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07085 3月20日 晴 重 （28阪神1）第8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 ブラボーリリック 牝3芦 54 M．デムーロ松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 日高 ヤナガワ牧場 448± 01：55．3 1．8�
816 メイショウアケボノ 牝3鹿 54 小林 徹弥松本 好�氏 安達 昭夫 浦河 太陽牧場 488－ 41：55．4� 35．4�
11 ヒデノホープ 牝3鹿 54

52 △城戸 義政大石 秀夫氏 佐藤 正雄 浦河 グラストレーニ
ングセンター 408＋ 41：55．5クビ 68．2�

48 タガノバトラ 牝3鹿 54
53 ☆岩崎 翼八木 良司氏 池添 学 千歳 社台ファーム 416± 0 〃 クビ 6．8�

713 パープルミラクル 牝3黒鹿54 高倉 稜中野 銀十氏 福島 信晴 新ひだか 竹内 良一 404－ 21：55．82 37．2�
35 オーミパドドゥ 牝3栗 54 古川 吉洋岩﨑 僖澄氏 宮 徹 新冠 松木 加代 442＋ 21：55．9クビ 46．2	
24 オールフォーユー 牝3鹿 54 川須 栄彦飯田 正剛氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 436－ 21：56．43 303．9

612 アドマイヤフィズ 牝3鹿 54 和田 竜二近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 486－24 〃 ハナ 14．0�
36 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 458－ 21：56．5クビ 7．1�
815 ウォーターウィロー 牝3芦 54 菱田 裕二山岡 良一氏 河内 洋 浦河 本巣牧場 464－ 4 〃 ハナ 12．4
59 アプローズラウド 牝3鹿 54 岩田 康誠前原 敏行氏 森 秀行 新ひだか チャンピオンズファーム 418－ 6 〃 クビ 120．8�
23 タイセイウインク 牝3黒鹿54 幸 英明田中 成奉氏 森田 直行 新冠 オリエント牧場 484－ 2 〃 ハナ 192．2�
510 エレジェントマイン 牝3鹿 54 D．バルジュー 下河�行雄氏 中内田充正 日高 下河辺牧場 436－101：56．6� 9．7�

（伊）

47 スマートリディア 牝3鹿 54
51 ▲三津谷隼人トニー倶楽部 木原 一良 新冠

スマートプロジェク
トインコーポレイ
テッド株式会社 462＋ 2 〃 ハナ 104．8�

611 ベイビーティンク 牝3鹿 54 小牧 太広尾レース� 小崎 憲 新ひだか 木村 秀則 468－ 41：56．91� 17．1�
714 メイショウゴッデス 牝3鹿 54 松田 大作松本 好雄氏 松下 武士 新ひだか 三木田 明仁 476＋ 21：58．07 176．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，593，200円 複勝： 33，080，000円 枠連： 12，713，500円
馬連： 46，483，800円 馬単： 26，403，600円 ワイド： 31，674，400円
3連複： 74，751，800円 3連単： 93，130，500円 計： 338，830，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 140円 � 620円 � 1，070円 枠 連（1－8） 1，040円

馬 連 �� 3，440円 馬 単 �� 4，880円

ワ イ ド �� 1，390円 �� 2，070円 �� 14，910円

3 連 複 ��� 45，210円 3 連 単 ��� 147，740円

票 数

単勝票数 計 205932 的中 � 87066（1番人気）
複勝票数 計 330800 的中 � 89319（1番人気）� 11010（9番人気）� 6003（11番人気）
枠連票数 計 127135 的中 （1－8） 9424（5番人気）
馬連票数 計 464838 的中 �� 10453（12番人気）
馬単票数 計 264036 的中 �� 4053（16番人気）
ワイド票数 計 316744 的中 �� 6025（16番人気）�� 3967（23番人気）�� 533（75番人気）
3連複票数 計 747518 的中 ��� 1240（109番人気）
3連単票数 計 931305 的中 ��� 457（392番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―13．6―12．4―12．5―12．8―13．0―13．2―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―37．7―50．1―1：02．6―1：15．4―1：28．4―1：41．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．7―3F39．9
1
3
・（8，12）14（2，5）15（3，6，10）11，16，4－（1，7）－9－13
8（12，14）（2，5，15）（3，6）（4，10）（1，16）7，11－（9，13）

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

勝馬の
紹 介

ブラボーリリック �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2015．10．24 東京8着

2013．3．1生 牝3芦 母 ブラボージャングル 母母 ブラボーサンライズ 5戦1勝 賞金 7，000，000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。

07086 3月20日 晴 重 （28阪神1）第8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

816 ロマンチスト 牡3栗 56 M．デムーロ窪田 康志氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 520－ 41：11．9 1．9�
11 キ ラ パ ワ ー 牡3栗 56 田中 健山口 正行氏 福島 信晴 浦河 中神牧場 462＋ 61：12．11� 33．9�
59 ライトフォーミー 牡3鹿 56 中谷 雄太�ターフ・スポート松下 武士 新ひだか 大典牧場 492± 01：12．42 130．0�
510 タガノフォルトゥナ 牡3鹿 56 岩田 康誠八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 466－ 21：12．61 26．1�
35 ア レ ッ チ 牡3鹿 56 D．バルジュー 手嶋 康雄氏 森田 直行 新ひだか 佐竹 学 484± 01：12．92 36．7�

（伊）

36 � ジ ラ ン ド ラ 牡3栗 56 幸 英明前田 葉子氏 岡田 稲男 米 North Hills
Co. Limited 538＋ 41：13．1	 5．4	

23 カシマホープスター 牡3黒鹿56 松田 大作
カシマ 南井 克巳 むかわ 上水牧場 500－ 21：13．2� 19．3�
713 エーティーチャンプ 牡3鹿 56 古川 吉洋荒木 徹氏 木原 一良 新ひだか 仲野牧場 484＋ 61：13．3� 16．4�
815 テイエムフライヤー 牡3青鹿 56

55 ☆
島 克駿竹園 正繼氏 日吉 正和 新冠 村上 雅規 472± 0 〃 クビ 515．8
12 ミ ガ ッ ト 牝3鹿 54

51 ▲坂井 瑠星�ターフ・スポート音無 秀孝 日高 田端牧場 482－ 61：13．51� 135．0�
714 ベストワークス 牡3栗 56 和田 竜二 �サンデーレーシング 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 454－ 21：13．6クビ 11．8�
48 モ ズ メ シ ア 牝3鹿 54

