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07037 3月5日 晴 良 （29阪神1）第4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

713 ファームフェイス 牝3鹿 54 M．デムーロ�G1レーシング 笹田 和秀 安平 追分ファーム 472± 01：25．4 1．9�
59 ヤ サ シ サ 牝3鹿 54 浜中 俊佐久間拓士氏 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 490＋ 81：25．71� 3．7�
34 ピ カ ロ 牝3鹿 54

51 ▲森 裕太朗山口 敦広氏 鈴木 孝志 新冠 大狩部牧場 440－ 21：25．91� 11．1�
22 ティアドーロ 牝3芦 54 松若 風馬 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 吉田 直弘 浦河 宮内牧場 472－ 2 〃 クビ 17．9�
610 スーサンゴー 牝3鹿 54 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 446－ 21：26．0クビ 8．0�
23 ダノンコスモス 牝3栗 54 中谷 雄太�ダノックス 高橋 康之 日高 白井牧場 474－101：26．1� 122．0	
11 ベルエシャンス 牝3黒鹿54 丸山 元気新井 康司氏 森 秀行 新ひだか 坂本 智広 B442－ 41：26．2� 60．8

58 マルムーティエ 牝3鹿 54 松山 弘平 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 460± 01：26．62� 28．8�
712 サンチャゴボラーレ 牝3栗 54 �島 良太�ヤナガワ牧場 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 480＋ 41：26．7クビ 50．7
814 シャプレドサクレ 牝3栗 54 岩田 康誠吉田 勝己氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 496－ 61：27．02 13．0�
35 ヤマニンフィオレロ 牝3鹿 54

51 ▲富田 暁土井 薫氏 浅見 秀一 日高 道見牧場 466＋ 41：27．21� 180．0�
46 ヌーディストビーチ 牝3芦 54 水口 優也山上 和良氏 目野 哲也 浦河 笹地牧場 496＋ 51：27．52 310．3�
611 トーホウボニータ 牝3芦 54 高倉 稜東豊物産� 崎山 博樹 新ひだか 前川 正美 418－ 4 〃 ハナ 551．8�
815 オロマップレディ 牝3黒鹿54 幸 英明�谷川牧場 高橋 義忠 浦河 谷川牧場 474－ 21：27．71 55．5�
47 ニホンピロカーラ 牝3黒鹿54 菱田 裕二小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 福岡 清 408－ 41：27．91� 280．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 30，489，900円 複勝： 42，085，300円 枠連： 25，668，100円
馬連： 61，539，500円 馬単： 31，876，200円 ワイド： 37，867，900円
3連複： 86，817，500円 3連単： 122，317，300円 計： 438，661，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 130円 � 200円 枠 連（5－7） 200円

馬 連 �� 330円 馬 単 �� 480円

ワ イ ド �� 180円 �� 450円 �� 380円

3 連 複 ��� 920円 3 連 単 ��� 2，870円

票 数

単勝票数 計 304899 的中 � 127511（1番人気）
複勝票数 計 420853 的中 � 125246（1番人気）� 89110（2番人気）� 37200（4番人気）
枠連票数 計 256681 的中 （5－7） 97210（1番人気）
馬連票数 計 615395 的中 �� 142395（1番人気）
馬単票数 計 318762 的中 �� 49761（1番人気）
ワイド票数 計 378679 的中 �� 64386（1番人気）�� 18699（5番人気）�� 23137（4番人気）
3連複票数 計 868175 的中 ��� 70722（2番人気）
3連単票数 計1223173 的中 ��� 30842（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．6―35．4―47．7―1：00．1―1：12．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファームフェイス �
�
父 タートルボウル �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2016．7．31 新潟3着

2014．3．3生 牝3鹿 母 リープオブフェイス 母母 ラバヤデール 6戦1勝 賞金 13，300，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
※出走取消馬 ラガーユミリン号（疾病〔右後肢跛行〕のため）

07038 3月5日 晴 良 （29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

611 スワーヴノートン 牡3鹿 56 岩田 康誠�NICKS 須貝 尚介 日高 下河辺牧場 B482－ 21：12．8 4．3�
713 ヒロシゲスマート 牡3鹿 56 小牧 太阿尾 浩和氏 作田 誠二 浦河 安藤牧場 462± 01：13．33 19．7�
612 メイショウクジャク 牝3栗 54 池添 謙一松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 本巣 敦 430－101：13．4クビ 46．1�
24 エイドローン 牝3青鹿54 幸 英明 �カナヤマホール

ディングス 鈴木 孝志 浦河 谷口牧場 478－ 61：13．61� 2．4�
36 エイシンスプリーム 牡3黒鹿56 和田 竜二�栄進堂 田所 秀孝 浦河 栄進牧場 504± 01：14．02� 4．3�
12 サンレイハリケーン 牝3栗 54

51 ▲三津谷隼人永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか グランド牧場 418－121：14．21� 46．5	
816 タガノアメニティー 牝3鹿 54 高倉 稜八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 458－ 41：14．51	 45．6

48 テイエムアレグレス 牡3栗 56 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 カミイスタット 472＋ 2 〃 ハナ 302．4�
815 ハギノカンタービレ 牝3鹿 54

51 ▲森 裕太朗日隈 良江氏 松永 幹夫 新冠 株式会社
ノースヒルズ 416－ 21：14．71� 83．8�

59 クラシカルレディ 牝3黒鹿54 浜中 俊 �友駿ホースクラブ 牧田 和弥 新ひだか 幌村牧場 414－181：14．91� 10．0
510 シゲルエゾシカ 牝3栗 54 
島 良太森中 蕃氏 飯田 祐史 浦河 村下 貞憲 446－ 41：15．32� 180．8�
714 クリノワシントン 牡3栗 56 太宰 啓介栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 428－ 21：15．4� 122．8�
23 ト モ ダ チ 牡3黒鹿56 松若 風馬小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 472－ 41：15．61� 10．1�
11 カシノルーティン 牡3鹿 56

