的中 ��� 2186（46番人気）
3連単票数 計1038938 的中 ��� 953（189番人気）

ハロンタイム 12．9―11．4―13．8―13．0―12．7―12．8―12．3―12．9―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．3―38．1―51．1―1：03．8―1：16．6―1：28．9―1：41．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブレーヴマン �
�
父 バトルプラン �

�
母父 タバスコキャット デビュー 2014．12．7 阪神12着

2012．3．22生 牡3鹿 母 キャットニップ 母母 スウィートインディ 6戦1勝 賞金 8，300，000円
〔制裁〕 ダンツホーネット号の調教師池添兼雄は，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。
※ウォーターマグレブ号・コートオブアームズ号・パピプペポ号は，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。



10005 3月28日 晴 良 （27阪神2）第1日 第5競走 ��
��1，400�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
1：19．9
1：19．0

良
良

611 プルメリアスター 牝3鹿 54 大野 拓弥 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 410＋ 61：22．8 17．1�
24 ジューンロディ 牡3鹿 56 松山 弘平吉川 潤氏 今野 貞一 浦河 高昭牧場 492＋ 8 〃 ハナ 2．7�
12 ミラクルナイト 牡3芦 56 �島 良太小野 博郷氏 石橋 守 新冠 山岡ファーム 466＋ 21：23．22� 139．5�
612 シャイニーサン 牡3鹿 56 国分 優作小林 昌志氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 462± 01：23．41� 99．4�
714 メイショウカンベエ 牡3鹿 56 川島 信二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 B434－ 2 〃 ハナ 252．4�
36 キングカーティス 牡3鹿 56 内田 博幸 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小崎 憲 日高 オリオンファーム 448＋ 81：23．5� 58．9

715 プリンセスメジャー 牝3栗 54 武 豊国田 正忠氏 森田 直行 千歳 社台ファーム 438－18 〃 アタマ 3．1�
713 ルミナスギャラン 牡3芦 56 藤岡 佑介小林都美子氏 笹田 和秀 新ひだか 棚川 光男 432－ 41：23．71 182．1�
510 シ ン キ ロ ウ 牡3青鹿56 川田 将雅野田 善己氏 高橋 義忠 新冠 中村 弘昭 448＋ 41：23．8	 5．5
47 ハッピーウィルス 牡3鹿 56 藤岡 康太吉田 和美氏 高橋 康之 日高 天羽牧場 498＋221：24．01 26．1�
35 ローブディアンジェ 牝3青鹿54 浜中 俊 �シルクレーシング 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 444± 0 〃 アタマ 7．7�
59 ヴィヴィッドモズ 牡3黒鹿56 D．バルジュー 	キャピタル・システム 森 秀行 浦河 村下 明博 440＋ 21：24．21� 105．4�

（伊）

817 ノウゼンハレン 牝3鹿 54 太宰 啓介�ターフ・スポート北出 成人 浦河 岡本牧場 418＋ 21：24．41� 40．6�
816 フォースター 牡3栗 56 藤田 伸二中西 功氏 日吉 正和 厚真 大川牧場 460＋ 21：24．5� 22．4�
818 エンドオブデイズ 牡3鹿 56 四位 洋文 Him Rock Racing 高橋 康之 浦河 有限会社

松田牧場 416－ 81：24．71
 78．5�
48 ヤマカツセレーヌ 牝3栗 54 古川 吉洋山田 博康氏 松元 茂樹 日高 中原牧場 412－161：25．23 177．9�
11 � セイウンクロエ 牝3黒鹿 54

51 ▲城戸 義政西山 茂行氏 田所 秀孝 愛 Earl Haras
de Cisai 446＋ 81：25．41
 371．3�

23 サウンドステラ 牝3鹿 54 池添 謙一増田 雄一氏 高橋 康之 新冠 須崎牧場 418 ―1：25．82� 106．8�
（18頭）

売 得 金
単勝： 23，952，300円 複勝： 28，030，300円 枠連： 12，802，900円
馬連： 49，502，600円 馬単： 25，589，900円 ワイド： 26，595，000円
3連複： 58，381，300円 3連単： 85，424，300円 計： 310，278，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，710円 複 勝 � 340円 � 160円 � 3，490円 枠 連（2－6） 2，430円

