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単勝
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10013 3月25日 晴 稍重 （30阪神2）第2日 第1競走 1，400�サラブレッド系3歳
発走9時50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

23 タガノエルフ 牝3黒鹿54 �島 克駿八木 良司氏 安田 隆行 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 464＋121：26．6 3．1�

47 エイシンネメシス 牝3青鹿54 浜中 俊�栄進堂 奥村 豊 浦河 栄進牧場 476－ 2 〃 クビ 3．1�
12 スーブレット 牝3栗 54 戸崎 圭太 �シルクレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 470＋ 21：26．7クビ 6．8�
59 モンテルース 牝3黒鹿54 古川 吉洋�髙昭牧場 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 468± 01：26．91� 5．2�
611 ミスティック 牝3黒鹿54 国分 優作 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 浦河 富田牧場 452＋ 21：27．11 16．0	
35 レーヌビクトリア 牝3栗 54 松若 風馬 �ローレルレーシング 鈴木 孝志 日高 坂 牧場 436＋ 21：27．95 43．6

24 バーニングガール 牝3鹿 54

51 ▲三津谷隼人長谷川光司氏 安田 翔伍 浦河 �川フアーム 460－141：28．11� 40．5�
510 マ リ エ ッ ト 牝3黒鹿54 D．バルジュー 合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 472－ 4 〃 クビ 10．3�

（伊）

713 トウケイゴコウ 牝3鹿 54
53 ☆小崎 綾也木村 信彦氏 飯田 祐史 日高 道見牧場 424－ 41：28．2クビ 247．6

815 ス コ ー タ イ 牝3栗 54
51 ▲富田 暁西浦 和男氏 音無 秀孝 様似 清水スタッド 434＋ 2 〃 クビ 53．1�

48 メ ス カ ル 牝3栗 54 秋山真一郎�下河辺牧場 宮本 博 日高 下河辺牧場 424－121：28．62� 106．0�
816 ヤマニンマデュロー 牝3黒鹿54 �島 良太土井 肇氏 西橋 豊治 浦河 廣田 光夫 446 ―1：29．45 280．4�
612 オ ア ハ カ 牝3栗 54

53 ☆加藤 祥太ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 452＋ 21：30．67 182．3�

36 メイショウカグヤマ 牝3鹿 54 岩崎 翼松本 好雄氏 石橋 守 新冠 アラキフアーム 468－121：30．81� 54．0�
714 サトノコメット 牝3黒鹿54 藤懸 貴志 �サトミホースカンパニー 平田 修 安平 ノーザンファーム 456± 01：31．75 147．0�
11 ハッピーレインボー 牝3青鹿54 川須 栄彦�髙昭牧場 高橋 康之 浦河 高昭牧場 452－ 61：35．0大差 265．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，103，200円 複勝： 34，551，900円 枠連： 9，678，400円
馬連： 43，298，700円 馬単： 21，841，600円 ワイド： 31，150，400円
3連複： 65，563，800円 3連単： 79，345，900円 計： 304，533，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 130円 � 130円 � 160円 枠 連（2－4） 590円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，230円

ワ イ ド �� 290円 �� 390円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，090円 3 連 単 ��� 4，770円

票 数

単勝票数 計 191032 的中 � 48859（1番人気）
複勝票数 計 345519 的中 � 69572（2番人気）� 77533（1番人気）� 46373（4番人気）
枠連票数 計 96784 的中 （2－4） 12539（3番人気）
馬連票数 計 432987 的中 �� 48646（1番人気）
馬単票数 計 218416 的中 �� 13268（1番人気）
ワイド票数 計 311504 的中 �� 29169（2番人気）�� 20006（4番人気）�� 19297（5番人気）
3連複票数 計 655638 的中 ��� 44910（2番人気）
3連単票数 計 793459 的中 ��� 12036（4番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．8―12．8―13．0―12．8―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．1―34．9―47．7―1：00．7―1：13．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノエルフ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2017．11．5 東京4着

2015．3．28生 牝3黒鹿 母 タガノレヴェントン 母母 フィバリッシュ 4戦1勝 賞金 8，600，000円
〔制裁〕 ミスティック号の騎手国分優作は，向正面で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハッピーレインボー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年4月25日まで平地