55 ☆義 英真柏木 務氏 松下 武士 鹿児島 柏木 務 420± 01：16．23� 373．4�
47 メイショウミチシオ 牡3栗 56 松山 弘平松本 好雄氏 池添 学 浦河 三嶋牧場 440 ―1：17．05 29．2�
35 クラッシーデイム 牝3青鹿54 水口 優也山上 和良氏 坂口 正則 浦河 南部 功 B480± 01：17．63� 432．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，466，700円 複勝： 33，690，300円 枠連： 13，126，900円
馬連： 47，604，500円 馬単： 24，789，200円 ワイド： 30，973，000円
3連複： 65，963，000円 3連単： 84，690，700円 計： 327，304，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 200円 � 500円 � 1，190円 枠 連（6－7） 2，190円

馬 連 �� 2，670円 馬 単 �� 4，200円

ワ イ ド �� 910円 �� 2，960円 �� 6，300円

3 連 複 ��� 31，230円 3 連 単 ��� 98，390円

票 数

単勝票数 計 264667 的中 � 48735（3番人気）
複勝票数 計 336903 的中 � 53595（2番人気）� 16424（6番人気）� 6220（10番人気）
枠連票数 計 131269 的中 （6－7） 4634（9番人気）
馬連票数 計 476045 的中 �� 13780（11番人気）
馬単票数 計 247892 的中 �� 4426（17番人気）
ワイド票数 計 309730 的中 �� 9169（9番人気）�� 2651（27番人気）�� 1231（46番人気）
3連複票数 計 659630 的中 ��� 1584（74番人気）
3連単票数 計 846907 的中 ��� 624（254番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―11．8―12．0―12．1―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．7―35．5―47．5―59．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スワーヴノートン �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2016．10．30 東京3着

2014．3．12生 牡3鹿 母 ツルマルハロー 母母 スリーソウツ 4戦1勝 賞金 6，800，000円
〔発走状況〕 クラッシーデイム号は，枠内駐立不良〔突進〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウミチシオ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年4月5日まで平地

競走に出走できない。
クラッシーデイム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年5月5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 タイセイフィナール号
（非抽選馬） 1頭 ジッテ号

第１回 阪神競馬 第４日



07039 3月5日 晴 良 （29阪神1）第4日 第3競走 ��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

35 ナムラスパルタクス 牡3黒鹿56 幸 英明奈村 信重氏 目野 哲也 日高 ナカノファーム 458± 01：53．9 2．5�
59 スズカブルグ 牡3栗 56

53 ▲森 裕太朗永井 啓弍氏 藤沢 則雄 平取 二風谷ファーム 502－ 41：54．0� 75．1�
714 ワンダーラジャ 牡3栗 56 松山 弘平山本 信行氏 沖 芳夫 浦河 秋場牧場 494－ 41：54．31� 48．5�
36 オ ル ト ロ ス 牡3鹿 56 中谷 雄太 �サンデーレーシング 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 508＋ 2 〃 アタマ 5．5�
816 アウラマイスター 牡3鹿 56 池添 謙一岡 浩二氏 大根田裕之 新ひだか 木田牧場 506－ 2 〃 クビ 3．3�
12 キ ャ ラ バ ン �3栗 56 岩田 康誠馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 480－ 61：55．25 28．6	
11 スズカフューラー 牡3栗 56

55 ☆義 英真永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 420± 01：55．3� 42．9

510 サンジェルヴェ 牡3青鹿56 松若 風馬 �社台レースホース浜田多実雄 安平 追分ファーム 462＋ 2 〃 クビ 48．0�
611 ジューンスキント 牡3栗 56 水口 優也吉川 潤氏 崎山 博樹 新ひだか シンボリ牧場 464－ 61：55．51� 13．8�
713 ミラクルシップ 牡3鹿 56 国分 恭介合同会社小林英一

ホールディングス 西村 真幸 日高 出口牧場 B480＋ 21：55．6� 73．8
815 ハンズスミス 牡3鹿 56 丸山 元気永山 勝敏氏 西村 真幸 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 B450＋ 21：55．81 61．0�
24 レ ラ ン パ ゴ 牡3黒鹿 56

53 ▲富田 暁名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 高橋 修 490＋ 41：55．9� 62．8�
47 メイショウゴウキ �3黒鹿56 高倉 稜松本 和子氏 沖 芳夫 安平 	橋本牧場 486－141：56．21� 124．9�
612 ペ イ バ ッ ク 牡3黒鹿56 菱田 裕二小笹 公也氏 清水 久詞 日高 ヤナガワ牧場 478－ 41：56．3� 24．0�
48 ショウナンパルミラ 牡3黒鹿56 浜中 俊国本 哲秀氏 梅田 智之 日高 木村牧場 486－ 81：57．68 13．7�
23 デンコウグロリアス 牡3鹿 56 太宰 啓介田中 康弘氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 478＋ 21：58．66 40．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，450，400円 複勝： 34，983，000円 枠連： 24，538，300円
馬連： 55，192，800円 馬単： 26，672，400円 ワイド： 35，607，400円
3連複： 73，741，800円 3連単： 92，093，600円 計： 366，279，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 150円 � 1，310円 � 980円 枠 連（3－5） 3，300円