51 ▲荻野 極 
キャピタル・システム 清水 久詞 日高 目黒牧場 460－ 61：14．55 257．9�
24 カンガルーブラクマ 牡3黒鹿56 松山 弘平長井 純一氏 沖 芳夫 新ひだか 沖田 忠幸 494± 01：14．81	 396．8�
611 カマラードミノル 牡3栗 56 蛯名 正義吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 508－ 21：16．39 93．3�
612 リバーリュウセイ 牡3栗 56 田村 太雅河越 武治氏 作田 誠二 浦河 杵臼牧場 454± 01：17．04 652．5�
47 ウインフェルベール 牡3青鹿56 川田 将雅
ウイン 
島 一歩 新ひだか 藤巻 則弘 470－ 6 （競走中止） 4．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，082，600円 複勝： 43，953，100円 枠連： 14，614，500円
馬連： 55，533，000円 馬単： 32，471，700円 ワイド： 36，606，700円
3連複： 84，307，900円 3連単： 114，239，300円 計： 408，808，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 130円 � 600円 � 2，880円 枠 連（1－8） 2，170円

馬 連 �� 2，670円 馬 単 �� 3，550円

ワ イ ド �� 960円 �� 6，240円 �� 33，570円

3 連 複 ��� 83，860円 3 連 単 ��� 247，970円

票 数

単勝票数 計 270826 的中 � 110729（1番人気）
複勝票数 計 439531 的中 � 134529（1番人気）� 14725（8番人気）� 2729（12番人気）
枠連票数 計 146145 的中 （1－8） 5208（8番人気）
馬連票数 計 555330 的中 �� 16081（8番人気）
馬単票数 計 324717 的中 �� 6854（11番人気）
ワイド票数 計 366067 的中 �� 10296（11番人気）�� 1482（42番人気）�� 273（74番人気）
3連複票数 計 843079 的中 ��� 754（123番人気）
3連単票数 計1142393 的中 ��� 334（478番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．5―11．7―12．5―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．4―34．9―46．6―59．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．5―3F37．0
3 ・（6，9，10）13，5（15，16）－（2，1）－8，3（4，11）12，14 4 ・（6，9）（5，10，13）16，15－1－2（3，8）（14，11）4，12

勝馬の
紹 介

ロマンチスト �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2015．10．31 京都10着

2013．4．3生 牡3栗 母 ロマンスプレゼント 母母 ビューチフルロマン 4戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 ウインフェルベール号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リバーリュウセイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年4月20日まで平地競

走に出走できない。
カマラードミノル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年5月20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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 オタカラハッケン号
（非抽選馬） 1頭 サンメサベルデ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第１回 阪神競馬 第８日



07087 3月20日 晴 重 （28阪神1）第8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

11 ドラゴンシュバリエ 牡3芦 56 福永 祐一窪田 芳郎氏 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 508＋ 41：52．7 1．5�
36 � フェイスインパクト 牡3栗 56

53 ▲坂井 瑠星 �キャピタル・システム 矢作 芳人 米 Momkids,
Inc. 512－ 41：52．91 18．1�

24 クロコダイルロック 牡3鹿 56 岩田 康誠�グランド牧場 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 456＋ 21：53．43 3．3�
48 ダブルアックス 牡3黒鹿56 太宰 啓介田邉 廣己氏 西橋 豊治 むかわ 東振牧場 494＋ 61：53．82� 14．9�
510 ソレイユロワイヤル 牡3鹿 56 菱田 裕二 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム 464± 01：53．9� 96．3	
612 スプレーモゲレイロ 牡3鹿 56 和田 竜二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 448－ 61：54．85 44．7

35 タガノプリンセス 牝3栗 54 北村 友一八木 良司氏 大根田裕之 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 446± 01：54．9クビ 34．2�
713 ネオヴァンプアップ 牡3鹿 56 秋山真一郎小林 仁幸氏 音無 秀孝 日高 メイプルファーム 454－ 61：55．11� 318．1�
47 ク イ ン ダ ム 牝3芦 54

51 ▲三津谷隼人西村 憲人氏 目野 哲也 浦河 	川 啓一 424－ 61：55．84 473．9
23 オタカラハッケン 牝3芦 54

53 ☆小崎 綾也泉 一郎氏 飯田 祐史 新ひだか 坂本牧場 422＋ 6 〃 クビ 299．9�
611 ハタノコンフリクト 牡3青鹿56 国分 恭介 �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 472－ 21：56．22� 391．3�
59 シゲルシーラカンス 牡3黒鹿56 幸 英明森中 蕃氏 湯窪 幸雄 浦河 	川 啓一 472± 01：56．51
 20．0�
815 モルトカズマ 牡3栗 56 国分 優作�雅苑興業 西浦 勝一 浦河 鎌田 正嗣 506＋121：56．92� 54．3�
12 アデプタスメジャー 牡3栗 56 D．バルジュー �シルクレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 504－ 8 〃 アタマ 43．1�

（伊）

714 ウエスタンギンジ 牡3鹿 56 高倉 稜西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 462－ 41：57．32� 177．0�
816� ティーエスベリー 牝3鹿 54

53 ☆岩崎 翼田畑 利彦氏 岩元 市三 愛 Mr Susumu
Hayashi 456± 02：02．1大差 502．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，909，900円 複勝： 116，422，700円 枠連： 17，356，200円
馬連： 61，587，500円 馬単： 48，490，500円 ワイド： 39，516，400円
3連複： 88，128，400円 3連単： 179，090，500円 計： 579，502，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 100円 � 200円 � 100円 枠 連（1－3） 780円

