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07037 3月6日 晴 良 （28阪神1）第4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

33 シルバーポジー 牝3芦 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 496－101：56．1 1．9�
711 ディアスプマンテ 牝3栗 54 A．シュタルケ �グリーンファーム荒川 義之 千歳 社台ファーム 440－121：56．31� 3．4�

（独）

11 レディーゴー 牝3鹿 54 F．ヴェロン髙岡 義雄氏 矢野 英一 浦河 赤田牧場 B480－ 6 〃 アタマ 6．5�
（仏）

69 タイセイフラム 牝3鹿 54 酒井 学田中 成奉氏 松下 武士 新ひだか 友田牧場 B426＋ 4 〃 ハナ 8．4�
58 ホッコーパフューム 牝3鹿 54 国分 優作矢部 道晃氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 460± 01：56．4クビ 111．0	
814 リベリーターン 牝3鹿 54 和田 竜二�バンブー牧場 佐藤 正雄 浦河 バンブー牧場 482＋101：56．5� 21．2

22 フ ラ ッ ク ス 牝3栗 54 田中 健山本 堅治氏 服部 利之 新冠 松浦牧場 408－ 21：56．6� 41．2�
46 キタイチサクラ 牝3栗 54

51 ▲坂井 瑠星小関 昭次氏 矢作 芳人 新冠 村上 欽哉 454－ 4 〃 アタマ 15．5�
45 パープルミラクル 牝3黒鹿 54

52 △義 英真中野 銀十氏 福島 信晴 新ひだか 竹内 良一 406＋ 4 〃 アタマ 51．1
610 スラムダンス 牝3鹿 54 国分 恭介山口 敦広氏 松下 武士 新冠 柏木 一則 448－ 81：56．81 144．0�
34 ローザビアンカ 牝3栗 54 太宰 啓介新木 鈴子氏 高橋 亮 浦河 ヒダカフアーム 432－ 81：57．01� 393．5�
712 プリマーベル 牝3鹿 54 川島 信二飯田 正剛氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 432＋ 21：57．31� 144．7�
57 ブ ル ハ 牝3鹿 54 高倉 稜前田 葉子氏 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 378－ 21：57．61� 138．6�
813 モズフェローズ 牝3黒鹿54 北村 友一 �キャピタル・システム 中尾 秀正 日高 目黒牧場 484－ 62：00．1大差 318．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 21，647，400円 複勝： 28，896，800円 枠連： 11，507，700円
馬連： 47，638，000円 馬単： 26，986，600円 ワイド： 28，327，200円
3連複： 67，098，500円 3連単： 94，053，200円 計： 326，155，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 110円 � 150円 枠 連（3－7） 280円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 660円

ワ イ ド �� 170円 �� 310円 �� 330円

3 連 複 ��� 690円 3 連 単 ��� 2，230円

票 数

単勝票数 計 216474 的中 � 86640（1番人気）
複勝票数 計 288968 的中 � 71450（2番人気）� 80444（1番人気）� 36309（3番人気）
枠連票数 計 115077 的中 （3－7） 31250（1番人気）
馬連票数 計 476380 的中 �� 104232（1番人気）
馬単票数 計 269866 的中 �� 30641（1番人気）
ワイド票数 計 283272 的中 �� 51069（1番人気）�� 20823（2番人気）�� 19022（4番人気）
3連複票数 計 670985 的中 ��� 72527（1番人気）
3連単票数 計 940532 的中 ��� 30457（1番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―14．0―13．4―13．6―12．8―12．4―12．7―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．4―38．4―51．8―1：05．4―1：18．2―1：30．6―1：43．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シルバーポジー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．2．14 京都6着

2013．2．14生 牝3芦 母 ビーポジティブ 母母 フェアリードール 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10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。

07038 3月6日 晴 良 （28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
1：08．8
1：08．7

重
重

510� ジーブレイズ 牡3芦 56 福永 祐一ライオンレースホース� 矢作 芳人 米 Castleton Lyons
& Kilboy Estate 482＋ 21：12．4 1．7�

611 ロマンチスト 牡3栗 56 F．ヴェロン窪田 康志氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 524－ 41：12．93 63．5�
（仏）

11 � エイシンピカデリー 牝3栗 54 藤岡 佑介平井 克彦氏 藤岡 健一 米
The Robert
and Beverly
Lewis Trust

454± 01：13．43 3．8�
24 サンデリアーナ 牝3鹿 54 国分 優作海谷 幸司氏 高橋 義博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 510－121：13．5クビ 162．1�
35 カネトシボヌール 牡3鹿 56 国分 恭介兼松 昌男氏 五十嵐忠男 浦河 高昭牧場 444± 01：13．6� 28．2�
47 グランジュテ 牝3栗 54 A．シュタルケ	日進牧場 田中 章博 浦河 日進牧場 436－ 6 〃 クビ 7．3


（独）

59 グ ロ ー リ ア 牝3黒鹿54 古川 吉洋長谷川守正氏 的場 均 新冠 有限会社 大
作ステーブル 450－ 81：13．91	 448．6�

23 オーミポルカ 牝3鹿 54 北村 友一岩﨑 僖澄氏 作田 誠二 新冠 松木 加代 470－ 41：14．0� 16．6�
36 スープレックス 
3鹿 56

54 △義 英真藤井聡一郎氏 崎山 博樹 日高 日高大洋牧場 424± 01：14．1	 236．6
714 ファイナルレーサー 牡3青鹿56 池添 謙一市川義美ホール

ディングス� 高橋 亮 千歳 社台ファーム 494－ 61：14．31� 32．5�
12 メイショウヨイチ 牡3鹿 56 太宰 啓介松本 好雄氏 坂口 正則 浦河 �川フアーム 480± 01：14．51� 283．2�
48 ニホンピロスマート 牡3栗 56 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 466＋ 81：15．35 21．3�
815 イチザアイバー 牝3芦 54 佐藤 友則奈良﨑孝一郎氏 坪 憲章 新ひだか 荒谷 輝和 408－ 81：15．4	 999．9�

（笠松）

612 タガノフォルトゥナ 牡3鹿 56 松若 風馬八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 468＋ 41：16．03� 14．5�

816 レーヌユニヴェール 牝3鹿 54 和田 竜二田中 純一氏 本間 忍 浦河 杵臼牧場 438± 01：16．1� 120．5�
713 ユ メ ミ グ サ 牡3栗 56 小牧 太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 河内 洋 新ひだか 岡田スタツド 506＋ 81：22．4大差 92．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，430，800円 複勝： 101，843，100円 枠連： 15，060，600円
馬連： 57，456，700円 馬単： 37，583，600円 ワイド： 35，784，200円
3連複： 82，971，600円 3連単： 131，464，900円 計： 490，595，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 610円 � 130円 枠 連（5－6） 840円

馬 連 �� 4，080円 馬 単 �� 4，850円

ワ イ ド �� 1，410円 �� 190円 �� 2，680円

3 連 複 ��� 4，380円 3 連 単 ��� 20，640円

票 数

単勝票数 計 284308 的中 � 127300（1番人気）
複勝票数 計1018431 的中 � 742635（1番人気）� 9119（9番人気）� 85195（2番人気）
枠連票数 計 150606 的中 （5－6） 13827（3番人気）
馬連票数 計 574567 的中 �� 10898（11番人気）
馬単票数 計 375836 的中 �� 5806（15番人気）
ワイド票数 計 357842 的中 �� 5548（16番人気）�� 61204（1番人気）�� 2858（25番人気）
3連複票数 計 829716 的中 ��� 14200（13番人気）
3連単票数 計1314649 的中 ��� 4617（55番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―11．9―12．1―12．3―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．8―35．7―47．8―1：00．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ジーブレイズ �
�
父 Tapit �

�
母父 Kingmambo デビュー 2016．1．23 中山5着

2013．5．4生 牡3芦 母 Miss Mambo 母母 Troika 3戦1勝 賞金 6，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ユメミグサ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年4月6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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 バサラ号
※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。

第１回 阪神競馬 第４日



07039 3月6日 晴 良 （28阪神1）第4日 第3競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走11時00分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

47 メイショウフレイヤ 牝3栗 54
52 △義 英真松本 好雄氏 飯田 祐史 様似 中脇 一幸 456＋ 21：25．7 6．8�

48 ドンボラーレ 牡3栗 56 藤懸 貴志山田 貢一氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 444± 01：25．8� 2．5�
12 オリエンタルローズ 牝3鹿 54 田中 健山口多賀司氏 福島 信晴 浦河 東栄牧場 472－ 21：25．9アタマ 8．1�
816 マッカートニー 牡3栗 56 藤岡 佑介薪浦 亨氏 梅田 智之 安平 吉田 三郎 488± 01：26．0� 6．3�
11 ライトブリンガー 牡3栗 56 佐藤 友則�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 466＋ 21：26．63� 241．4�

（笠松）

714 セイヴァイタル 牡3栗 56 国分 優作金田 成基氏 服部 利之 浦河 ヒダカフアーム 450＋ 4 〃 クビ 80．9	
24 ルールチェリッシュ 牝3栗 54 和田 竜二儀賀 昭三氏 北出 成人 新ひだか 岡田牧場 470－ 4 〃 ハナ 201．0

35 シゲルノコギリダイ 牡3鹿 56 太宰 啓介森中 蕃氏 千田 輝彦 浦河 王蔵牧場 512－ 4 〃 ハナ 258．3�
23 ライブリシュナイト 牡3鹿 56 水口 優也加藤 哲郎氏 石橋 守 日高 下河辺牧場 476－ 41：26．8� 143．8�
36 アスカタイシ 牡3栗 56 酒井 学上野 武氏 谷 潔 新冠 松浦牧場 498－10 〃 クビ 8．7
510 デルマオチョウ 牝3鹿 54 国分 恭介浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 478 ―1：26．9クビ 53．2�
611 サンマルドライヴ 牡3黒鹿56 竹之下智昭相馬 勇氏 千田 輝彦 日高 田端牧場 440－ 61：27．11� 18．5�
59 ジュンレンパ 牡3鹿 56 松若 風馬河合 純二氏 森 秀行 新冠 秋田牧場 B474± 01：27．52 28．3�
612 モ ン ド ー ル 牡3栗 56 岡田 祥嗣吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム B478－ 4 〃 クビ 40．9�
815 ウイングエンペラー 牡3栗 56 F．ヴェロン池田 實氏 目野 哲也 新冠 村上 欽哉 472＋ 6 〃 ハナ 9．5�

（仏）

713 カネトシフェアリー 牝3鹿 54 A．シュタルケ 兼松 忠男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 486± 01：28．03 19．0�
（独）

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，192，100円 複勝： 38，541，800円 枠連： 18，736，600円
馬連： 51，823，200円 馬単： 24，077，800円 ワイド： 35，300，600円
3連複： 77，355，800円 3連単： 89，166，000円 計： 361，193，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 180円 � 130円 � 180円 枠 連（4－4） 1，030円

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 2，130円

ワ イ ド �� 330円 �� 680円 �� 430円

3 連 複 ��� 2，050円 3 連 単 ��� 10，920円

票 数

単勝票数 計 261921 的中 � 30435（3番人気）
複勝票数 計 385418 的中 � 51105（2番人気）� 90625（1番人気）� 48459（3番人気）
枠連票数 計 187366 的中 （4－4） 14023（4番人気）
馬連票数 計 518232 的中 �� 42600（1番人気）
馬単票数 計 240778 的中 �� 8475（5番人気）
ワイド票数 計 353006 的中 �� 29518（1番人気）�� 12247（6番人気）�� 20901（3番人気）
3連複票数 計 773558 的中 ��� 28165（2番人気）
3連単票数 計 891660 的中 ��� 5916（11番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．9―12．5―12．3―12．4―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―35．2―47．7―1：00．0―1：12．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．5―3F38．0
3 7（4，14）2（6，16）（1，15）8（3，5，9，13）－10－12，11 4 7（4，14）（2，16）6（1，8，15）－（3，5，13）9，10（12，11）