馬 連 �� 14，700円 馬 単 �� 22，220円

ワ イ ド �� 4，010円 �� 1，730円 �� 50，320円

3 連 複 ��� 195，420円 3 連 単 ��� 580，590円

票 数

単勝票数 計 234504 的中 � 73731（1番人気）
複勝票数 計 349830 的中 � 91208（1番人気）� 5301（14番人気）� 7263（10番人気）
枠連票数 計 245383 的中 （3－5） 5749（10番人気）
馬連票数 計 551928 的中 �� 2908（35番人気）
馬単票数 計 266724 的中 �� 900（56番人気）
ワイド票数 計 356074 的中 �� 2287（36番人気）�� 5422（14番人気）�� 179（118番人気）
3連複票数 計 737418 的中 ��� 283（261番人気）
3連単票数 計 920936 的中 ��� 115（973番人気）

ハロンタイム 13．1―10．9―13．0―12．4―12．6―12．9―13．0―13．0―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．0―37．0―49．4―1：02．0―1：14．9―1：27．9―1：40．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．9―3F39．0
1
3
15，16（3，5）（2，6）11（1，12）4，8，9，13，10，14，7
15，16，5（3，2，6）（1，11，12）－（4，8，13）9，10，14－7

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

勝馬の
紹 介

ナムラスパルタクス �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 ニホンピロウイナー デビュー 2016．7．24 中京12着

2014．2．17生 牡3黒鹿 母 ストロングソレイユ 母母 リ ミ ウ ッ ド 9戦1勝 賞金 12，100，000円
〔発走状況〕 デンコウグロリアス号は，枠入り不良。
※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 アドマイヤトリプル号・マイネルブロッケン号

07040 3月5日 晴 良 （29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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

611 ヴァリーゲイト 牡3栗 56 小牧 太村上 稔氏 大橋 勇樹 浦河 浦河育成牧場 478 ―1：26．1 23．4�
47 タガノリアン 牝3鹿 54

53 ☆義 英真八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 456 ―1：26．31 11．2�

36 � エイシンクリッパー 牝3鹿 54 武 豊�栄進堂 松元 茂樹 愛 H. K. Ei-
shindo 442 ―1：26．72� 1．6�

612 スエルテミノル 牝3鹿 54 松若 風馬吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 436 ― 〃 クビ 12．7�
35 クロフネジョウ 牝3黒鹿54 菱田 裕二河内 孝夫氏 岡田 稲男 新冠 中地 康弘 466 ―1：27．02 11．4�
23 モズフレミントン 牡3鹿 56 中谷 雄太 �キャピタル・システム 矢作 芳人 日高 目黒牧場 456 ―1：27．1� 19．8	
714� アイスパステル 牝3鹿 54 和田 竜二吉田 和美氏 藤原 英昭 米 Dr. Masa-

take Iida 474 ―1：27．2	 29．6

713 セクシーモーション 牝3鹿 54 幸 英明堀 祥子氏 西村 真幸 新ひだか 松田牧場 454 ―1：27．41 21．3�
815 オ リ ヴ ァ ー 牡3芦 56 太宰 啓介飯田 正剛氏 野中 賢二 新ひだか 千代田牧場 456 ―1：28．14 32．5�
24 メイショウアワジ 牡3鹿 56

53 ▲森 裕太朗松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 浦河日成牧場 458 ―1：28．84 18．2
510 ザンテツケン 牡3栗 56 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 浦河 
川 啓一 520 ― 〃 クビ 10．6�
11 カリエスフリー 牝3芦 54 
島 良太三宅 勝俊氏 飯田 雄三 日高 碧雲牧場 442 ―1：29．22� 153．6�
816 ヤマニンレガトゥス 牡3鹿 56

53 ▲富田 暁土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 482 ―1：29．41� 99．7�
59 メッサーマイスター 牡3鹿 56

53 ▲三津谷隼人�G1レーシング 矢作 芳人 安平 追分ファーム 478 ―1：29．72 132．5�
12 シセイアカリ 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣猪苗代 勇氏 北出 成人 日高 白井牧場 434 ―1：31．19 161．4�
48 クリノカッシミー 牝3鹿 54 大下 智栗本 博晴氏 作田 誠二 平取 二風谷ファーム 490 ―1：32．48 353．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，200，200円 複勝： 41，165，500円 枠連： 15，269，100円
馬連： 47，092，100円 馬単： 30，858，900円 ワイド： 31，827，900円
3連複： 61，576，000円 3連単： 92，276，900円 計： 350，266，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，340円 複 勝 � 470円 � 260円 � 110円 枠 連（4－6） 4，550円

馬 連 �� 10，250円 馬 単 �� 27，320円

ワ イ ド �� 2，710円 �� 870円 �� 450円

3 連 複 ��� 5，170円 3 連 単 ��� 81，580円

票 数

単勝票数 計 302002 的中 � 10301（9番人気）
複勝票数 計 411655 的中 � 12025（10番人気）� 25951（4番人気）� 195189（1番人気）
枠連票数 計 152691 的中 （4－6） 2598（13番人気）
馬連票数 計 470921 的中 �� 3559（31番人気）
馬単票数 計 308589 的中 �� 847（66番人気）
ワイド票数 計 318279 的中 �� 2803（32番人気）�� 9273（9番人気）�� 19766（3番人気）
3連複票数 計 615760 的中 ��� 8928（18番人気）
3連単票数 計 922769 的中 ��� 820（220番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．8―12．4―12．6―12．6―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．8―35．6―48．0―1：00．6―1：13．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴァリーゲイト �
�
父 トビーズコーナー �

�
母父 スペシャルウィーク 初出走

2014．4．30生 牡3栗 母 ケイアイミサイル 母母 サラトガワールド 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリノカッシミー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年4月5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13頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）13頭 アルバリサ号・ヴァルキリー号・カルトデュモンド号・カンティレーナ号・サトノレーヌ号・スズカビーバ号・

バックファイヤー号・ビートイット号・フェアチャイルド号・ブラボーミネルバ号・メイショウナンバー号・
ワンダーセトラ号・ワールドオンライン号



07041 3月5日 晴 良 （29阪神1）第4日 第5競走 ��
��1，800�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
1：44．5
1：43．9