馬 連 �� 1，350円 馬 単 �� 1，610円

ワ イ ド �� 340円 �� 120円 �� 390円

3 連 複 ��� 630円 3 連 単 ��� 3，230円

票 数

単勝票数 計 289099 的中 � 151666（1番人気）
複勝票数 計1164227 的中 � 840488（1番人気）� 25899（4番人気）� 172427（2番人気）
枠連票数 計 173562 的中 （1－3） 17039（2番人気）
馬連票数 計 615875 的中 �� 35288（3番人気）
馬単票数 計 484905 的中 �� 22531（4番人気）
ワイド票数 計 395164 的中 �� 21802（3番人気）�� 126206（1番人気）�� 18566（4番人気）
3連複票数 計 881284 的中 ��� 103622（2番人気）
3連単票数 計1790905 的中 ��� 40155（7番人気）

ハロンタイム 12．9―11．6―13．2―12．3―12．1―12．4―12．1―12．7―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．5―37．7―50．0―1：02．1―1：14．5―1：26．6―1：39．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ドラゴンシュバリエ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2015．8．22 札幌2着

2013．4．26生 牡3芦 母 シェルズレイ 母母 オイスターチケット 6戦1勝 賞金 11，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ティーエスベリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年5月20日まで平地

競走に出走できない。
※オタカラハッケン号・スプレーモゲレイロ号は，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。

07088 3月20日 晴 稍重 （28阪神1）第8日 第4競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走11時25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

816 オブリゲーション 牡3鹿 56 和田 竜二�辻牧場 奥村 豊 浦河 辻 牧場 466＋141：35．9 75．7�
36 ラスファジャス 牡3鹿 56 福永 祐一 �シルクレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 486＋ 41：36．11� 9．5�
713 フライングレディ 牝3黒鹿54 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 422± 01：36．2� 2．6�
12 ファンタサイズ 牡3鹿 56 岩田 康誠 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 436－ 81：36．41 4．0�
510 ドルフィンマーク �3黒鹿56 D．バルジュー 大塚 亮一氏 渡辺 薫彦 浦河 杵臼牧場 B510－ 81：36．61� 34．7	

（伊）

48 サワヤカミスター 牡3栗 56 竹之下智昭永井 秀貴氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 456－ 21：36．81� 12．9

611 ナムラエルサ 牝3鹿 54 蛯名 正義奈村 睦弘氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 454 ―1：37．01 11．3�
35 ヨ カ グ ラ 牡3栗 56 小牧 太 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 480－10 〃 クビ 8．0�
815 キタサンシャドー 牡3鹿 56

53 ▲荻野 極�大野商事 梅田 智之 新ひだか 米田牧場 468－161：37．21� 67．4
11 スクリューネイバー 牡3芦 56

54 △城戸 義政松元 保氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 488－ 8 〃 クビ 97．0�
59 ダノングランツ 牡3青 56 藤岡 佑介�ダノックス 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 446＋ 2 〃 同着 33．2�
23 レ イ ノ 牡3鹿 56 M．デムーロ 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 482 ―1：37．3クビ 9．0�
47 マイネルカリスト 牡3黒鹿 56

53 ▲三津谷隼人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中村 均 青森 伊藤牧場 486＋ 21：38．25 356．8�

612 ジーニアスダンサー 牝3鹿 54 松山 弘平 �キャロットファーム 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 440 ― 〃 クビ 96．9�
24 ピサノブギーナイツ 牝3青鹿54 松田 大作市川義美ホール

ディングス� 池添 学 新ひだか 田中 裕之 464± 01：39．79 338．2�
714 アップスタイル 牝3栗 54 秋山真一郎 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 456 ―1：42．8大差 209．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，473，400円 複勝： 50，955，900円 枠連： 16，371，700円
馬連： 64，005，200円 馬単： 34，451，400円 ワイド： 41，034，200円
3連複： 90，911，000円 3連単： 116，055，500円 計： 446，258，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，570円 複 勝 � 1，140円 � 280円 � 140円 枠 連（3－8） 5，490円

馬 連 �� 27，800円 馬 単 �� 83，080円

ワ イ ド �� 7，490円 �� 3，530円 �� 510円

3 連 複 ��� 27，690円 3 連 単 ��� 400，660円

票 数

単勝票数 計 324734 的中 � 3430（11番人気）
複勝票数 計 509559 的中 � 8165（10番人気）� 42226（4番人気）� 134521（1番人気）
枠連票数 計 163717 的中 （3－8） 2310（18番人気）
馬連票数 計 640052 的中 �� 1784（42番人気）
馬単票数 計 344514 的中 �� 311（109番人気）
ワイド票数 計 410342 的中 �� 1336（47番人気）�� 2870（31番人気）�� 22453（4番人気）
3連複票数 計 909110 的中 ��� 2462（67番人気）
3連単票数 計1160555 的中 ��� 210（674番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．7―36．0―49．0―1：01．6―1：13．1―1：24．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オブリゲーション �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 カリズマティック デビュー 2015．12．6 中京4着

2013．4．19生 牡3鹿 母 カンシャノキモチ 母母 フラワーヒル 3戦1勝 賞金 6，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アップスタイル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年4月20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 ショウナンラテール号
※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。



07089 3月20日 晴 稍重 （28阪神1）第8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 ラスイエットロス 牝3鹿 54 和田 竜二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 久詞 新冠 ビッグレッドファーム 408－ 22：04．4 5．2�

23 シゲルクルマダイ 牡3鹿 56 国分 優作森中 蕃氏 福島 信晴 浦河 市川フアーム 444－ 4 〃 アタマ 4．4�
611 モ ン ト 牡3鹿 56 四位 洋文平山 靖氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 492＋ 22：04．5� 19．2�
11 ビービーブレスユー 牡3鹿 56

53 ▲荻野 極�坂東牧場 加用 正 日高 碧雲牧場 494－ 42：04．6クビ 20．7�
510 メーテルリンク 牡3鹿 56 小牧 太近藤 英子氏 中尾 秀正 伊達 宮井 孝典 490－ 2 〃 アタマ 2．9	
713 マ リ ネ リ ス 牝3鹿 54

51 ▲三津谷隼人 �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 410± 02：04．7� 63．0


47 トウシンスパーク 牡3黒鹿 56
55 ☆�島 克駿�サトー 浅見 秀一 新ひだか 岡田スタツド 404－ 6 〃 クビ 30．4�

12 オ ー パ �3鹿 56 中谷 雄太馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム B518＋182：04．8� 16．7�
35 ポケットチャーリー 牝3栗 54 幸 英明市川義美ホール