勝馬の
紹 介

メイショウフレイヤ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2015．11．14 福島4着

2013．5．12生 牝3栗 母 シングフォアジョイ 母母 シルバージョイ 5戦1勝 賞金 8，100，000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 タンブリンマン号
※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。

07040 3月6日 晴 良 （28阪神1）第4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）

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
1：48．5
1：47．8

重
重

815 ネクストムーブ 牡3栗 56 小牧 太林 正道氏 清水 久詞 新ひだか 桜井牧場 514 ―1：54．7 5．9�
612 フィールブリーズ 牡3鹿 56 国分 恭介水谷 昌晃氏 佐藤 正雄 新ひだか 土田農場 512 ―1：55．02 14．5�
12 スマートマリウス 牡3鹿 56 F．ヴェロン大川 徹氏 大久保龍志 浦河 桑田牧場 B506 ―1：55．74 6．4�

（仏）

713 オープンユアアイズ 牝3栗 54 川田 将雅 �グリーンファーム松田 国英 千歳 社台ファーム 514 ―1：55．91� 4．2�
24 ヤマイチファミリー 牝3鹿 54 酒井 学坂本 肇氏 加用 正 新ひだか 猪野毛牧場 502 ―1：56．32� 7．2�
23 メイショウオニマル 牡3黒鹿56 武 幸四郎松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 512 ―1：56．51 26．8	
714 ヒルノリスボン 牝3青鹿54 太宰 啓介�ヒルノ 昆 貢 新ひだか 酒井 秀紀 B434 ―1：56．82 95．4

510 ビービーアーカイヴ 牡3黒鹿56 A．シュタルケ 坂東 勝彦氏 吉村 圭司 日高 シンボリ牧場 498 ―1：56．9� 3．5�

（独）

11 タイセイウインク 牝3黒鹿54 松若 風馬田中 成奉氏 森田 直行 新冠 オリエント牧場 486 ―1：57．85 21．7�
48 ハタノコンフリクト 牡3青鹿56 北村 友一 グッドラック・ファーム 牧田 和弥 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 474 ― 〃 クビ 29．7�
59 ナムラゴエモン 牡3鹿 56 水口 優也奈村 信重氏 福島 信晴 日高 いとう牧場 494 ―1：58．33 79．6�
816 ティープラズマ 牝3黒鹿54 秋山真一郎深見 富朗氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 480 ―1：58．4クビ 36．4�
35 タガノムサシ 牡3鹿 56 田中 健八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 542 ―1：58．82� 61．5�
36 ホッコーゲンブ 牡3黒鹿56 小林 徹弥矢部 道晃氏 飯田 祐史 新冠 佐藤牧場 484 ―1：59．01 168．6�
47 ジョープレシャス 牝3黒鹿 54

51 ▲三津谷隼人上田けい子氏 中竹 和也 新ひだか 土居 忠吉 476 ―1：59．1� 195．0�
611 サルサトウショウ 牝3鹿 54 田中 博康トウショウ産業� 池添 兼雄 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 448 ―2：01．0大差 271．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，575，200円 複勝： 31，042，800円 枠連： 13，807，200円
馬連： 46，551，000円 馬単： 24，013，500円 ワイド： 26，353，600円
3連複： 61，416，700円 3連単： 77，121，600円 計： 304，881，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 180円 � 300円 � 190円 枠 連（6－8） 3，420円

馬 連 �� 4，010円 馬 単 �� 6，640円

ワ イ ド �� 1，390円 �� 550円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 6，760円 3 連 単 ��� 41，970円

票 数

単勝票数 計 245752 的中 � 33116（3番人気）
複勝票数 計 310428 的中 � 47831（3番人気）� 22626（6番人気）� 44844（4番人気）
枠連票数 計 138072 的中 （6－8） 3122（13番人気）
馬連票数 計 465510 的中 �� 8987（14番人気）
馬単票数 計 240135 的中 �� 2709（24番人気）
ワイド票数 計 263536 的中 �� 4690（14番人気）�� 12904（6番人気）�� 5892（13番人気）
3連複票数 計 614167 的中 ��� 6807（19番人気）
3連単票数 計 771216 的中 ��� 1332（119番人気）

ハロンタイム 12．9―10．7―13．2―13．3―13．0―13．5―13．0―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．6―36．8―50．1―1：03．1―1：16．6―1：29．6―1：41．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．6―3F38．1
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ネクストムーブ �
�
父 バトルプラン �

�
母父 フレンチデピュティ 初出走

2013．2．20生 牡3栗 母 ナスケンアイリス 母母 オブザーヴァント 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サルサトウショウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年4月6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10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）10頭 アドマイヤリアル号・キングエイティ号・キングタイド号・グレートウォール号・シロインジャー号・

タガノインペーロ号・トウカイハッピー号・ヒラボクハンター号・メイショウエミュー号・ワンダーピルエット号
※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。



07041 3月6日 曇 良 （28阪神1）第4日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走12時20分 （芝・右・外）