良
良

46 アドミラブル 牡3鹿 56 松若 風馬近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 514－ 61：45．8 5．4�
815 メルヴィンカズマ 牡3黒鹿56 M．デムーロ 合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 470－ 41：46．22� 2．0�
11 ジュンハーツ 牝3黒鹿54 四位 洋文河合 純二氏 友道 康夫 千歳 増尾牧場 516 ―1：47．15 9．2�
59 � ホワイトドラゴン 牡3白 56 幸 英明窪田 康志氏 	島 一歩 米 Patchen Wilkes

Farm, LLC 496－ 6 〃 クビ 6．5�
713 アストロノート 牝3鹿 54 松山 弘平 �キャロットファーム 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 408± 0 〃 ハナ 47．5�
35 スパイクナード 牝3黒鹿54 武 豊今西 和雄氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 424± 01：47．2� 8．0	
712 ユキノタイガ 牡3芦 56

53 ▲富田 暁村上 幸三氏 木原 一良 新冠 樋渡 志尚 500－ 41：48．15 215．0

610� ソニックアロー 牡3栗 56 和田 竜二大野 照旺氏 浜田多実雄 米

Machmer Hall,
Carrie Brogden
& Craig Brogden

516－ 21：48．31
 13．3�
47 ケ ル ビ ン 牡3鹿 56 丸山 元気野嶋 祥二氏 羽月 友彦 新ひだか 本桐牧場 488－ 61：48．83 99．0�
814 マイネルシルバリー 牡3芦 56

53 ▲三津谷隼人 サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 新ひだか グランド牧場 B504＋101：48．9� 108．5�

34 ダイシングレート 牡3黒鹿56 小牧 太大八木信行氏 梅田 智之 新冠 隆栄牧場 488＋ 21：49．0クビ 176．5�
22 テーオーメーテル 牝3鹿 54 浜中 俊小笹 公也氏 清水 久詞 日高 ヤナガワ牧場 482± 01：49．21� 16．9�
58 テイエムキャラバン 牡3黒鹿56 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 浦河 大北牧場 486± 01：49．62 129．8�
23 スパイダーロック 牡3黒鹿56 菱田 裕二下河�美智子氏 石橋 守 日高 下河辺牧場 506 ―1：49．81� 211．2�
611 スカイリモーネ 牝3鹿 54 	島 良太岩﨑 僖澄氏 西橋 豊治 浦河 市川牧場 440－ 21：50．97 360．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 34，727，000円 複勝： 55，873，500円 枠連： 13，604，800円
馬連： 63，246，800円 馬単： 35，660，300円 ワイド： 40，167，300円
3連複： 81，654，000円 3連単： 126，736，900円 計： 451，670，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 190円 � 110円 � 270円 枠 連（4－8） 650円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，680円

ワ イ ド �� 400円 �� 1，070円 �� 550円

3 連 複 ��� 2，860円 3 連 単 ��� 15，900円

票 数

単勝票数 計 347270 的中 � 50790（2番人気）
複勝票数 計 558735 的中 � 55493（4番人気）� 226142（1番人気）� 33870（6番人気）
枠連票数 計 136048 的中 （4－8） 15978（3番人気）
馬連票数 計 632468 的中 �� 57898（3番人気）
馬単票数 計 356603 的中 �� 15909（6番人気）
ワイド票数 計 401673 的中 �� 27600（3番人気）�� 8979（15番人気）�� 18630（7番人気）
3連複票数 計 816540 的中 ��� 21345（11番人気）
3連単票数 計1267369 的中 ��� 5776（56番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．6―11．9―11．8―12．0―12．2―11．5―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．2―34．8―46．7―58．5―1：10．5―1：22．7―1：34．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アドミラブル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2016．9．25 阪神9着

2014．3．23生 牡3鹿 母 スカーレット 母母 グレースアドマイヤ 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スカイリモーネ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年4月5日まで平地競走

に出走できない。

07042 3月5日 晴 良 （29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

11 � カケルテソーロ 牡3芦 56 岩田 康誠了德寺健二氏 吉村 圭司 米 Rosecrest
Farm LLC 548－101：52．7 5．6�

55 タスクフォース 牡3鹿 56 松山 弘平窪田 康志氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 536＋ 61：52．91� 5．3�
33 キ ク ノ ル ア 牡3栗 56 浜中 俊菊池 五郎氏 奥村 豊 新ひだか 田中 春美 502－ 81：53．0	 6．0�
810 クールデザイン 牝3鹿 54 池添 謙一 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 442－ 21：53．31
 14．0�
811 ボ ナ パ ル ト 牡3鹿 56 武 豊幅田 昌伸氏 庄野 靖志 浦河 有限会社

吉田ファーム 502－ 2 〃 アタマ 10．5�
22 タガノアンピール 牡3黒鹿56 和田 竜二八木 良司氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 552－ 61：53．72
 23．7	
79 ナムラカブト 牡3黒鹿56 M．デムーロ奈村 信重氏 中村 均 新ひだか 平野牧場 496－ 2 〃 クビ 2．8

78 ランドジュピター 牡3鹿 56 幸 英明木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 高澤 俊雄 464＋ 31：53．8クビ 93．6�
66 サマーサプライズ 牡3鹿 56 松若 風馬吉澤 克己氏 宮本 博 浦河 帰山 清貴 454－101：54．33 43．2�
67 レッドアトゥ 牝3栗 54 四位 洋文 東京ホースレーシング 松田 国英 日高 下河辺牧場 456－ 41：54．51� 8．2�
44 マイネルフェアネス 牡3栗 56