ディングス� 石橋 守 千歳 社台ファーム 420－ 4 〃 ハナ 9．1
36 アズマタックン 牡3青鹿56 松若 風馬東 哲次氏 加用 正 日高 下河辺牧場 472－122：05．11� 22．1�
815 ワ オ 牝3黒鹿54 菱田 裕二 Him Rock Racing 高橋 康之 浦河 �川 啓一 428＋ 22：05．41� 185．5�
816 ギ ャ ツ ビ ー 牡3栗 56 川田 将雅 �CHEVAL AT-

TACHE �島 一歩 浦河 村下 明博 444＋ 22：05．5� 14．5�
48 ジーベロニカ 牝3栗 54

53 ☆小崎 綾也�グランプリ 飯田 祐史 新ひだか 武 牧場 426－ 2 〃 クビ 106．0�
612 スターサンド 牡3栗 56 酒井 学窪田 康志氏 西園 正都 日高 下河辺牧場 500± 02：06．03 44．1�
59 ウインエンプレス 牝3栗 54

53 ☆中井 裕二�ウイン 飯田 雄三 新ひだか 伊藤 敏明 430＋ 22：06．21	 257．6�
714 ブラックインパクト 牝3鹿 54 蛯名 正義 Him Rock Racing 加用 正 日高 タバタファーム 430± 02：07．05 55．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，444，900円 複勝： 38，916，200円 枠連： 20，961，200円
馬連： 64，007，600円 馬単： 32，295，000円 ワイド： 40，013，300円
3連複： 93，815，400円 3連単： 114，621，400円 計： 430，075，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 190円 � 160円 � 420円 枠 連（2－2） 1，290円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 1，960円

ワ イ ド �� 420円 �� 1，470円 �� 1，510円

3 連 複 ��� 5，430円 3 連 単 ��� 25，250円

票 数

単勝票数 計 254449 的中 � 38555（3番人気）
複勝票数 計 389162 的中 � 53221（3番人気）� 77776（2番人気）� 18769（7番人気）
枠連票数 計 209612 的中 （2－2） 12502（4番人気）
馬連票数 計 640076 的中 �� 50078（3番人気）
馬単票数 計 322950 的中 �� 12330（5番人気）
ワイド票数 計 400133 的中 �� 26930（2番人気）�� 6675（16番人気）�� 6474（17番人気）
3連複票数 計 938154 的中 ��� 12954（17番人気）
3連単票数 計1146214 的中 ��� 3290（60番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．7―13．2―13．1―12．8―12．1―11．8―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．0―36．7―49．9―1：03．0―1：15．8―1：27．9―1：39．7―1：51．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．6―3F36．5
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ラスイエットロス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 フサイチコンコルド デビュー 2015．11．1 京都4着

2013．1．24生 牝3鹿 母 イットウリョウダン 母母 サクラユウビ 5戦1勝 賞金 7，400，000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。
（非抽選馬） 1頭 ロビーナ号

07090 3月20日 晴 重 （28阪神1）第8日 第6競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走12時45分 （ダート・右）

牝，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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

22 スノードリーム 牝3芦 54 川田 将雅三田 昌宏氏 高橋 義忠 日高 ナカノファーム B442＋ 41：24．5 3．4�
813 スーセントマリー 牝3鹿 54 岩田 康誠 �サンデーレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 488＋ 61：24．81� 5．4�
69 メイショウフレイヤ 牝3栗 54 松田 大作松本 好雄氏 飯田 祐史 様似 中脇 一幸 452－ 41：24．9� 17．6�
11 クロースフレンド 牝3黒鹿54 福永 祐一吉田 照哉氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 420－ 81：25．32� 7．7�
46 ジュエルメッセージ 牝3鹿 54 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 450＋ 21：25．51� 38．3	
45 メイショウマイカゼ 牝3黒鹿54 小牧 太松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 426－ 21：25．6クビ 41．6

34 ラタンドレス 牝3鹿 54 和田 竜二 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 450－ 21：25．7� 32．7�
58 スズカプリズム 牝3栗 54 松山 弘平永井 啓弍氏 橋田 満 新冠 岩見牧場 462－ 41：25．91� 29．6�
57 ノーブルスノー 牝3芦 54 D．バルジュー 吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 478－ 21：26．0� 13．6

（伊）

712 ライディングハイ 牝3鹿 54
51 ▲坂井 瑠星�下河辺牧場 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 470＋ 2 〃 ハナ 63．2�

610 サ ラ マ ン カ 牝3黒鹿54 松若 風馬 P.S．スライ氏 浜田多実雄 洞�湖 レイクヴィラファーム 500－ 2 〃 ハナ 8．1�
33 ダンツロビン 牝3鹿 54 高倉 稜山元 哲二氏 池添 兼雄 日高 長田ファーム 446－ 21：26．53 18．6�
814 アリアカンタービレ 牝3青鹿 54

53 ☆	島 克駿 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 高橋 康之 新ひだか 谷岡牧場 436－ 21：26．6クビ 5．8�

711 タガノミルキー 牝3芦 54
51 ▲森 裕太朗八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B436＋ 41：26．92 23．2�
（14頭）

売 得 金
単勝： 32，525，700円 複勝： 55，015，300円 枠連： 22，326，200円
馬連： 72，566，100円 馬単： 35，388，100円 ワイド： 46，449，900円
3連複： 106，091，200円 3連単： 125，750，700円 計： 496，113，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 170円 � 190円 � 360円 枠 連（2－8） 590円

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 2，660円

ワ イ ド �� 580円 �� 1，530円 �� 1，520円

3 連 複 ��� 7，900円 3 連 単 ��� 33，140円

票 数

単勝票数 計 325257 的中 � 75458（1番人気）
複勝票数 計 550153 的中 � 97716（1番人気）� 81623（2番人気）� 31282（7番人気）
枠連票数 計 223262 的中 （2－8） 29187（1番人気）
馬連票数 計 725661 的中 �� 39461（3番人気）
馬単票数 計 353881 的中 �� 9954（5番人気）
ワイド票数 計 464499 的中 �� 21772（2番人気）�� 7573（19番人気）�� 7610（18番人気）
3連複票数 計1060912 的中 ��� 10067（23番人気）
3連単票数 計1257507 的中 ��� 2751（81番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．6―12．0―11．9―12．5―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―35．0―47．0―58．9―1：11．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スノードリーム �
�
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 2015．7．5 函館4着