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
1：32．0
1：30．7

良
良

24 ナ ー ウ ル 牝3青鹿54 福永 祐一金子真人ホール
ディングス� 音無 秀孝 日高 日高大洋牧場 450－ 21：35．3 2．8�

36 グランノーブル 牡3鹿 56 佐藤 友則三宅 勝俊氏 佐々木晶三 新冠 オリエント牧場 486－ 61：35．4� 9．9�
（笠松）

510 ステファンバローズ 牡3黒鹿56 四位 洋文猪熊 広次氏 松下 武士 新ひだか 前田 宗将 462－ 41：35．61� 4．6�
611 ドルチャーリオ 牡3栗 56 池添 謙一 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 466－ 61：35．81� 4．4�
11 ワンソックワンダー 牡3鹿 56 A．シュタルケ �シルクレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 554＋12 〃 クビ 17．2	

（独）

713 ハ リ ー 牡3鹿 56 F．ヴェロン馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 430＋121：36．01� 5．4

（仏）

12 カシマホープスター 牡3黒鹿56 和田 竜二�カシマ 南井 克巳 むかわ 上水牧場 502－ 41：36．1クビ 119．3�
612 ヒルノサルバドール 牡3栗 56 古川 吉洋�ヒルノ 昆 貢 浦河 辻 牧場 448－ 21：36．41� 21．3�
48 ソフトランディング 牝3鹿 54

53 ☆中井 裕二 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 462－201：36．82� 110．2

47 リーゼントフォルテ 牝3鹿 54
51 ▲坂井 瑠星三浦 大輔氏 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 434－ 61：37．12 101．4�
35 ラ イ ジ ョ ー 牡3鹿 56 川島 信二サン 安達 昭夫 日高 下河辺牧場 416＋ 2 〃 ハナ 332．6�
815 スティルウォーター 牝3黒鹿54 酒井 学 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 章博 新ひだか 橋本牧場 400－ 21：37．31� 250．1�
23 ルエールダルジャン 牝3芦 54 中谷 雄太安原 浩司氏 奥村 豊 浦河 大道牧場 412 ―1：37．51� 175．7�
714 ホットメッセージ 牡3青鹿56 北村 友一金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 日高 白井牧場 444－ 4 〃 アタマ 48．9�
816 ディープロワイヤル 牡3鹿 56 武 幸四郎深見 敏男氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 476± 01：37．6� 307．8�
59 エンプレスボード 牝3芦 54 松若 風馬山口 敦広氏 清水 久詞 新ひだか 佐竹 学 478－ 41：37．92 98．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，895，800円 複勝： 45，881，900円 枠連： 16，074，700円
馬連： 63，963，100円 馬単： 32，855，900円 ワイド： 36，394，500円
3連複： 85，648，700円 3連単： 115，631，100円 計： 425，345，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 210円 � 150円 枠 連（2－3） 1，100円

馬 連 �� 1，150円 馬 単 �� 1，680円

ワ イ ド �� 390円 �� 280円 �� 600円

3 連 複 ��� 1，260円 3 連 単 ��� 5，980円

票 数

単勝票数 計 288958 的中 � 80686（1番人気）
複勝票数 計 458819 的中 � 122411（1番人気）� 42927（5番人気）� 78147（2番人気）
枠連票数 計 160747 的中 （2－3） 11323（6番人気）
馬連票数 計 639631 的中 �� 43075（4番人気）
馬単票数 計 328559 的中 �� 14619（6番人気）
ワイド票数 計 363945 的中 �� 23734（4番人気）�� 35769（1番人気）�� 14125（8番人気）
3連複票数 計 856487 的中 ��� 50838（2番人気）
3連単票数 計1156311 的中 ��� 14006（10番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．1―12．5―12．4―11．5―11．0―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．0―36．1―48．6―1：01．0―1：12．5―1：23．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F34．3
3 9（6，16）（4，11）（1，2，14）3，13（5，7）（8，15）10，12 4 ・（9，6）（4，16）11（1，2）（3，14）（5，7，13）（10，8）15，12

勝馬の
紹 介

ナ ー ウ ル �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 トウカイテイオー デビュー 2015．11．14 京都2着

2013．1．20生 牝3青鹿 母 プリティアンブレラ 母母 ウィッチズハット 6戦1勝 賞金 12，900，000円
※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） 4頭 アイファープリティ号・アグネスルシファー号・ショウナンラテール号・スターペスマックス号
（非抽選馬） 1頭 アドマイヤデライト号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

07042 3月6日 曇 良 （28阪神1）第4日 第6競走 ��
��1，800�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 7，200，000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

55 ドライバーズハイ 牡3鹿 56 太宰 啓介藤田 孟司氏 高橋 亮 新冠 川上牧場 450± 01：53．0 3．0�
22 ワンダーアビルマン 牡3黒鹿56 和田 竜二山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 490－ 4 〃 クビ 3．2�
44 トウケイフクキタル 牡3栗 56 国分 優作木村 信彦氏 湯窪 幸雄 日高 道見牧場 468－ 21：53．63� 21．3�
11 トニーブロンディ 牡3栗 56 藤岡 佑介トニー倶楽部 小崎 憲 新ひだか 静内山田牧場 466＋ 21：53．91� 49．3�
33 サウンドスタジオ 牡3鹿 56 福永 祐一増田 雄一氏 吉田 直弘 新ひだか 矢野牧場 488＋10 〃 クビ 10．5�
77 セータコローナ 牝3鹿 54 川田 将雅�G1レーシング 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 492＋ 41：54．21� 3．8	
88 メイショウメイコウ 牡3青鹿56 武 幸四郎松本 好雄氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 476＋ 61：55．15 8．1

66 ダイナミックアロー 牡3鹿 56 F．ヴェロン小川 勲氏 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 480－141：55．31� 13．9�

（仏）

（8頭）

売 得 金
単勝： 29，803，600円 複勝： 36，014，300円 枠連： 発売なし
馬連： 65，518，000円 馬単： 32，682，200円 ワイド： 31，964，200円
3連複： 71，409，300円 3連単： 141，794，300円 計： 409，185，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 120円 � 130円 � 280円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 990円