53 ▲三津谷隼人 サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 浦河 斉藤英牧場 498＋ 21：55．67 209．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 34，002，300円 複勝： 48，861，100円 枠連： 13，527，900円
馬連： 69，195，200円 馬単： 32，776，500円 ワイド： 40，964，600円
3連複： 86，800，800円 3連単： 129，436，400円 計： 455，564，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 200円 � 160円 � 200円 枠 連（1－5） 1，820円

馬 連 �� 1，820円 馬 単 �� 3，400円

ワ イ ド �� 580円 �� 620円 �� 460円

3 連 複 ��� 2，300円 3 連 単 ��� 12，590円

票 数

単勝票数 計 340023 的中 � 48082（3番人気）
複勝票数 計 488611 的中 � 62168（3番人気）� 86288（2番人気）� 59158（4番人気）
枠連票数 計 135279 的中 （1－5） 5744（10番人気）
馬連票数 計 691952 的中 �� 29455（9番人気）
馬単票数 計 327765 的中 �� 7230（13番人気）
ワイド票数 計 409646 的中 �� 17871（7番人気）�� 16485（10番人気）�� 23312（4番人気）
3連複票数 計 868008 的中 ��� 28233（6番人気）
3連単票数 計1294364 的中 ��� 7452（38番人気）

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

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―1：02．2―1：14．8―1：27．3―1：39．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�カケルテソーロ �
�
父 Mizzen Mast �

�
母父 Hennessy デビュー 2016．11．5 東京3着

2014．4．26生 牡3芦 母 Storidawn 母母 Dream for a Moment 4戦2勝 賞金 14，000，000円
〔発走状況〕 カケルテソーロ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 タガノアンピール号の騎手和田竜二は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。



07043 3月5日 晴 良 （29阪神1）第4日 第7競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走13時20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

11 クライムメジャー 牡3栗 56 M．デムーロ �シルクレーシング 池江 泰寿 洞�湖 レイクヴィラファーム 512＋121：22．1 1．6�
22 マイネルパラディ 牡3芦 56

53 ▲三津谷隼人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 三村 卓也 468－ 4 〃 アタマ 12．0�

55 シゲルボブキャット 牡3栗 56 和田 竜二森中 蕃氏 坂口 正則 新ひだか 三石川上牧場 454＋ 21：22．31� 44．9�
33 ダイメイフジ 牡3鹿 56 幸 英明宮本 昇氏 森田 直行 日高 横井 哲 516－ 41：22．4	 4．3�
88 ミルトドリーム 牡3鹿 56 池添 謙一永山 勝敏氏 中竹 和也 浦河 北光牧場 506－ 2 〃 クビ 18．4	
77 キャスパリーグ 牝3鹿 54 武 豊杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 440＋101：22．61� 4．5

66 
 エスプリゾーン 牡3栗 56

53 ▲森 裕太朗村上 稔氏 大橋 勇樹 日高 三城牧場 440－101：22．81� 152．4�
89 アスカノハヤテ 牡3鹿 56 丸山 元気豊田 智郎氏 川村 禎彦 新ひだか 山際セントラルスタッド 464－ 21：23．75 53．8�

（8頭）
44 ビップソルダー 牡3鹿 56 松山 弘平鈴木 邦英氏 清水 久詞 浦河 駿河牧場 470－ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 33，365，300円 複勝： 98，579，700円 枠連： 11，858，800円
馬連： 61，251，200円 馬単： 44，092，900円 ワイド： 32，252，700円
3連複： 75，970，500円 3連単： 225，449，800円 計： 582，820，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 200円 � 440円 枠 連（1－2） 730円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 770円

ワ イ ド �� 330円 �� 720円 �� 1，470円

3 連 複 ��� 3，140円 3 連 単 ��� 6，690円

票 数

単勝票数 差引計 333653（返還計 2563） 的中 � 164371（1番人気）
複勝票数 差引計 985797（返還計 4208） 的中 � 687826（1番人気）� 49570（4番人気）� 16806（6番人気）
枠連票数 差引計 118588（返還計 3921） 的中 （1－2） 12424（3番人気）
馬連票数 差引計 612512（返還計 18312） 的中 �� 77519（3番人気）
馬単票数 差引計 440929（返還計 11186） 的中 �� 42916（3番人気）
ワイド票数 差引計 322527（返還計 12959） 的中 �� 27977（4番人気）�� 11079（9番人気）�� 5138（15番人気）
3連複票数 差引計 759705（返還計 49942） 的中 ��� 18137（11番人気）
3連単票数 差引計2254498（返還計120888） 的中 ��� 24409（21番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―11．6―11．7―11．8―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．9―35．5―47．2―59．0―1：10．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クライムメジャー 
�
父 ダイワメジャー 

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2016．7．24 中京1着

2014．3．31生 牡3栗 母 クライウィズジョイ 母母 クライングフォーモア 4戦2勝 賞金 25，087，000円
〔競走除外〕 ビップソルダー号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。

07044 3月5日 晴 良 （29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

88 サトノスーペリア �6黒鹿57 和田 竜二里見 治氏 平田 修 千歳 社台ファーム 476－ 42：06．3 3．7�
77 アドマイヤカロ 牡6栗 57 幸 英明近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 526－122：06．4� 5．8�
66 モンストルコント 牡4黒鹿57 浜中 俊 �社台レースホース本田 優 千歳 社台ファーム 490－ 42：06．93 4．5�
55 ソリティール 牡4栗 57 M．デムーロ�G1レーシング 吉田 直弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476－ 62：07．21� 1．9�
33 スナークレッド 牡4鹿 57 	島 良太杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 萩澤 俊雄 490－ 82：08．05 52．6	
11 マルカロゼッタ 牡6栗 57

54 ▲森 裕太朗日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 500－ 4 〃 ハナ 55．5

44 ダイナミックアロー 牡4鹿 57 黒岩 悠小川 勲氏 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 498＋ 62：08．32 74．8�
22 フジノナデシコ 牝4鹿 55 川島 信二藤澤眞佐子氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 456－ 42：08．61� 35．1�

（8頭）
89 メイショウヨイチ 牡4鹿 57

54 ▲三津谷隼人松本 好雄氏 坂口 正則 浦河 	川フアーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 32，316，900円 複勝： 59，542，900円 枠連： 10，930，600円
馬連： 55，231，900円 馬単： 41，008，500円 ワイド： 29，850，900円
3連複： 72，300，800円 3連単： 205，899，800円 計： 507，082，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 250円 � 320円 � 280円 枠 連（7－8） 920円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 1，550円

ワ イ ド �� 270円 �� 280円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，090円 3 連 単 ��� 5，230円

票 数

単勝票数 差引計 323169（返還計 134） 的中 � 68066（2番人気）
複勝票数 差引計 595429（返還計 114） 的中 � 63914（2番人気）� 46491（4番人気）� 55676（3番人気）
枠連票数 差引計 109306（返還計 8 ） 的中 （7－8） 9182（4番人気）
馬連票数 差引計 552319（返還計 309） 的中 �� 47107（4番人気）
馬単票数 差引計 410085（返還計 228） 的中 �� 19765（7番人気）
ワイド票数 差引計 298509（返還計 154） 的中 �� 29140（4番人気）�� 28131（5番人気）�� 19263（6番人気）
3連複票数 差引計 723008（返還計 1013） 的中 ��� 49439（4番人気）
3連単票数 差引計2058998（返還計 2020） 的中 ��� 28514（18番人気）

ハロンタイム 13．2―12．2―12．2―13．4―12．5―12．9―13．1―12．3―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―25．4―37．6―51．0―1：03．5―1：16．4―1：29．5―1：41．8―1：53．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノスーペリア 
�
父 ハーツクライ 

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2013．9．1 函館1着

2011．2．27生 �6黒鹿 母 オスティエンセ 母母 オステアアンティカ 25戦3勝 賞金 39，785，000円
〔出走取消〕 メイショウヨイチ号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。



07045 3月5日 晴 良 （29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，28．3．5以降29．2．26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 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．0
1：30．7

良
良

812 タイセイサミット 牡4栗 55 中谷 雄太田中 成奉氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 494＋ 41：33．1 5．1�
79 デルカイザー �6黒鹿55 岩田 康誠山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム B466－ 61：33．2� 8．9�
67 ベステンダンク 牡5栗 56 M．デムーロ 市川義美ホールディングス� 安達 昭夫 新ひだか 服部 牧場 510＋ 4 〃 ハナ 12．2�
11 ミエノサクシード 牝4栗 53 川島 信二里見美惠子氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 440± 01：33．3� 2．4�
68 スズカルパン 牡8鹿 54 和田 竜二永井 宏明氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 474－ 6 〃 クビ 47．3�
22 ドラゴンストリート 牡6鹿 55 浜中 俊窪田 芳郎氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 478＋ 41：33．62 12．2	
811 カバーストーリー 牡6栗 55 武 豊前田 晋二氏 清水 久詞 新ひだか 土居 忠吉 488－121：33．7� 34．0

44 ティーエスネオ 牡6芦 56 小牧 太田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 530－ 6 〃 アタマ 7．3�
56 スペシャルギフト �6栗 55 松山 弘平 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 514＋ 8 〃 ハナ 7．6
33 ワードイズボンド 牡6青 55 義 英真宮田 守氏 崎山 博樹 浦河 バンブー牧場 542＋ 41：33．8� 49．5�
55 マ カ ハ 牡8鹿 55 池添 謙一広尾レース� 小崎 憲 大樹 大樹ファーム B476± 01：34．43� 28．7�
710 テイエムゲッタドン �6栗 53 丸山 元気竹園 正繼氏 山内 研二 鹿児島 テイエム牧場 B504－ 61：34．5� 128．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 49，949，200円 複勝： 73，945，500円 枠連： 22，712，000円
馬連： 130，632，000円 馬単： 56，141，400円 ワイド： 71，589，700円
3連複： 165，617，300円 3連単： 246，029，000円 計： 816，616，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 180円 � 290円 � 380円 枠 連（7－8） 1，890円

馬 連 �� 2，260円 馬 単 �� 4，300円

ワ イ ド �� 730円 �� 1，090円 �� 1，610円

3 連 複 ��� 8，440円 3 連 単 ��� 43，540円

票 数

単勝票数 計 499492 的中 � 76879（2番人気）
複勝票数 計 739455 的中 � 125940（2番人気）� 63708（5番人気）� 43722（7番人気）
枠連票数 計 227120 的中 （7－8） 9268（10番人気）
馬連票数 計1306320 的中 �� 44710（9番人気）
馬単票数 計 561414 的中 �� 9771（15番人気）
ワイド票数 計 715897 的中 �� 25832（7番人気）�� 16845（13番人気）�� 11136（21番人気）
3連複票数 計1656173 的中 ��� 14702（27番人気）
3連単票数 計2460290 的中 ��� 4096（150番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．7―11．8―11．7―11．1―11．2―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．7―35．4―47．2―58．9―1：10．0―1：21．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F34．2
3 4，10（3，6）7－12（8，9）－5（2，11）1 4 ・（4，10）（3，6）7－（8，12）9（2，5，11，1）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