2013．2．18生 牝3芦 母 マルカジュリエット 母母 クルーピアレディー 7戦2勝 賞金 17，365，000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。



07091 3月20日 晴 重 （28阪神1）第8日 第7競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走13時15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

77 � 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± 01：52．1 3．2�
89 オースミラナキラ 牡4鹿 57 川島 信二�オースミ 荒川 義之 浦河 	川 啓一 500－141：52．31
 13．6�
55 オンワードハンター 牡5鹿 57

56 ☆小崎 綾也樫山 章子氏 村山 明 浦河 オンワード牧場 468± 01：52．83 18．3�
78 � エイシンハリケーン �4栗 57 福永 祐一�栄進堂 大久保龍志 米 Glennwood

Farm Inc 518－ 81：53．54 7．2�
11 イェドプリオル 牡4青鹿57 蛯名 正義�ノースヒルズ 高橋 康之 日高 高山 博 524＋ 21：53．6 4．9�
33 フィールドリアン 牡4黒鹿57 秋山真一郎地田 勝三氏 西園 正都 千歳 社台ファーム 476＋ 41：53．91 26．8	
66 エドノジョンソン 牡4鹿 57 柴田 未崎遠藤 喜松氏 梅田 智之 浦河 高松牧場 462＋ 81：54．21 196．2

810 ドリームタイド 牡4鹿 57 川田 将雅ライオンレースホース� 中村 均 新冠 つつみ牧場 524± 01：54．3
 2．8�
44 タイガーボス 牡4鹿 57 熊沢 重文伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 460－ 21：54．4 47．1�
22 メイショウクオン 牡4鹿 57

55 △城戸 義政松本 好氏 角田 晃一 日高 千葉飯田牧場 506－ 2 〃 クビ 16．3�
（10頭）

売 得 金
単勝： 33，197，600円 複勝： 40，839，600円 枠連： 14，752，800円
馬連： 71，786，000円 馬単： 39，796，800円 ワイド： 39，823，800円
3連複： 91，412，400円 3連単： 161，679，400円 計： 493，288，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 160円 � 410円 � 330円 枠 連（7－8） 290円

馬 連 �� 2，230円 馬 単 �� 3，910円

ワ イ ド �� 890円 �� 700円 �� 2，480円

3 連 複 ��� 7，100円 3 連 単 ��� 25，830円

票 数

単勝票数 計 331976 的中 � 82781（2番人気）
複勝票数 計 408396 的中 � 88861（2番人気）� 21533（7番人気）� 28338（6番人気）
枠連票数 計 147528 的中 （7－8） 39204（1番人気）
馬連票数 計 717860 的中 �� 24918（9番人気）
馬単票数 計 397968 的中 �� 7627（15番人気）
ワイド票数 計 398238 的中 �� 11671（11番人気）�� 15023（8番人気）�� 3945（27番人気）
3連複票数 計 914124 的中 ��� 9651（28番人気）
3連単票数 計1616794 的中 ��� 4537（95番人気）

ハロンタイム 12．9―10．7―12．4―12．6―12．3―12．7―12．7―12．7―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．6―36．0―48．6―1：00．9―1：13．6―1：26．3―1：39．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�タ イ マ ツ リ �
�
父 タイムパラドックス �

�
母父 パラダイスクリーク

2011．2．27生 牡5黒鹿 母 タ マ ヒ カ ル 母母 トーワナゴン 25戦1勝 賞金 24，120，000円
初出走 JRA ［他本会外：1戦1勝］

07092 3月20日 晴 稍重 （28阪神1）第8日 第8競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走13時50分 （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
1：44．5
1：43．9

良
良

711 フ ァ シ ー ノ 牡5鹿 57 松田 大作 �社台レースホース北出 成人 安平 追分ファーム 474＋101：47．7 6．0�
69 ダブルイーグル 牡8鹿 57 和田 竜二田邉 康子氏 西橋 豊治 むかわ フラット牧場 480＋ 2 〃 アタマ 49．4�
33 コスモアルドラ 牡4鹿 57 国分 恭介岡田 繁幸氏 水野 貴広 浦河 帰山 清貴 518－141：47．91� 89．2�
22 ノーブルルージュ 牝4黒鹿55 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 日高 門別牧場 452－ 21：48．0クビ 17．0�
813 アドマイヤキンカク 牡6鹿 57 岩田 康誠近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 440－ 4 〃 クビ 3．4�
11 プリメラアスール 牝4黒鹿 55

52 ▲森 裕太朗青木 照吉氏 鈴木 孝志 新ひだか 石川 栄一 498＋101：48．2	 18．3	
68 チャップリン 牡4黒鹿57 川田 将雅髙瀬 真尚氏 
島 一歩 浦河 村下 明博 488－ 21：48．3� 5．2

56 アルトゥーナ 牝5黒鹿55 秋山真一郎 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム 446＋ 6 〃 アタマ 38．3�
710 クールジョーカー 牡5黒鹿57 柴田 未崎小林竜太郎氏 梅田 智之 様似 髙村 伸一 442＋ 21：48．4	 98．1�
812 ロードグリッター 牡4栗 57 D．バルジュー ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 486－ 41：48．93 4．8�

（伊）

45 ミッキーカーニバル 牝4鹿 55 小牧 太野田みづき氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 476＋ 81：49．0� 6．8�
44 マルクナッテ 牝5栗 55

54 ☆
島 克駿小田切有一氏 谷 潔 新ひだか 木下牧場 438＋101：49．2	 166．2�
57 � サイバーロイド 牡5黒鹿57 松山 弘平山本 英俊氏 角居 勝彦 米

John D. Gunther, Eurow-
est Bloodstock Services
& Nicole Gunther

502－ 31：49．62� 14．5�
（13頭）

売 得 金
単勝： 34，257，200円 複勝： 53，144，000円 枠連： 21，623，300円
馬連： 87，149，100円 馬単： 42，434，800円 ワイド： 48，131，100円
3連複： 117，968，000円 3連単： 156，040，800円 計： 560，748，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 220円 � 920円 � 1，420円 枠 連（6－7） 1，660円