馬 連 �� 1，710円 馬 単 �� 5，000円

ワ イ ド �� 670円 �� 21，820円 �� 4，960円

3 連 複 ��� 52，000円 3 連 単 ��� 300，640円

票 数

単勝票数 計 239523 的中 � 11170（5番人気）
複勝票数 計 280303 的中 � 19847（5番人気）� 64495（1番人気）� 1520（16番人気）
枠連票数 計 128029 的中 （2－6） 4074（10番人気）
馬連票数 計 495026 的中 �� 22419（6番人気）
馬単票数 計 255899 的中 �� 3833（19番人気）
ワイド票数 計 265950 的中 �� 10940（7番人気）�� 301（87番人気）�� 1340（39番人気）
3連複票数 計 583813 的中 ��� 842（107番人気）
3連単票数 計 854243 的中 ��� 206（611番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．6―34．9―46．8―58．4―1：10．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F36．0
3 ・（5，15）（10，16）（1，4，11）（2，6，9）－（13，18，17）8，12（7，14）－3 4 ・（5，15）（10，16）4，11（2，9）（1，6）（13，17）12（8，14，18）－7－3

勝馬の
紹 介

プルメリアスター �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 American Post デビュー 2014．8．9 新潟5着

2012．1．29生 牝3鹿 母 リ リ サ イ ド 母母 Miller’s Lily 5戦1勝 賞金 6，700，000円
〔制裁〕 ルミナスギャラン号の騎手藤岡佑介は，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50，000円。（被害馬：6番・

9番・17番）
※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。
（非抽選馬） 5頭 インシグニスブルー号・クリノテンホー号・テルメディカラカラ号・パイアタウン号・ヤマイチサクラ号
※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。

10006 3月28日 晴 良 （27阪神2）第1日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走12時55分 （芝・右）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．1
1：06．5

良
良

67 スノーエンジェル 牝3芦 54 松山 弘平三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 458＋ 81：09．8 4．9�
11 トウショウピスト 牡3鹿 56 池添 謙一トウショウ産業� 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 484＋ 4 〃 アタマ 6．4�
812 ウインソワレ 牝3鹿 54 武 豊�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 454± 0 〃 クビ 9．9�
22 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± 01：09．9クビ 5．5�

（伊）

56 スマートカルロス 牡3鹿 56 四位 洋文大川 徹氏 浅見 秀一 日高 豊洋牧場 458－ 6 〃 クビ 52．6�
44 カレンローザネーラ 牝3鹿 54 大野 拓弥鈴木 隆司氏 安田 隆行 日高 高柳 隆男 466＋ 41：10．0クビ 28．8	
33 アグネスユーリヤ 牡3鹿 56 A．シュタルケ 渡辺公美子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 470± 0 〃 クビ 4．7


（独）

68 ポルボローネ 牝3栗 54 藤岡 康太小林都美子氏 作田 誠二 新冠 岩見牧場 432＋141：10．1� 29．9�
79 	 タイセイスウォード 牡3芦 56 内田 博幸田中 成奉氏 森田 直行 むかわ 上水牧場 460－ 61：10．2
 113．7�
55 タマモイヤリング 牝3黒鹿54 浜中 俊タマモ� 角田 晃一 日高 スマイルファーム 450＋ 21：10．4
 19．0
710 マルヨバクシン 牝3栗 54 藤岡 佑介野村 春行氏 牧田 和弥 日高 前野牧場 482＋ 21：10．82� 5．5�
811 グランジゲレイロ 牡3青鹿56 藤田 伸二 �ローレルレーシング 昆 貢 新冠 村田牧場 466－ 21：11．11
 13．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 26，453，400円 複勝： 43，017，600円 枠連： 12，062，500円
馬連： 58，020，600円 馬単： 28，329，800円 ワイド： 31，099，000円
3連複： 69，922，200円 3連単： 98，367，100円 計： 367，272，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 190円 � 200円 � 240円 枠 連（1－6） 1，900円

馬 連 �� 2，030円 馬 単 �� 3，630円

ワ イ ド �� 850円 �� 1，460円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 8，950円 3 連 単 ��� 36，460円