ワ イ ド �� 200円 �� 470円 �� 590円

3 連 複 ��� 1，410円 3 連 単 ��� 5，710円

票 数

単勝票数 計 298036 的中 � 78228（1番人気）
複勝票数 計 360143 的中 � 97510（1番人気）� 82940（2番人気）� 20753（7番人気）
馬連票数 計 655180 的中 �� 117494（1番人気）
馬単票数 計 326822 的中 �� 24703（2番人気）
ワイド票数 計 319642 的中 �� 49239（1番人気）�� 15691（6番人気）�� 12171（10番人気）
3連複票数 計 714093 的中 ��� 37841（4番人気）
3連単票数 計1417943 的中 ��� 17987（12番人気）

ハロンタイム 12．9―10．6―13．3―13．1―12．2―12．6―12．5―12．6―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．5―36．8―49．9―1：02．1―1：14．7―1：27．2―1：39．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ドライバーズハイ �

父 カジノドライヴ �


母父 アグネスタキオン デビュー 2015．10．17 京都1着

2013．4．7生 牡3鹿 母 ポ レ モ ス 母母 クリスマスウィーク 3戦2勝 賞金 16，000，000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。



07043 3月6日 曇 良 （28阪神1）第4日 第7競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走13時20分 （芝・右・外）
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
1：44．5
1：43．9

良
良

44 フロムマイハート 牝3栗 54 A．シュタルケ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム 430＋ 81：49．5 2．2�
（独）

22 アグネススターダム 牡3栗 56 川田 将雅渡辺公美子氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 454－ 21：49．92� 3．5�
77 ラハトケレブ 牡3鹿 56 藤岡 佑介永田 和彦氏 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 466－ 2 〃 ハナ 3．6�
88 グランドサッチャー 牝3栗 54 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 490－ 41：50．11� 10．2�
33 ス ノ ー マ ン 牡3鹿 56 太宰 啓介永井 秀貴氏 高橋 義忠 浦河 辻 牧場 494－ 81：50．31� 8．7�
11 	 ミトノグラス 牡3鹿 56 小牧 太ロイヤルパーク 大橋 勇樹 新冠 ハクツ牧場 482＋20 〃 クビ 58．0	
66 
 リ ン 牝3黒鹿54 佐藤 友則渋谷 高雄氏 山中 輝久 浦河 福岡 光夫 432－ 41：52．2大差 177．0


（笠松） （笠松）

55 タイセイマライカ 牝3黒鹿54 F．ヴェロン田中 成奉氏 西村 真幸 浦河 金石牧場 394－ 61：52．3クビ 84．1�
（仏）

（8頭）

売 得 金
単勝： 28，414，200円 複勝： 33，176，200円 枠連： 発売なし
馬連： 56，456，800円 馬単： 35，366，600円 ワイド： 23，201，500円
3連複： 55，409，400円 3連単： 149，828，000円 計： 381，852，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 110円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 600円

ワ イ ド �� 160円 �� 150円 �� 210円

3 連 複 ��� 310円 3 連 単 ��� 1，240円

票 数

単勝票数 計 284142 的中 � 102798（1番人気）
複勝票数 計 331762 的中 � 173741（1番人気）� 45286（3番人気）� 48378（2番人気）
馬連票数 計 564568 的中 �� 115440（2番人気）
馬単票数 計 353666 的中 �� 44071（2番人気）
ワイド票数 計 232015 的中 �� 38222（2番人気）�� 41571（1番人気）�� 23838（3番人気）
3連複票数 計 554094 的中 ��� 130000（1番人気）
3連単票数 計1498280 的中 ��� 86991（2番人気）

ハロンタイム 12．8―12．0―13．0―12．9―12．7―12．4―11．4―10．8―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．8―37．8―50．7―1：03．4―1：15．8―1：27．2―1：38．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F33．7
3 8，4，2，5，7（1，6）3 4 8，2（4，5）7（1，3，6）

勝馬の
紹 介

フロムマイハート �

父 ハーツクライ �


母父 アグネスデジタル デビュー 2015．7．26 中京4着

2013．3．11生 牝3栗 母 マイネエスポワール 母母 マイネアモーレ 7戦2勝 賞金 20，972，000円
〔制裁〕 フロムマイハート号の騎手A．シュタルケは，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：2番・7番）

フロムマイハート号の騎手A．シュタルケは，4コーナー手前で外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：2番・5
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。

07044 3月6日 曇 良 （28阪神1）第4日 第8競走 ��2，000�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
2：01．0
2：01．0

不良
不良

22 � リゼコーフィー 牡5黒鹿57 松若 風馬飯田 訓大氏 森 秀行 日高 三城牧場 490－ 62：06．7 2．0�
66 � タ イ マ ツ リ 牡5黒鹿57 和田 竜二浜RC組合 大橋 勇樹 新ひだか 岡田スタツド 466± 0 〃 クビ 4．5�
55 アグリッパーバイオ 牡5黒鹿57 F．ヴェロンバイオ� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 456－ 42：06．91� 9．1�

（仏）

33 レ レ オ ー ネ 牡4鹿 57 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 488± 0 〃 クビ 3．5�
11 アセイラント �4鹿 57 佐藤 友則山上 和良氏 福島 信晴 新ひだか 前谷 武志 520± 02：08．49 12．9	

（笠松）

44 � スリーマキシマム 牡5鹿 57 国分 恭介永井商事� 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 476－102：08．82	 60．3

88 エンゲルフライト 牡4鹿 57

54 ▲坂井 瑠星嶋田 賢氏 矢作 芳人 日高 シンコーファーム 480± 02：09．22	 23．2�
77 � スティールブルグ 牡4鹿 57 小林 徹弥栃本 實氏 浅野洋一郎 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 492－ 62：10．47 222．1�
（8頭）