馬 連 �� 19，880円 馬 単 �� 26，880円

ワ イ ド �� 4，300円 �� 5，870円 �� 18，630円

3 連 複 ��� 271，390円 3 連 単 ��� 1，010，080円

票 数

単勝票数 計 342572 的中 � 45530（4番人気）
複勝票数 計 531440 的中 � 81220（2番人気）� 13481（10番人気）� 8507（11番人気）
枠連票数 計 216233 的中 （6－7） 10073（7番人気）
馬連票数 計 871491 的中 �� 3397（42番人気）
馬単票数 計 424348 的中 �� 1184（65番人気）
ワイド票数 計 481311 的中 �� 2905（39番人気）�� 2119（46番人気）�� 662（71番人気）
3連複票数 計1179680 的中 ��� 326（231番人気）
3連単票数 計1560408 的中 ��� 112（1135番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．4―12．0―12．0―11．7―11．8―12．3―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．2―34．6―46．6―58．6―1：10．3―1：22．1―1：34．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フ ァ シ ー ノ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．10．13 京都2着

2011．2．21生 牡5鹿 母 オリエントチャーム 母母 ニ キ ー ヤ 19戦3勝 賞金 42，064，000円
〔制裁〕 ファシーノ号の騎手松田大作は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7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。



07093 3月20日 晴 稍重 （28阪神1）第8日 第9競走 ��
��1，800�

す い た

吹 田 特 別
発走14時25分 （ダート・右）
4歳以上，1，000万円以下，27．3．21以降28．3．13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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

36 エアカミュゼ 牡5黒鹿57 M．デムーロ �ラッキーフィールド池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 508＋ 21：50．9 7．5�
59 ロイヤルパンプ 牡4栗 54 松若 風馬吉田 千津氏 長浜 博之 平取 稲原牧場 540± 01：51．11� 26．1�
612 スワーヴカイザー �5青 57 小牧 太�NICKS 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 538－121：51．42 5．0�
12 ルヴァンカー 牡5鹿 54 藤岡 佑介 �キャロットファーム 小崎 憲 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476－ 21：51．5	 22．0�
24 メイスンウォー 牡6鹿 54 松田 大作梅村 浩氏 小島 茂之 平取（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458－161：51．6クビ 80．5	
510 アドマイヤランディ 牡5栗 57 福永 祐一近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 524＋ 21：51．8	 2．5

611 カリスマサンタイム 牡6黒鹿53 小林 徹弥畔柳 年言氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 518＋12 〃 アタマ 354．2�
35 フクノグリュック 牡4鹿 54 松山 弘平福島 祐子氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社

ケイズ 504－ 81：51．9	 30．0�
48 オ ル ナ 牡4鹿 56 川田 将雅�ノースヒルズ 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 508－ 61：52．0クビ 4．7
23 ブルーボサノヴァ 牝5栗 52 酒井 学 �ブルーマネジメント和田 雄二 新冠 川上牧場 490－ 81：52．1
 55．9�
47 スズカウラノス 牡7鹿 54 国分 恭介永井 啓弍氏 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 472－ 41：52．2	 33．4�
815 カフジスター 牡5青鹿53 幸 英明加藤 守氏 湯窪 幸雄 日高 シンボリ牧場 B468＋101：52．3	 188．6�
11 ショウナンハルカス 牡4黒鹿54 蛯名 正義国本 哲秀氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 486＋ 21：52．61	 25．2�
714� メジャーシップ 牡5鹿 54 高倉 稜阿部榮乃進氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 490－ 81：52．81 127．8�
713 キングルアウ 牡4鹿 54 岩田 康誠 �社台レースホース奥村 豊 安平 追分ファーム B500± 0 〃 クビ 16．2�
816 ジュエルメーカー 牝4黒鹿52 小崎 綾也前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 502＋ 81：53．43
 68．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，697，400円 複勝： 73，001，500円 枠連： 29，582，600円
馬連： 128，695，600円 馬単： 59，039，100円 ワイド： 71，372，800円
3連複： 184，601，400円 3連単： 245，629，800円 計： 837，620，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 260円 � 660円 � 200円 枠 連（3－5） 700円

馬 連 �� 10，820円 馬 単 �� 18，680円

ワ イ ド �� 2，930円 �� 880円 �� 2，670円

3 連 複 ��� 19，200円 3 連 単 ��� 143，150円

票 数

単勝票数 計 456974 的中 � 48383（4番人気）
複勝票数 計 730015 的中 � 73515（4番人気）� 23688（10番人気）� 111814（3番人気）
枠連票数 計 295826 的中 （3－5） 32384（3番人気）
馬連票数 計1286956 的中 �� 9217（33番人気）
馬単票数 計 590391 的中 �� 2370（51番人気）
ワイド票数 計 713728 的中 �� 6149（32番人気）�� 21815（7番人気）�� 6741（29番人気）
3連複票数 計1846014 的中 ��� 7210（57番人気）
3連単票数 計2456298 的中 ��� 1244（381番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―12．7―12．3―12．4―12．2―12．0―12．5―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．7―36．4―48．7―1：01．1―1：13．3―1：25．3―1：37．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エアカミュゼ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．9．15 阪神8着

2011．2．23生 牡5黒鹿 母 ツィンクルヴェール 母母 ツィンクルブライド 19戦4勝 賞金 56，314，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 タムロミラクル号・デモニオ号
（非抽選馬） 6頭 ココ号・シンゼンガンプ号・スターソード号・ドラゴンビューティ号・ヒラボククラウン号・フミノインパルス号

07094 3月20日 晴 良 （28阪神1）第8日 第10競走 ��
��2，000�

た じ ま

但馬ステークス
発走15時00分 （芝・右）
4歳以上，1，600万円以下，27．3．21以降28．3．13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 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