票 数

単勝票数 計 264534 的中 � 42947（2番人気）
複勝票数 計 430176 的中 � 62365（2番人気）� 58166（4番人気）� 43778（6番人気）
枠連票数 計 120625 的中 （1－6） 4897（13番人気）
馬連票数 計 580206 的中 �� 22090（8番人気）
馬単票数 計 283298 的中 �� 5852（15番人気）
ワイド票数 計 310990 的中 �� 9637（11番人気）�� 5374（18番人気）�� 6521（14番人気）
3連複票数 計 699222 的中 ��� 5855（36番人気）
3連単票数 計 983671 的中 ��� 1956（121番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．3―11．7―11．9―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．3―46．0―57．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F35．5
3 ・（4，11）8（1，10，12）（2，5，7）3，9，6 4 4，11，8（1，12）10（2，5，7）（6，3，9）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

スノーエンジェル �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．8．3 小倉1着

2012．4．1生 牝3芦 母 サイレントプレアー 母母 ジェントルスピリット 3戦2勝 賞金 21，790，000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。



10007 3月28日 晴 良 （27阪神2）第1日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時25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
1：08．8
1：08．7

重
重

22 タガノビーンズ 牝4鹿 55 藤岡 佑介八木 秀之氏 西橋 豊治 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 428＋ 61：12．7 42．8�

713 テーオーレイチェル 牝5芦 55 川田 将雅小笹 公也氏 岡田 稲男 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム B442－ 21：12．91� 5．5�

610 コウエイテンペスタ 牝4黒鹿55 酒井 学伊東 政清氏 湯窪 幸雄 新冠 オリエント牧場 498－ 2 〃 クビ 15．0�
47 イ イ チ ョ 牝4黒鹿55 藤岡 康太幅田 京子氏 庄野 靖志 浦河 岡本牧場 434－ 81：13．11� 94．4�
35 エ ゴ イ ス ト 牝4鹿 55 国分 優作田端 修氏 加用 正 日高 タバタファーム 482＋ 2 〃 クビ 8．2�
59 ボストンビリーヴ 牝5栗 55

52 ▲城戸 義政ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 470－ 41：13．2クビ 7．6	
611 チェリーミルズ 牝5鹿 55 松山 弘平 H.H．シェイク・モハメド 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478＋ 41：13．41 6．1

815� エリモフローラ 牝5黒鹿55 太宰 啓介山本三津子氏 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント 482－ 41：13．61� 140．8�
58 ナリタメロディ 牝4青鹿55 古川 吉洋�オースミ 木原 一良 日高 白井牧場 430－ 41：13．7� 83．8�
814 ア ヴ ァ ー ル 牝4栗 55 内田 博幸前原 敏行氏 牧浦 充徳 日高 チャンピオン

ズファーム 450＋ 8 〃 クビ 11．0
34 ブルーヴァルキリー 牝4栗 55 D．バルジュー �ブルーマネジメント鈴木 孝志 浦河 大島牧場 440－ 4 〃 ハナ 28．4�

（伊）

23 タガノレオーネ 牝5鹿 55 池添 謙一八木 良司氏 池添 学 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 494－ 21：13．8クビ 12．4�

46 レッドレイチェル 牝4鹿 55 浜中 俊 �東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム 456± 0 〃 ハナ 4．7�
11 � ブロンズテーラー 牝4青鹿55 中井 裕二中西 浩一氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド 438－11 〃 クビ 52．4�
712 シャインプレイン 牝4栗 55 小牧 太�ノースヒルズ 大竹 正博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 506－ 41：14．33 10．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 21，938，500円 複勝： 32，490，500円 枠連： 15，716，500円
馬連： 55，431，500円 馬単： 25，701，300円 ワイド： 29，174，200円
3連複： 67，544，900円 3連単： 86，514，100円 計： 334，511，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，280円 複 勝 � 910円 � 210円 � 420円 枠 連（2－7） 1，740円