タイセイサミット �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2015．9．19 阪神2着

2013．5．18生 牡4栗 母 ヴァインドレッサー 母母 ヴァイオレットラブ 13戦4勝 賞金 83，115，000円

07046 3月5日 晴 良 （29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 343，000円 98，000円 49，000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 スーサンジョイ 牡5鹿 56 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 細道牧場 528＋ 21：22．7 8．3�
12 コウエイエンブレム 牡4栗 56 松山 弘平伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 服部 健太郎 530± 0 〃 クビ 2．1�
815 スマートアヴァロン 牡5黒鹿57 M．デムーロ大川 徹氏 西園 正都 新ひだか グランド牧場 516± 01：22．91	 2．6�
713 マッチレスヒーロー 牡6栗 56 丸山 元気�日進牧場 金成 貴史 浦河 日進牧場 B484－ 6 〃 クビ 22．0�
11 ポイントブランク 牡7栗 56 松若 風馬 �キャロットファーム 松下 武士 安平 ノーザンファーム 542± 01：23．32
 25．6�
23 オメガヴェンデッタ �6鹿 57 池添 謙一原 �子氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 502－101：23．4
 13．8	
24 タガノグランパ 牡6鹿 56 菱田 裕二八木 良司氏 須貝 尚介 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 482＋ 2 〃 クビ 101．2

59 サクラエール 牡6黒鹿56 太宰 啓介�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 谷岡牧場 490± 01：23．61	 66．4�
611 メイショウオセアン 牡6鹿 56 小牧 太松本 好氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 546－ 51：24．02
 198．8�
35 オースミイージー 牡9鹿 56 国分 恭介�オースミ 沖 芳夫 日高 広富牧場 508＋ 41：24．1クビ 311．3�
510 ウォータールルド 牡9黒鹿57 幸 英明山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 496＋ 4 〃 クビ 31．0�
47 キョウエイアシュラ 牡10鹿 58 義 英真田中 晴夫氏 森田 直行 新ひだか 藤沢牧場 484＋101：24．52
 254．6�
36 スズカセクレターボ 牡9栗 56 中谷 雄太永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 490－ 61：24．71 329．4�
612 ナンチンノン 牡6栗 56 岩田 康誠加藤 誠氏 中竹 和也 米 Henrietta K.

Alexander 536＋ 21：24．8
 25．4�
714 ノ ウ レ ッ ジ 牡7鹿 57 浜中 俊 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 504± 01：25．01	 37．2�
816 マイネルエテルネル 牡7栗 56 三津谷隼人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 愛 Redpender
Stud Ltd 496＋ 8 〃 アタマ 269．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 58，346，300円 複勝： 73，668，900円 枠連： 36，636，100円
馬連： 173，757，000円 馬単： 83，347，400円 ワイド： 82，817，600円
3連複： 235，143，000円 3連単： 374，169，200円 計： 1，117，885，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 160円 � 110円 � 110円 枠 連（1－4） 810円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 2，580円

ワ イ ド �� 310円 �� 350円 �� 160円

3 連 複 ��� 650円 3 連 単 ��� 6，580円

票 数

単勝票数 計 583463 的中 � 56115（3番人気）
複勝票数 計 736689 的中 � 76332（3番人気）� 198224（2番人気）� 212898（1番人気）
枠連票数 計 366361 的中 （1－4） 34889（2番人気）
馬連票数 計1737570 的中 �� 163923（2番人気）
馬単票数 計 833474 的中 �� 24161（6番人気）
ワイド票数 計 828176 的中 �� 60209（2番人気）�� 50789（3番人気）�� 169673（1番人気）
3連複票数 計2351430 的中 ��� 270252（1番人気）
3連単票数 計3741692 的中 ��� 41185（15番人気）

ハロンタイム 12．3―10．5―11．3―11．9―12．1―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―22．8―34．1―46．0―58．1―1：10．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スーサンジョイ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2015．1．12 京都4着

2012．4．29生 牡5鹿 母 グランジョイ 母母 レイナロバリー 18戦7勝 賞金 139，779，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※マイネルエテルネル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

１レース目



07047 3月5日 晴 良 （29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，28．3．5以降29．2．26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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：43．9

良
良

11 アストラエンブレム 牡4鹿 55 M．デムーロ �シルクレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 464－ 21：47．1 2．5�
59 トルークマクト 牡7鹿 53 小牧 太�ミルファーム 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 468－ 2 〃 クビ 128．1�
611 ガリバルディ 牡6鹿 57 池添 謙一 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 512－121：47．31 8．3�
12 アスカビレン 牝5鹿 53 浜中 俊神田 紘爾氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 470± 0 〃 クビ 7．2�
48 プロフェット 牡4鹿 56 武 豊 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 460－ 21：47．4クビ 9．5�
612 フェルメッツァ 牡6鹿 54 国分 恭介 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470＋ 4 〃 クビ 28．7	
36 バッドボーイ 牡7鹿 52 川島 信二畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 524－ 41：47．5� 109．6

714 ケイティープライド 牡7鹿 52 四位 洋文�G1レーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 492± 0 〃 ハナ 37．9�
47 ハギノハイブリッド 牡6栗 56．5 松山 弘平日隈 良江氏 松田 国英 千歳 社台ファーム B464＋14 〃 ハナ 16．1
23 レコンダイト 牡7黒鹿55 松若 風馬金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 456－ 41：47．6� 57．0�
816 バーディーイーグル 牡7鹿 54 太宰 啓介里見美惠子氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 494－ 4 〃 ハナ 219．7�
24 ケ ン ト オ ー 牡5黒鹿56 和田 竜二田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 ハクツ牧場 466－ 41：47．7クビ 22．9�
35 マキシマムドパリ 牝5芦 54 岩田 康誠 �グリーンファーム松元 茂樹 千歳 社台ファーム 462＋ 4 〃 クビ 4．9�
815 デウスウルト 	9黒鹿53 菱田 裕二吉田 勝己氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 478＋ 61：47．91
 133．5�
510 ダンツキャンサー 牝6黒鹿51 高倉 稜山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 千代田牧場 482± 01：48．0� 149．8�
713 ダンツプリウス 牡4鹿 56 丸山 元気山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 504－ 2 〃 ハナ 13．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 101，562，300円 複勝： 125，531，000円 枠連： 83，133，300円
馬連： 373，711，300円 馬単： 154，988，100円 ワイド： 163，837，500円
3連複： 575，697，300円 3連単： 874，270，500円 計： 2，452，731，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 150円 � 1，740円 � 260円 枠 連（1－5） 4，460円