売 得 金
単勝： 29，431，700円 複勝： 55，988，800円 枠連： 発売なし
馬連： 61，233，200円 馬単： 39，107，700円 ワイド： 28，678，300円
3連複： 63，447，600円 3連単： 170，867，200円 計： 448，754，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 130円 � 170円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 510円

ワ イ ド �� 180円 �� 260円 �� 390円

3 連 複 ��� 710円 3 連 単 ��� 1，920円

票 数

単勝票数 計 294317 的中 � 117172（1番人気）
複勝票数 計 559888 的中 � 368708（1番人気）� 53378（3番人気）� 29649（4番人気）
馬連票数 計 612332 的中 �� 127539（2番人気）
馬単票数 計 391077 的中 �� 57505（2番人気）
ワイド票数 計 286783 的中 �� 47673（2番人気）�� 27677（3番人気）�� 15894（7番人気）
3連複票数 計 634476 的中 ��� 66505（3番人気）
3連単票数 計1708672 的中 ��� 64229（4番人気）

ハロンタイム 12．8―12．4―12．0―13．9―13．3―12．8―12．5―12．4―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―25．2―37．2―51．1―1：04．4―1：17．2―1：29．7―1：42．1―1：54．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．5―3F37．0
1
3
1，2－5，3，6－4，7，8
1，2－5，3，6－4－（8，7）

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

勝馬の
紹 介

�リゼコーフィー 
�
父 マンハッタンカフェ 

�
母父 Highest Honor

2011．5．16生 牡5黒鹿 母 リ ゼ リ 母母 Riziere 10戦1勝 賞金 12，400，000円
初出走 JRA ［他本会外：1戦1勝］

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



07045 3月6日 曇 良 （28阪神1）第4日 第9競走 ��
��1，600�

む こ が わ

武庫川ステークス
発走14時25分 （芝・右・外）
4歳以上，1，600万円以下，27．3．7以降28．2．28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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000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

33 ピークトラム 牡5黒鹿56 小牧 太吉田 照哉氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 492－ 81：35．2 8．0�
88 ティーエスネオ 牡5芦 55 池添 謙一田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 526± 0 〃 クビ 6．1�
77 ダノンムーン 牡7鹿 57 福永 祐一�ダノックス 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 456＋ 41：35．3� 2．6�
89 ブランドベルグ 牡4青鹿57 藤岡 佑介 �グリーンファーム牧田 和弥 千歳 社台ファーム 490＋ 21：35．4クビ 2．5�
22 カ ナ ロ ア 牡7鹿 55 F．ヴェロン 金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 日高 日高大洋牧場 460－101：35．5� 12．5�
（仏）

66 ロードフェリーチェ 牡4鹿 54 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 430－121：35．6クビ 43．1	
55 カバーストーリー 牡5栗 56 北村 友一前田 晋二氏 清水 久詞 新ひだか 土居 忠吉 482＋ 21：35．81� 18．0

44 ローレルブレット 牡7黒鹿54 A．シュタルケ �ローレルレーシング 竹内 正洋 新冠 川島牧場 446－ 61：35．9� 54．1�

（独）

11 ダイナミックガイ 牡6栗 54 国分 優作小川 勲氏 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 496－ 41：36．11	 71．3�
（9頭）

売 得 金
単勝： 39，678，600円 複勝： 59，926，400円 枠連： 18，267，600円
馬連： 105，376，700円 馬単： 56，033，500円 ワイド： 48，476，600円
3連複： 125，754，700円 3連単： 275，810，800円 計： 729，324，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 210円 � 200円 � 120円 枠 連（3－8） 780円

馬 連 �� 2，210円 馬 単 �� 4，610円

ワ イ ド �� 600円 �� 360円 �� 310円

3 連 複 ��� 1，860円 3 連 単 ��� 16，910円

票 数

単勝票数 計 396786 的中 � 39668（4番人気）
複勝票数 計 599264 的中 � 59219（4番人気）� 62744（3番人気）� 175718（2番人気）
枠連票数 計 182676 的中 （3－8） 18149（3番人気）
馬連票数 計1053767 的中 �� 36863（8番人気）
馬単票数 計 560335 的中 �� 9114（17番人気）
ワイド票数 計 484766 的中 �� 19097（8番人気）�� 34492（4番人気）�� 41893（3番人気）
3連複票数 計1257547 的中 ��� 50657（6番人気）
3連単票数 計2758108 的中 ��� 11824（54番人気）

ハロンタイム 12．9―12．3―12．6―12．8―11．7―10．6―10．7―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―25．2―37．8―50．6―1：02．3―1：12．9―1：23．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．6―3F32．9
3 8，3（9，5）7（1，2，4）－6 4 ・（8，3，6）（9，7，5）（1，2，4）

勝馬の
紹 介

ピークトラム 
�
父 チチカステナンゴ 

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2013．6．1 阪神3着

2011．5．8生 牡5黒鹿 母 タッチザピーク 母母 タッチフォーゴールド 26戦5勝 賞金 112，334，000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6日 曇 良 （28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；負担重量は，日本馬：56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過
額1，200万円毎1�増，�：56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�
増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

67 グレイスフルリープ 牡6栗 57 小牧 太前田 晋二氏 橋口 慎介 新冠 株式会社
ノースヒルズ 538－ 61：23．2 1．5�

56 ポメグラネイト 牡5栗 56 和田 竜二畑佐 博氏 長浜 博之 日高 天羽牧場 582＋ 21：23．41	 27．4�
33 ブライトライン 牡7青 58 福永 祐一�ノースヒルズ 
島 一歩 新冠 ノースヒルズマネジメント 540＋ 41：23．5	 13．8�
68 ナリタスーパーワン 牡7鹿 56 北村 友一�オースミ 松永 昌博 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486＋ 2 〃 アタマ 8．9�
812 タイセイファントム 牡8鹿 57 佐藤 友則田中 成奉氏 矢作 芳人 浦河 バンダム牧場 464＋101：23．71	 21．5�

（笠松）

811 ガ ン ジ ス 牡7栗 57 A．シュタルケ 林 正道氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 522＋ 2 〃 アタマ 25．6	
（独）

44 メイショウオセアン 牡5鹿 56 池添 謙一松本 好
氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 546－ 81：23．8クビ 7．5�
22 ヒラボクプリンス 牡6鹿 56 秋山真一郎�平田牧場 加藤 敬二 浦河 大柳ファーム 506＋ 81：24．33 46．5�
79 ベルルミエール 牝5鹿 54 川島 信二佐々木政充氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 470± 01：24．72	 8．4
710 ブレイズアトレイル 牡7芦 57 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム B502－ 2 〃 ハナ 36．8�
55 ニシノビークイック 牡7栗 56 国分 恭介西山 茂行氏 竹内 正洋 新ひだか 本桐牧場 488± 01：25．12	 73．1�

（11頭）
11 セカンドテーブル 牡4栗 56 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 日高 川島 良一 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 48，762，100円 複勝： 113，252，800円 枠連： 26，916，800円
馬連： 142，063，400円 馬単： 77，194，100円 ワイド： 66，630，500円
3連複： 186，713，000円 3連単： 352，124，700円 計： 1，013，657，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 440円 � 260円 枠 連（5－6） 1，210円

馬 連 �� 1，800円 馬 単 �� 2，440円

ワ イ ド �� 740円 �� 490円 �� 2，890円

3 連 複 ��� 5，240円 3 連 単 ��� 17，590円

票 数

単勝票数 計 487621 的中 � 246110（1番人気）
複勝票数 計1132528 的中 � 729360（1番人気）� 24410（8番人気）� 46677（5番人気）
枠連票数 計 269168 的中 （5－6） 17130（6番人気）
馬連票数 計1420634 的中 �� 61073（7番人気）
馬単票数 計 771941 的中 �� 23698（10番人気）
ワイド票数 計 666305 的中 �� 23344（7番人気）�� 36926（5番人気）�� 5510（28番人気）
3連複票数 計1867130 的中 ��� 26717（20番人気）
3連単票数 計3521247 的中 ��� 14511（61番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．9―34．5―46．8―58．8―1：10．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グレイスフルリープ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2012．9．8 阪神2着

2010．5．12生 牡6栗 母 ラビットフット 母母 Argentario 28戦7勝 賞金 175，846，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔出走取消〕 セカンドテーブル号は，疾病〔右後肢フレグモーネ〕のため出走取消。
※セカンドテーブル号・ベルルミエール号は，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または施行団体名を表示している。

１レース目



07047 3月6日 曇 良 （28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，27．3．7以降28．2．28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 24，000，000円 9，600，000円 6，000，000円 3，600，000円 2，400，000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

714 テイエムイナズマ 牡6黒鹿54 古川 吉洋竹園 正繼氏 福島 信晴 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム 508± 01：45．2 22．1�

816 ハギノハイブリッド 牡5栗 56 池添 謙一日隈 良江氏 松田 国英 千歳 社台ファーム 458± 0 〃 ハナ 5．5�
612 トラストワン 牡8黒鹿54 F．ヴェロン大八木信行氏 庄野 靖志 浦河 村下農場 500± 0 〃 ハナ 48．8�

（仏）

815 ダノンリバティ 牡4鹿 56 松若 風馬�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 520－ 4 〃 ハナ 4．4�
611 ナ ム ラ ア ン 牝4黒鹿53 和田 竜二奈村 睦弘氏 福島 信晴 様似 猿倉牧場 458－ 21：45．3� 5．7�
11 エックスマーク 牡7鹿 55 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 488－ 4 〃 ハナ 25．4	
35 スピリッツミノル 牡4栗 54 酒井 学吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 498＋ 41：45．4� 33．6

59 ダノンメジャー 牡4栗 55 小牧 太�ダノックス 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 484－ 2 〃 ハナ 7．1�
713 アクションスター 牡6栗 53 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 478＋ 41：45．5アタマ 38．7�
23 ステラウインド 牡7黒鹿56 川田 将雅前田 幸治氏 尾関 知人 浦河 杵臼牧場 484－101：45．6� 7．7
510 ベ ル ラ ッ プ 牡4鹿 55 中谷 雄太 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 506＋141：45．7� 20．8�
47 クランモンタナ 牡7芦 54 A．シュタルケ �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 484－ 81：45．8� 7．7�

（独）

36 バッドボーイ 牡6鹿 53 国分 恭介畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 512－ 61：46．12 97．8�
48 ユールシンギング 	6鹿 56 国分 優作 �社台レースホース勢司 和浩 千歳 社台ファーム 532－ 41：46．3� 124．7�
12 ダンツキャンサー 牝5黒鹿51 高倉 稜山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 千代田牧場 480－ 41：46．4� 44．6�
24 ニ ン ジ ャ 牡7鹿 53 小林 徹弥ロイヤルパーク 宮 徹 新ひだか 土居 忠吉 470－ 61：46．71� 44．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 81，373，100円 複勝： 119，450，100円 枠連： 86，494，300円
馬連： 376，960，800円 馬単： 145，953，600円 ワイド： 148，889，600円
3連複： 585，964，700円 3連単： 834，478，200円 計： 2，379，564，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，210円 複 勝 � 560円 � 210円 � 900円 枠 連（7－8） 1，690円