馬 連 �� 17，700円 馬 単 �� 38，940円

ワ イ ド �� 4，830円 �� 5，790円 �� 2，200円

3 連 複 ��� 50，100円 3 連 単 ��� 326，680円

票 数

単勝票数 計 219385 的中 � 4096（11番人気）
複勝票数 計 324905 的中 � 7930（11番人気）� 48628（2番人気）� 19066（8番人気）
枠連票数 計 157165 的中 （2－7） 6984（8番人気）
馬連票数 計 554315 的中 �� 2426（50番人気）
馬単票数 計 257013 的中 �� 495（110番人気）
ワイド票数 計 291742 的中 �� 1549（50番人気）�� 1289（54番人気）�� 3466（30番人気）
3連複票数 計 675449 的中 ��� 1011（146番人気）
3連単票数 計 865141 的中 ��� 192（952番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．7―12．0―12．4―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．9―46．9―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノビーンズ �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2013．11．30 阪神3着

2011．1．13生 牝4鹿 母 ライアメロディー 母母 ランバダレディ 9戦2勝 賞金 15，900，000円
〔制裁〕 ブルーヴァルキリー号の騎手D．バルジューは，4コーナー手前で外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：15

番・9番）
※シャインプレイン号は，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。

10008 3月28日 晴 良 （27阪神2）第1日 第8競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走13時55分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

67 ネオヴァリアント 牡4鹿 57 松山 弘平小林 仁幸氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム 488＋ 41：53．4 10．3�
11 サダムダイジョウブ 牡5青 57 川田 将雅大西 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 498＋ 41：53．71� 2．0�
55 タマモセナター 牡4栗 57 D．バルジュータマモ� 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 B478－ 2 〃 アタマ 4．8�

（伊）

22 メイショウキトラ 牡4栗 57 浜中 俊松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 磯野牧場 480＋ 6 〃 クビ 8．0�
811 コウユーアンドレ 牡5鹿 57 太宰 啓介加治屋貞光氏 大根田裕之 新ひだか 藤原牧場 468± 01：53．8� 21．3�
810 ニホンピロバロン 牡5栗 57 柴田 未崎小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 486＋ 21：54．01 36．0	
66 ブレイクアウト 牡4青鹿 57

54 ▲城戸 義政安原 浩司氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 474± 01：54．1	 10．0

78 ゼンノスサノヲ 牡4栗 57 藤岡 佑介大迫久美子氏 日吉 正和 新冠 村上 欽哉 484－ 41：54．31
 17．7�
33 ナムライットウセイ 牡5黒鹿57 A．シュタルケ 奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 476－ 21：54．62 34．3�

（独）

44 � ウイングパラダイス 牝4鹿 55 小林 徹弥池田 實氏 目野 哲也 新ひだか フジワラフアーム 460＋ 21：55．02	 185．6
79 ノブオズボーン 牡5鹿 57 藤田 伸二前田 亘輝氏 昆 貢 新ひだか 飯岡牧場 568± 01：56．49 15．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 23，765，900円 複勝： 36，097，800円 枠連： 13，904，500円
馬連： 55，368，500円 馬単： 34，416，700円 ワイド： 27，715，100円
3連複： 67，493，000円 3連単： 131，774，500円 計： 390，536，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，030円 複 勝 � 180円 � 110円 � 150円 枠 連（1－6） 750円

馬 連 �� 1，820円 馬 単 �� 3，770円

ワ イ ド �� 500円 �� 890円 �� 250円

3 連 複 ��� 2，050円 3 連 単 ��� 17，670円

票 数

単勝票数 計 237659 的中 � 18363（5番人気）
複勝票数 計 360978 的中 � 35449（4番人気）� 137140（1番人気）� 51317（2番人気）
枠連票数 計 139045 的中 （1－6） 14344（4番人気）
馬連票数 計 553685 的中 �� 23575（6番人気）
馬単票数 計 344167 的中 �� 6832（12番人気）
ワイド票数 計 277151 的中 �� 13391（4番人気）�� 7031（12番人気）�� 33005（1番人気）
3連複票数 計 674930 的中 ��� 24580（4番人気）
3連単票数 計1317745 的中 ��� 5404（51番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―13．3―12．5―12．6―12．7―12．4―12．5―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．2―37．5―50．0―1：02．6―1：15．3―1：27．7―1：40．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ネオヴァリアント �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2013．10．19 京都2着