馬 連 �� 22，130円 馬 単 �� 24，810円

ワ イ ド �� 6，410円 �� 650円 �� 13，700円

3 連 複 ��� 66，770円 3 連 単 ��� 369，800円

票 数

単勝票数 計1015623 的中 � 319086（1番人気）
複勝票数 計1255310 的中 � 288267（1番人気）� 13365（14番人気）� 118385（4番人気）
枠連票数 計 831333 的中 （1－5） 14440（15番人気）
馬連票数 計3737113 的中 �� 13086（50番人気）
馬単票数 計1549881 的中 �� 4685（73番人気）
ワイド票数 計1638375 的中 �� 6352（55番人気）�� 69557（4番人気）�� 2957（75番人気）
3連複票数 計5756973 的中 ��� 6466（160番人気）
3連単票数 計8742705 的中 ��� 1714（828番人気）

ハロンタイム 12．3―11．8―12．4―12．8―12．4―11．7―11．1―10．9―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―24．1―36．5―49．3―1：01．7―1：13．4―1：24．5―1：35．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．4―3F33．7
3 6，15（14，12）（3，13）（2，8）（4，9）（1，7）（5，16）（10，11） 4 6（15，12）（14，13）（3，8）（2，4，9）（1，7）16（10，5，11）

勝馬の
紹 介

アストラエンブレム �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ウォーエンブレム デビュー 2015．7．5 中京2着

2013．4．6生 牡4鹿 母 ブラックエンブレム 母母 ヴァンドノワール 10戦5勝 賞金 103，137，000円
※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。
（非抽選馬） 2頭 ジョルジュサンク号・ミュゼエイリアン号

07048 3月5日 晴 良 （29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

810 アドマイヤゴッド 牡5鹿 57 岩田 康誠近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B496－ 41：08．7 4．4�
89 スマートグレイス 牝5栗 55 菱田 裕二大川 徹氏 河内 洋 新ひだか 飛野牧場 474－ 2 〃 クビ 3．0�
33 シ ン ダ ー ズ 牝5青鹿55 松若 風馬 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 468－ 21：09．01� 8．2�
66 	 エリシェヴァ 牝4鹿 55 武 豊前田 葉子氏 角田 晃一 米 North Hills

Co. Limited B472－ 6 〃 クビ 5．7�
44 アイファープリティ 牝4鹿 55 M．デムーロ中島 稔氏 
島 一歩 新冠 川上 悦夫 452＋ 4 〃 ハナ 4．3�
78 ト シ ザ キ ミ 牝6鹿 55 小牧 太上村 利幸氏 
島 一歩 浦河 浦河小林牧場 496＋ 81：09．21 33．7�
11 メイショウシャチ 牡4鹿 57 幸 英明松本 好雄氏 石橋 守 浦河 本巣 敦 474± 01：09．3� 25．6	
55 ト キ ワ 牝5鹿 55

52 ▲森 裕太朗田畑 利彦氏 西村 真幸 新ひだか 上村 清志 466± 01：09．51� 88．6

22 � ハイマウンテン 牝7鹿 55 国分 恭介北前孔一郎氏 目野 哲也 日高 豊郷牧場 458＋ 41：10．13� 104．1�
77 � ウイングパラダイス 牝6鹿 55

52 ▲三津谷隼人池田 實氏 目野 哲也 新ひだか フジワラフアーム 476－ 41：10．31� 12．4�
（10頭）

売 得 金
単勝： 58，105，500円 複勝： 59，046，300円 枠連： 33，359，900円
馬連： 135，612，900円 馬単： 62，102，100円 ワイド： 67，175，600円
3連複： 161，201，200円 3連単： 302，357，400円 計： 878，960，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 150円 � 140円 � 200円 枠 連（8－8） 580円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 1，240円

ワ イ ド �� 240円 �� 610円 �� 460円

3 連 複 ��� 1，710円 3 連 単 ��� 6，870円

票 数

単勝票数 計 581055 的中 � 105265（3番人気）
複勝票数 計 590463 的中 � 105882（2番人気）� 122396（1番人気）� 65035（5番人気）
枠連票数 計 333599 的中 （8－8） 44095（3番人気）
馬連票数 計1356129 的中 �� 179302（1番人気）
馬単票数 計 621021 的中 �� 37294（2番人気）
ワイド票数 計 671756 的中 �� 79927（1番人気）�� 25350（11番人気）�� 35518（6番人気）
3連複票数 計1612012 的中 ��� 70324（5番人気）
3連単票数 計3023574 的中 ��� 31868（16番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．3―11．2―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．8―34．1―45．3―56．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F34．6
3 ・（6，7）8，9（4，5）10，1，3，2 4 ・（6，7）8（4，9）（5，10）1（3，2）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アドマイヤゴッド 
�
父 ハーツクライ 

�
母父 Danzig デビュー 2014．7．27 札幌5着

2012．4．22生 牡5鹿 母 クレヴァリー 母母 Educated Risk 26戦4勝 賞金 70，291，000円
※トキワ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

４レース目



（29阪神1）第4日 3月5日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 159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
厩務員出走奨励金

233，260，000円
2，530，000円
15，510，000円
1，390，000円
25，750，000円
62，988，000円
4，134，000円
1，526，400円

勝馬投票券売得金
512，982，000円
746，973，000円
304，365，800円
1，274，067，200円
624，313，900円
664，932，100円
1，742，483，200円
2，875，727，500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 8，745，844，700円

総入場人員 15，387名 （有料入場人員 14，417名）
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