55 フェイマスエンド 牡5栗 55 川田 将雅 �シルクレーシング �島 一歩 新冠 中村農場 480－ 42：02．4 3．9�
67 タイセイアプローズ 牡4鹿 54 松山 弘平田中 成奉氏 宮本 博 日高 ナカノファーム 472＋ 62：02．5� 33．5�
79 ピースオブジャパン 牡4栗 55 �島 克駿小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 B492＋ 82：02．6クビ 16．9�
11 レッドソロモン 牡4鹿 56 福永 祐一 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム B486－ 6 〃 ハナ 4．9�
811 アッシュゴールド 牡4栗 54 藤岡 佑介 �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 456＋ 4 〃 アタマ 32．4	
78 シャドウダンサー 牡5黒鹿57 M．デムーロ飯塚 知一氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 506± 02：02．92 3．2

22 レッドルーラー 牡6鹿 55 菱田 裕二 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 486－ 2 〃 ハナ 10．6�
33 グッドスピリッツ 	5鹿 54 川須 栄彦杉立 恭平氏 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム 442－162：03．0� 19．0�
810 マイネグレヴィル 牝5鹿 53 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム 464－ 8 〃 ハナ 6．9
44 ショウナンバーキン 牝6青 52 松若 風馬国本 哲秀氏 中村 均 新ひだか 静内フアーム 472± 0 〃 ハナ 19．1�
66 トウカイオーロラ 牡9黒鹿53 秋山真一郎内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 488± 02：03．1クビ 54．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 54，006，600円 複勝： 84，004，900円 枠連： 28，844，000円
馬連： 161，310，800円 馬単： 75，912，900円 ワイド： 76，795，000円
3連複： 210，219，600円 3連単： 331，536，700円 計： 1，022，630，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 180円 � 650円 � 360円 枠 連（5－6） 5，800円

馬 連 �� 5，890円 馬 単 �� 9，110円

ワ イ ド �� 1，750円 �� 940円 �� 5，230円

3 連 複 ��� 22，370円 3 連 単 ��� 91，350円

票 数

単勝票数 計 540066 的中 � 110158（2番人気）
複勝票数 計 840049 的中 � 157675（2番人気）� 27890（9番人気）� 56366（6番人気）
枠連票数 計 288440 的中 （5－6） 3850（21番人気）
馬連票数 計1613108 的中 �� 21197（24番人気）
馬単票数 計 759129 的中 �� 6244（37番人気）
ワイド票数 計 767950 的中 �� 11233（24番人気）�� 21709（12番人気）�� 3661（45番人気）
3連複票数 計2102196 的中 ��� 7046（70番人気）
3連単票数 計3315367 的中 ��� 2631（317番人気）

ハロンタイム 12．7―12．1―13．0―12．3―12．1―12．8―12．2―11．6―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．8―37．8―50．1―1：02．2―1：15．0―1：27．2―1：38．8―1：50．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フェイマスエンド �
�
父 シルクフェイマス �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2014．1．6 京都7着

2011．3．31生 牡5栗 母 シルキーウィズ 母母 グレイスカップ 20戦5勝 賞金 75，872，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔発走状況〕 レッドソロモン号・グッドスピリッツ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

２レース目



07095 3月20日 晴 良 （28阪神1）第8日 第11競走 ��
��3，000�第64回阪 神 大 賞 典（ＧⅡ）

発走15時35分 （芝・右）
4歳以上；負担重量は，4歳55�5歳以上56�，牝馬2�減，27．3．21以降GⅠ競走（牝
馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除
く）1着馬1�増，27．3．20以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳
時の成績を除く）

兵庫県知事賞・京阪神ビルディング株式会社賞（1着）
賞 品

本 賞 67，000，000円 27，000，000円 17，000，000円 10，000，000円 6，700，000円
付 加 賞 770，000円 220，000円 110，000円 � コースレコード

中央レコード
3：02．5
3：01．0

良
良

811 シュヴァルグラン 牡4栗 55 福永 祐一佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 470－103：05．8 3．0�
66 タンタアレグリア 牡4栗 55 蛯名 正義�G1レーシング 国枝 栄 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478± 03：06．22� 5．1�
22 アドマイヤデウス 牡5栗 57 岩田 康誠近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 490＋ 23：06．73 4．1�
79 タマモベストプレイ 牡6栗 56 D．バルジュータマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 488± 03：06．8クビ 72．1�

（伊）

55 マイネルメダリスト 牡8鹿 56 和田 竜二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田中 清隆 新冠 新冠伊藤牧場 B492－12 〃 ハナ 65．9�

11 カレンミロティック 	8栗 56 秋山真一郎鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 460＋ 83：06．9
 9．5	
33 トーホウジャッカル 牡5栗 57 M．デムーロ東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 504＋183：07．85 3．5

67 カ ム フ ィ ー 牡7黒鹿56 川田 将雅清水 二朗氏 池上 昌和 池田 新田牧場 454－123：08．54 29．9�
44 アドマイヤフライト 牡7鹿 56 藤岡 佑介近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 538－ 23：09．77 40．2�
810 サイモントルナーレ 牡10栗 56 幸 英明澤田 昭紀氏 田中 清隆 日高 ヤナガワ牧場 460－ 83：10．02 388．9
78 ストロベリーキング 	5黒鹿56 水口 優也田頭 勇貴氏 崎山 博樹 浦河 杵臼牧場 470－ 43：10．85 118．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 172，907，400円 複勝： 194，086，000円 枠連： 76，410，300円
馬連： 576，829，400円 馬単： 289，112，100円 ワイド： 224，438，900円
3連複： 788，655，500円 3連単： 1，694，321，300円 計： 4，016，760，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 110円 � 140円 � 130円 枠 連（6－8） 570円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，150円

ワ イ ド �� 260円 �� 230円 �� 300円

3 連 複 ��� 810円 3 連 単 ��� 3，310円

票 数

単勝票数 計1729074 的中 � 453032（1番人気）
複勝票数 計1940860 的中 � 498603（1番人気）� 320476（3番人気）� 381279（2番人気）
枠連票数 計 764103 的中 （6－8） 103295（1番人気）
馬連票数 計5768294 的中 �� 666797（2番人気）
馬単票数 計2891121 的中 �� 188510（2番人気）
ワイド票数 計2244389 的中 �� 217288（2番人気）�� 261118（1番人気）�� 179304（4番人気）
3連複票数 計7886555 的中 ��� 729388（1番人気）
3連単票数 計16943213 的中 ��� 370579（2番人気）