2011．4．27生 牡4鹿 母 ネオベローナ 母母 オレンジジェラート 12戦2勝 賞金 16，720，000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。



10009 3月28日 晴 良 （27阪神2）第1日 第9競走 ��1，800�
く ん し ら ん

君 子 蘭 賞
発走14時25分 （芝・右・外）

牝，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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：43．9

良
良

68 シングウィズジョイ 牝3青鹿54 内田 博幸 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム 456－ 21：48．7 3．5�
11 マキシマムドパリ 牝3芦 54 武 豊 �グリーンファーム松元 茂樹 千歳 社台ファーム 450－ 41：48．8� 3．3�
44 ナ ム ラ ア ン 牝3黒鹿54 A．シュタルケ 奈村 睦弘氏 福島 信晴 様似 猿倉牧場 462＋ 4 〃 ハナ 4．2�

（独）

33 ウインアキレア 牝3鹿 54 D．バルジュー �ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 454＋ 61：49．01� 12．4�
（伊）

56 コルボノワール 牝3青鹿54 四位 洋文�ラ・メール 小崎 憲 日高 三城牧場 444－ 21：49．31� 34．8	
812 エアルシアン 牝3鹿 54 池添 謙一 �ラッキーフィールド笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 436± 0 〃 ハナ 4．0

79 ヤマニンナジャーハ 牝3黒鹿54 藤岡 佑介土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 420± 0 〃 クビ 59．8�
22 ニューエディション 牝3黒鹿54 浜中 俊 H.H．シェイク・モハメド 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 434－201：49．61� 44．5�
710� 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 456－ 4 〃 クビ 286．7

（笠松） （笠松）

67 アローシルバー 牝3栗 54 藤田 伸二佐々木孝之氏 高橋 康之 日高 下河辺牧場 460－ 6 〃 ハナ 132．6�
55 ダイワプロパー 牝3栗 54 松山 弘平大城 敬三氏 松田 国英 新ひだか フジワラフアーム 482＋121：49．7� 38．4�
811 デンタルキューティ 牝3青 54 国分 優作安田 光則氏 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 440－ 61：51．6大差 175．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 37，953，700円 複勝： 46，089，500円 枠連： 15，309，400円
馬連： 86，463，500円 馬単： 44，388，000円 ワイド： 38，422，700円
3連複： 101，985，100円 3連単： 184，786，000円 計： 555，397，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 110円 � 110円 � 120円 枠 連（1－6） 540円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 1，110円

ワ イ ド �� 190円 �� 280円 �� 250円

3 連 複 ��� 610円 3 連 単 ��� 3，440円

票 数

単勝票数 計 379537 的中 � 86203（2番人気）
複勝票数 計 460895 的中 � 104555（2番人気）� 115554（1番人気）� 86379（3番人気）
枠連票数 計 153094 的中 （1－6） 21625（1番人気）
馬連票数 計 864635 的中 �� 124322（1番人気）
馬単票数 計 443880 的中 �� 29770（2番人気）
ワイド票数 計 384227 的中 �� 57823（1番人気）�� 31582（4番人気）�� 37849（2番人気）
3連複票数 計1019851 的中 ��� 124941（1番人気）
3連単票数 計1847860 的中 ��� 38906（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．0―35．7―48．2―1：01．0―1：13．7―1：25．4―1：36．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シングウィズジョイ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2014．7．6 中京2着

2012．2．25生 牝3青鹿 母 シングライクバード 母母 シングライクトーク 7戦2勝 賞金 25，610，000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。

10010 3月28日 晴 良 （27阪神2）第1日 第10競走 ��
��2，000�

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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
2：01．0
2：01．0

不良
不良

611� ダイヤノゲンセキ 	7黒鹿57 太宰 啓介 �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 520－ 62：04．3 130．6�
510 キャニオンバレー 牝5青鹿55 武 豊松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 B504± 0 〃 クビ 15．6�
59 キープインタッチ 牡5鹿 57 浜中 俊村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 498－ 82：04．51
 3．1�
714 テイエムダイパワー 牡5栗 57 古川 吉洋竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 多田 善弘 490＋ 42：04．71 3．2�
11 シュテルングランツ 牡4黒鹿57 D．バルジュー �グリーンファーム須貝 尚介 千歳 社台ファーム 486＋ 22：05．01� 41．2	