馬 連 �� 7，290円 馬 単 �� 19，040円

ワ イ ド �� 2，200円 �� 9，020円 �� 4，150円

3 連 複 ��� 77，010円 3 連 単 ��� 522，440円

票 数

単勝票数 計 813731 的中 � 29455（8番人気）
複勝票数 計1194501 的中 � 51570（7番人気）� 181051（1番人気）� 30170（12番人気）
枠連票数 計 864943 的中 （7－8） 39491（7番人気）
馬連票数 計3769608 的中 �� 40038（25番人気）
馬単票数 計1459536 的中 �� 5747（63番人気）
ワイド票数 計1488896 的中 �� 17667（18番人気）�� 4208（80番人気）�� 9247（51番人気）
3連複票数 計5859647 的中 ��� 5706（201番人気）
3連単票数 計8344782 的中 ��� 1158（1249番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．4―11．9―12．0―11．9―11．4―11．2―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．2―34．6―46．5―58．5―1：10．4―1：21．8―1：33．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F34．8
3 4－（2，6）11，10（1，14）（3，15）13（7，16）9，12，5，8 4 4，6（2，11）（10，14）（1，3，15）（13，16）（7，9）（5，12）8
市場取引馬

勝馬の
紹 介

テイエムイナズマ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Danzig デビュー 2012．8．5 小倉5着

2010．3．31生 牡6黒鹿 母 ク ラ ス タ ー 母母 Knot 30戦4勝 賞金 109，005，000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。

07048 3月6日 曇 良 （28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 （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

12 オ ヒ ア 牝4黒鹿55 F．ヴェロン 金子真人ホール
ディングス� 村山 明 日高 白井牧場 456＋121：08．6 4．6�

（仏）

47 フェアラフィネ 牝4芦 55 高倉 稜髙樽さゆり氏 森田 直行 日高 豊洋牧場 442－ 4 〃 クビ 10．8�
24 ブラッククローバー 牡4黒鹿57 川島 信二呂 朝子氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 496－ 61：08．7クビ 18．0�
612 トウカイセンス 牝5鹿 55 福永 祐一内村 正則氏 野中 賢二 日高 碧雲牧場 448－ 4 〃 ハナ 3．4�
11 ラインハート 牝5鹿 55 池添 謙一 P.S．スライ氏 須貝 尚介 平取 坂東牧場 B460－ 61：08．8� 9．2�
23 プラチナコード 牡4芦 57 国分 恭介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 加用 正 浦河 岡本牧場 500－ 81：08．9	 9．3	
36 アグネスマチュア 牡7鹿 57 古川 吉洋渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 508± 01：09．11
 216．1

48 アドマイヤサブリナ 牝6芦 55 和田 竜二近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 452＋ 6 〃 ハナ 63．3�
35 レ ム ミ ラ ス 牝5鹿 55 太宰 啓介�ダイリン 高橋 義忠 浦河 谷川牧場 458－101：09．2� 34．1�
611 ブレイクアウト 牡5青鹿 57

55 △義 英真安原 浩司氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 480－ 41：09．51	 44．4
714 アドマイヤクーガー 牡8栗 57 中谷 雄太近藤 利一氏 須貝 尚介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476－ 2 〃 アタマ 64．8�
713 シャンデリアハウス 牝4黒鹿55 A．シュタルケ �サンデーレーシング 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 440＋ 4 〃 クビ 5．6�

（独）

59 � ブレイヴフィート 牝6鹿 55 酒井 学下河�行雄氏 森田 直行 日高 下河辺牧場 458＋101：09．81	 99．6�
816 テーオートマホーク 牡6鹿 57 田中 博康小笹 公也氏 奥村 豊 浦河 三嶋牧場 478± 01：10．01 316．3�
815 ト シ ザ キ ミ 牝5鹿 55 川田 将雅上村 利幸氏 �島 一歩 浦河 浦河小林牧場 480－ 6 〃 クビ 18．7�
510 ポルボローネ 牝4栗 55 小牧 太小林都美子氏 作田 誠二 新冠 岩見牧場 428－ 4 〃 ハナ 21．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 52，984，900円 複勝： 75，906，100円 枠連： 38，063，700円
馬連： 190，171，800円 馬単： 64，370，200円 ワイド： 77，679，200円
3連複： 221，676，200円 3連単： 328，993，100円 計： 1，049，845，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 180円 � 250円 � 560円 枠 連（1－4） 1，400円

馬 連 �� 2，390円 馬 単 �� 4，040円

ワ イ ド �� 900円 �� 1，510円 �� 2，260円

3 連 複 ��� 11，160円 3 連 単 ��� 49，450円

票 数

単勝票数 計 529849 的中 � 91716（2番人気）
複勝票数 計 759061 的中 � 135706（2番人気）� 79273（4番人気）� 28399（8番人気）
枠連票数 計 380637 的中 （1－4） 20930（7番人気）
馬連票数 計1901718 的中 �� 65345（6番人気）
馬単票数 計 643702 的中 �� 11922（11番人気）
ワイド票数 計 776792 的中 �� 22934（5番人気）�� 13200（15番人気）�� 8662（25番人気）
3連複票数 計2216762 的中 ��� 14896（34番人気）
3連単票数 計3289931 的中 ��� 4823（138番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―10．9―11．2―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．0―33．9―45．1―56．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．6―3F34．7
3 6，2（7，16）（3，8，10，12）（1，15）4（9，13）（5，11）－14 4 6，2，7（3，8，16）12（1，15）（4，10，9）（5，13）11，14

勝馬の
紹 介

オ ヒ ア �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2014．10．25 京都4着

2012．3．9生 牝4黒鹿 母 ギガンティア 母母 ベストブート 12戦3勝 賞金 45，286，000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 ラブローレル号
※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



（28阪神1）第4日 3月6日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 154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

233，260，000円
2，530，000円
7，580，000円
1，170，000円
24，000，000円
61，817，500円
4，004，000円
1，478，400円

勝馬投票券売得金
440，189，500円
739，921，100円
244，929，200円
1，265，212，700円
596，225，300円
587，680，000円
1，684，866，200円
2，761，333，100円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 8，320，357，100円

総入場人員 14，143名 （有料入場人員 13，344名）
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