ハロンタイム 13．0―11．6―12．5―12．2―12．3―12．2―12．6―13．7―13．3―12．6―12．3―11．9―11．6―11．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
13．0―24．6―37．1―49．3―1：01．6―1：13．8―1：26．4―1：40．1―1：53．4―2：06．0―2：18．3―2：30．2

2，600� 2，800�
―2：41．8―2：53．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シュヴァルグラン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Machiavellian デビュー 2014．9．21 阪神2着

2012．3．14生 牡4栗 母 ハルーワスウィート 母母 ハルーワソング 12戦5勝 賞金 152，503，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりシュヴァルグラン号は，天皇賞（春）（GⅠ）競走に優先出走できる。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

07096 3月20日 晴 稍重 （28阪神1）第8日 第12競走 ��
��1，400�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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

815 リリーウイナー 牡4鹿 57 秋山真一郎土井 孝夫氏 平田 修 日高 下河辺牧場 524± 01：24．0 5．1�
713 ペプチドウォヘッド 牡4鹿 57 四位 洋文沼川 一彦氏 木原 一良 浦河 杵臼牧場 462－ 61：24．1� 6．0�
34 マズルファイヤー 牡6青鹿57 岩田 康誠 �キャロットファーム 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 554－121：24．2クビ 6．2�
611 マイネルヴォーダン 牡4栗 57 D．バルジュー �サラブレッドクラブ・ラフィアン 伊藤 圭三 新ひだか 三木田牧場 B514－ 81：24．41	 87．3�

（伊）

11 アイファーサンディ 牡4鹿 57
55 △城戸 義政中島 稔氏 加藤 敬二 新ひだか 野表 篤夫 468＋ 21：24．5クビ 16．5	

59 アイアムナチュラル 牡5鹿 57 松若 風馬堀 紘一氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 536＋ 4 〃 クビ 17．8

46 シ ン ダ ー ズ 牝4青鹿55 幸 英明 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 446－18 〃 ハナ 75．5�
23 メイショウルンバ 牝5栗 55 武 幸四郎松本 好雄氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 478－ 41：24．71 24．2�
712 ハニードント 牝5栗 55 福永 祐一薪浦 亨氏 梅田 智之 安平 吉田 三郎 454－ 41：25．01� 22．3
22 サンライズマーチ 牡6鹿 57 M．デムーロ松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 486－ 4 〃 ハナ 5．1�
35 
 ジョディーズロマン 牝6栗 55 国分 優作 �ローレルレーシング 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 448－101：25．1クビ 335．0�
58 ハナズインパルス 牝6黒鹿55 小牧 太M．タバート氏 牧浦 充徳 新冠 松浦牧場 484＋ 4 〃 ハナ 131．6�
47 � ドリームキラリ 牡4青 57

54 ▲坂井 瑠星ライオンレースホース� 矢作 芳人 米 Colts Neck
Stables LLC 480－101：25．52	 27．7�

610 ガ ロ フ ァ ノ 牝4栗 55 蛯名 正義前田 幸治氏 高橋 康之 新冠 株式会社
ノースヒルズ 462－ 41：25．92	 62．7�

814 サウススターマン 牡5黒鹿 57
56 ☆�島 克駿南波 壽氏 加用 正 新冠 武田 修一 490－ 61：26．21� 4．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 65，502，000円 複勝： 99，441，400円 枠連： 50，737，600円
馬連： 222，097，400円 馬単： 79，166，300円 ワイド： 95，843，800円
3連複： 267，902，400円 3連単： 383，589，700円 計： 1，264，280，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 170円 � 200円 � 200円 枠 連（7－8） 600円

馬 連 �� 1，870円 馬 単 �� 3，550円

ワ イ ド �� 700円 �� 650円 �� 830円

3 連 複 ��� 3，960円 3 連 単 ��� 22，170円

票 数

単勝票数 計 655020 的中 � 101467（2番人気）
複勝票数 計 994414 的中 � 158413（2番人気）� 122396（4番人気）� 129714（3番人気）
枠連票数 計 507376 的中 （7－8） 64516（2番人気）
馬連票数 計2220974 的中 �� 97678（7番人気）
馬単票数 計 791663 的中 �� 16717（16番人気）
ワイド票数 計 958438 的中 �� 35180（7番人気）�� 38480（6番人気）�� 29021（9番人気）
3連複票数 計2679024 的中 ��� 50726（8番人気）
3連単票数 計3835897 的中 ��� 12543（54番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．2―11．8―12．0―12．5―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．9―34．1―45．9―57．9―1：10．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．9―3F38．1
3 ・（9，15）11（12，14）－4，7（1，3）10，2，6－（5，8）13 4 ・（9，15）（12，11，14）（1，4）3（6，2）10（7，5，8）－13
市場取引馬

勝馬の
紹 介

リリーウイナー �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 Halo デビュー 2014．10．12 東京2着

2012．4．8生 牡4鹿 母 スリーソウツ 母母 Three Secrets 9戦3勝 賞金 33，500，000円
※出走取消馬 サンライズウェイ号（疾病〔左前肢フレグモーネ〕のため）
※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） 1頭 メイショウヒコボシ号
（非抽選馬） 4頭 カメット号・キタサンウンゲツ号・ラブミークン号・ランドスター号
※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。

４レース目



（28阪神1）第8日 3月20日 （祝日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 170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

300，840，000円
2，530，000円
7，580，000円
1，950，000円
34，800，000円
68，782，000円
4，607，000円
1，632，000円

勝馬投票券売得金
572，597，900円
882，860，600円
326，293，900円
1，612，051，500円
794，962，300円
791，700，300円
2，198，765，000円
3，715，685，600円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 10，894，917，100円

総入場人員 23，656名 （有料入場人員 22，571名）



平成28年度 第1回阪神競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，317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

2，038，520，000円
15，180，000円
59，880，000円
13，640，000円
224，410，000円
525，985，500円
38，036，200円
12，643，200円

勝馬投票券売得金
4，040，181，200円
7，085，438，000円
2，307，237，400円
10，774，200，700円
5，287，388，900円
5，322，590，700円
14，626，141，300円
23，739，269，000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 73，182，447，200円

総入場延人員 125，373名 （有料入場延人員 118，396名）
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