（伊）

815 ナンヨーマーク 牡4青鹿57 小牧 太中村 德也氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 516－ 2 〃 クビ 11．3

23 サンライズスマート 牡6鹿 57 A．シュタルケ 松岡 隆雄氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 484＋ 6 〃 ハナ 33．2�

（独）

48 ハギノタイクーン 牡6鹿 57 内田 博幸日隈 良江氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 536＋ 22：05．1� 21．1�
35 ハ ス ラ ー 牡7黒鹿57 大野 拓弥水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 530＋ 42：05．3� 24．0
713 クラージュドール 牡5鹿 57 川田 将雅 �社台レースホース池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506＋182：05．4� 4．5�
24 アーバンレジェンド 牝5栗 55 松山 弘平吉田 照哉氏 松田 博資 千歳 社台ファーム 468＋ 82：05．5� 62．7�
47 � シンワウォッカ 牝6鹿 55 佐藤 友則ロイヤルパーク 西村 真幸 むかわ 安田 幸子 466－182：05．6クビ 80．7�

（笠松）

816 ノボリドリーム 牡6鹿 57 藤岡 康太原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 462－ 4 〃 ハナ 55．7�
12 レッドサクセサー 牡5青鹿57 酒井 学 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 平取 坂東牧場 538－ 42：05．92 46．6�
36 アサクサショパン 牡7黒鹿57 四位 洋文田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 482－ 82：06．1� 211．4�
612 ア ロ ヒ ラ ニ 牡6黒鹿57 藤岡 佑介 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム B450± 02：07．16 38．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，852，600円 複勝： 53，526，700円 枠連： 36，129，900円
馬連： 126，502，500円 馬単： 57，283，400円 ワイド： 51，919，600円
3連複： 154，139，500円 3連単： 221，938，500円 計： 740，292，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 13，060円 複 勝 � 1，640円 � 390円 � 150円 枠 連（5－6） 4，530円

馬 連 �� 77，440円 馬 単 �� 189，260円

ワ イ ド �� 16，800円 �� 4，600円 �� 810円

3 連 複 ��� 57，650円 3 連 単 ��� 576，720円

票 数

単勝票数 計 388526 的中 � 2379（15番人気）
複勝票数 計 535267 的中 � 6237（15番人気）� 30588（5番人気）� 131437（1番人気）
枠連票数 計 361299 的中 （5－6） 6171（15番人気）
馬連票数 計1265025 的中 �� 1266（88番人気）
馬単票数 計 572834 的中 �� 227（181番人気）
ワイド票数 計 519196 的中 �� 769（90番人気）�� 2845（45番人気）�� 17523（4番人気）
3連複票数 計1541395 的中 ��� 2005（131番人気）
3連単票数 計2219385 的中 ��� 279（1047番人気）

ハロンタイム 12．4―11．5―11．8―13．7―12．8―12．5―12．3―12．3―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．9―35．7―49．4―1：02．2―1：14．7―1：27．0―1：39．3―1：51．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ダイヤノゲンセキ �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 ア サ テ ィ ス

2008．2．3生 	7黒鹿 母 オ ト メ ザ 母母 オープニングクィン 30戦4勝 賞金 88，573，000円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 シンワウォッカ号の騎手佐藤友則は，1コーナー手前での御法（前の馬に接触した）について戒告。（被害馬：8番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ナムララオウ号・ラローザブル号
※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。



10011 3月28日 晴 良 （27阪神2）第1日 第11競走 ��
��1，800�第62回毎 日 杯（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・右・外）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金1，800万
円以上の馬1�増，�：馬齢重量，重賞競走1着馬1�増

毎日新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 37，000，000円 15，000，000円 9，300，000円 5，600，000円 3，700，000円
付 加 賞 546，000円 156，000円 78，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：43．9

良
良

59 ミュゼエイリアン 牡3鹿 56 川田 将雅髙橋 仁氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 476－ 41：47．2 14．0�
58 ダノンリバティ 牡3鹿 56 武 豊�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 506－ 4 〃 ハナ 7．0�
815 アンビシャス 牡3黒鹿56 松山 弘平近藤 英子氏 音無 秀孝 浦河 辻 牧場 464± 01：47．3	 3．6�
611 アルバートドック 牡3鹿 56 藤岡 康太�G1レーシング 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474－ 4 〃 アタマ 12．5�
610 シュヴァルグラン 牡3栗 56 内田 博幸佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 470－ 81：47．51
 16．4�
22 グリュイエール 牡3芦 56 A．シュタルケ 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 468－ 2 〃 クビ 12．4	

（独）

11 ペガサスボス 牡3黒鹿56 藤岡 佑介
天羽牧場 矢作 芳人 日高 天羽牧場 496－161：47．6	 55．4�
23 マサハヤドリーム 牡3鹿 56 酒井 学中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 454－ 6 〃 ハナ 28．4�
35 ロードフェリーチェ 牡3鹿 56 四位 洋文 �ロードホースクラブ 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム 434－ 21：47．7	 17．1
47 ソールインパクト 牡3芦 56 浜中 俊窪田 康志氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482± 0 〃 クビ 20．3�
814 ジ ュ ヒ ョ ウ 牡3黒鹿56 D．バルジュー �グリーンファーム高野 友和 千歳 社台ファーム 408－ 41：47．91
 86．5�

（伊）

34 ナ ヴ ィ オ ン 牡3鹿 56 藤田 伸二橋口 博氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 452－ 8 〃 クビ 9．2�
46 テイエムクロタカ 牡3青鹿56 国分 優作竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 多田 善弘 470－ 41：48．0クビ 205．2�
712 ルナプロスペクター 牡3鹿 56 大野 拓弥 
サンデーレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 442－ 61：48．63	 21．4�
713 アッシュゴールド 牡3栗 56 池添 謙一 
社台レースホース池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438－ 21：48．81
 4．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 117，891，000円 複勝： 199，089，900円 枠連： 79，245，600円
馬連： 395，981，000円 馬単： 160，039，500円 ワイド： 170，138，100円
3連複： 562，959，900円 3連単： 839，358，100円 計： 2，524，703，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，400円 複 勝 � 330円 � 240円 � 150円 枠 連（5－5） 5，670円

馬 連 �� 5，690円 馬 単 �� 12，300円

ワ イ ド �� 1，670円 �� 940円 �� 650円

3 連 複 ��� 6，280円 3 連 単 ��� 50，680円

票 数

単勝票数 計1178910 的中 � 67221（7番人気）
複勝票数 計1990899 的中 � 126474（6番人気）� 196899（3番人気）� 434589（1番人気）
枠連票数 計 792456 的中 （5－5） 10815（21番人気）
馬連票数 計3959810 的中 �� 53912（23番人気）
馬単票数 計1600395 的中 �� 9756（44番人気）
ワイド票数 計1701381 的中 �� 25305（18番人気）�� 46704（8番人気）�� 69248（2番人気）
3連複票数 計5629599 的中 ��� 67167（12番人気）
3連単票数 計8393581 的中 ��� 12006（143番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．3―35．9―48．2―1：00．5―1：12．5―1：23．8―1：35．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミュゼエイリアン �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2014．7．19 福島1着

2012．2．1生 牡3鹿 母 エールスタンス 母母 エリンバード 6戦2勝 賞金 57，177，000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。

10012 3月28日 晴 良 （27阪神2）第1日 第12競走 ��
��1，600�サラブレッド系4歳以上

発走16時10分 （芝・右・外）
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
1：32．0
1：30．7

良
良

11 カバーストーリー 牡4栗 57 浜中 俊前田 晋二氏 清水 久詞 新ひだか 土居 忠吉 478＋ 41：35．0 4．1�
35 � サウンドデューク 牡5栗 57 武 豊増田 雄一氏 安達 昭夫 愛 Round

Hill Stud 478＋ 4 〃 クビ 7．8�
48 カシノピカチュウ 牡5鹿 57 川田 将雅柏木 務氏 牧田 和弥 浦河 丸幸小林牧場 488－ 41：35．1	 5．5�
24 
 ホッコーアムール 牝5青 55 藤岡 佑介矢部 道晃氏 飯田 祐史 日高 川端 正博 448＋ 21：35．2クビ 16．1�
510 サンセットスカイ 牡5栗 57 藤岡 康太前田 晋二氏 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 488± 0 〃 クビ 61．0�
59 ラテラルアーク 牡4栗 57 四位 洋文 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 新ひだか カントリー牧場 484－ 2 〃 アタマ 4．5	
713 ダンツクロノス 牡5鹿 57 古川 吉洋山元 哲二氏 山内 研二 新冠 細川農場 510－ 21：35．52 12．1

816 マイティースコール 牡7栗 57 �島 良太小川 勲氏 宮 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470＋ 41：35．6� 271．2�
815 シルクキングリー 牡6鹿 57 大野 拓弥 �シルクレーシング 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 490－ 61：35．7� 74．2
12 
 ネオアレクサンドラ 牝6鹿 55 松山 弘平小林 仁幸氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 490－ 8 〃 ハナ 159．0�
36 � エイシンソルティー 牝4芦 55 内田 博幸�栄進堂 西園 正都 米 Redmon

Farm, LLC 480± 0 〃 ハナ 54．7�
612 カレンバッドボーイ 牡5鹿 57 小牧 太鈴木 隆司氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 486－ 4 〃 アタマ 8．9�
23 
 メイショウオトコギ 6栗 57 太宰 啓介松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 太陽牧場 480－121：35．8� 43．0�
714 バ ン ザ イ 牡6栗 57 D．バルジュー 幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 510－ 41：36．01� 9．8�

（伊）

611 イ デ ア 牡7鹿 57 国分 優作畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 494－ 61：36．1クビ 114．9�
47 キンシノキセキ 牡4鹿 57 池添 謙一若草クラブ 浅見 秀一 新冠 パカパカ

ファーム 494± 01：36．31� 32．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 41，809，900円 複勝： 58，519，900円 枠連： 28，613，300円
馬連： 147，920，800円 馬単： 50，954，000円 ワイド： 53，901，900円
3連複： 146，290，400円 3連単： 222，791，600円 計： 750，801，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 160円 � 260円 � 190円 枠 連（1－3） 1，380円

馬 連 �� 1，940円 馬 単 �� 3，090円

ワ イ ド �� 700円 �� 410円 �� 760円

3 連 複 ��� 3，210円 3 連 単 ��� 14，620円

票 数

単勝票数 計 418099 的中 � 81256（1番人気）
複勝票数 計 585199 的中 � 106060（1番人気）� 50531（6番人気）� 80850（3番人気）
枠連票数 計 286133 的中 （1－3） 16024（7番人気）
馬連票数 計1479208 的中 �� 62583（4番人気）
馬単票数 計 509540 的中 �� 12342（7番人気）
ワイド票数 計 539019 的中 �� 19061（5番人気）�� 35987（2番人気）�� 17469（6番人気）
3連複票数 計1462904 的中 ��� 34116（4番人気）
3連単票数 計2227916 的中 ��� 11042（18番人気）

ハロンタイム 12．9―11．1―12．2―12．0―11．8―11．7―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．0―36．2―48．2―1：00．0―1：11．7―1：23．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F35．0
3 14，16（1，7）15（3，6）－（2，8）（4，13）5，12（9，10）11 4 ・（14，16）7（1，15）（3，6）8（2，13）4（5，12）9（10，11）

勝馬の
紹 介

カバーストーリー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2013．7．27 新潟3着

2011．2．7生 牡4栗 母 エンブレイス 母母 ペシェミョン 19戦3勝 賞金 40，818，000円
※マイティースコール号は，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。



（27阪神2）第1日 3月28日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 178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

234，140，000円
8，120，000円
1，640，000円
21，390，000円
71，039，500円
4，883，000円
1，708，800円

勝馬投票券売得金
422，314，300円
690，126，400円
260，476，400円
1，152，041，400円
534，923，900円
526，330，800円
1，454，917，200円
2，216，318，700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 7，257，449，100円

総入場人員 15，982名 （有料入場人員 15，144名）
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