競走に出走できない。
サトノコメット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年6月25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。

10014 3月25日 晴 稍重 （30阪神2）第2日 第2競走 1，200�サラブレッド系3歳
発走10時15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

612 ハルキストン 牡3鹿 56 岡田 祥嗣若草クラブ 浅見 秀一 浦河 藤春 修二 440－ 21：13．5 14．7�
815 メイショウバルコラ 牡3鹿 56 古川 吉洋松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 高昭牧場 502＋ 2 〃 クビ 2．9�
714 トラストノブナガ �3鹿 56 藤懸 貴志菅波 雅巳氏 羽月 友彦 新冠 北星村田牧場 432＋ 21：13．92� 12．5�
36 スキップガール 牝3鹿 54 戸崎 圭太�富田牧場 寺島 良 浦河 富田牧場 466＋ 61：14．21� 2．3�
611 タ ユ ウ グ ロ 牡3鹿 56

55 ☆小崎 綾也田畑 利彦氏 小崎 憲 浦河 笹島 政信 506－ 21：14．62� 28．5�
510 ヒルノコルドバ 牡3青 56

53 ▲富田 暁	ヒルノ 北出 成人 新冠 新冠橋本牧場 404－ 41：14．81� 61．6

59 クリノカサット 牝3栗 54 酒井 学栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 454－ 41：14．9� 115．9�
12 スギノアルテミス 牝3鹿 54 国分 恭介杉山 忠国氏 西村 真幸 新ひだか 明治牧場 418＋12 〃 クビ 27．9�
47 メイショウナスカ 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 日の出牧場 470－ 81：15．0クビ 154．3
24 レーヌアグリュム 牝3芦 54

53 ☆荻野 極桑畑 夏美氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 408－ 21：15．32 66．9�
713 クリノジョヴァンナ 牝3栗 54 菱田 裕二栗本 博晴氏 中村 均 新ひだか 中田 浩美 468± 0 〃 アタマ 244．7�
35 ダズリングジュエル 牝3栗 54 岩崎 翼岡 浩二氏 牧浦 充徳 日高 アイズスタッド株式会社 440＋ 21：15．4クビ 136．8�
23 トゥールマレー 牡3黒鹿56 藤岡 佑介吉田 照哉氏 野中 賢二 千歳 社台ファーム 480 ―1：15．61� 5．9�
48 バトルハヤバセ 牡3栗 56

53 ▲西村 淳也宮川 秋信氏 本田 優 浦河 笹地牧場 492－101：15．81� 317．2�
11 セルリアンラグバ 牡3栗 56 �島 良太�イクタ 川村 禎彦 新冠 村本牧場 466－101：15．9� 108．0�
816 ヤマカツヒーロー 牡3栗 56 池添 謙一山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 532＋121：16．53� 28．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，294，300円 複勝： 31，492，100円 枠連： 9，463，300円
馬連： 41，104，700円 馬単： 23，205，400円 ワイド： 31，636，900円
3連複： 58，931，800円 3連単： 81，108，900円 計： 298，237，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，470円 複 勝 � 230円 � 130円 � 210円 枠 連（6－8） 1，090円

馬 連 �� 1，200円 馬 単 �� 3，990円

ワ イ ド �� 440円 �� 920円 �� 390円

3 連 複 ��� 2，020円 3 連 単 ��� 13，050円

票 数

単勝票数 計 212943 的中 � 11534（5番人気）
複勝票数 計 314921 的中 � 29603（5番人気）� 82895（1番人気）� 32744（4番人気）
枠連票数 計 94633 的中 （6－8） 6700（4番人気）
馬連票数 計 411047 的中 �� 26445（4番人気）
馬単票数 計 232054 的中 �� 4359（14番人気）
ワイド票数 計 316369 的中 �� 18663（3番人気）�� 8162（10番人気）�� 21737（2番人気）
3連複票数 計 589318 的中 ��� 21778（4番人気）
3連単票数 計 811089 的中 ��� 4505（33番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―12．0―12．6―12．5―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．8―35．8―48．4―1：00．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハルキストン �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2017．7．15 福島2着

2015．5．31生 牡3鹿 母 ベルモントベロニカ 母母 ペ ラ ド ン ナ 15戦1勝 賞金 13，600，000円

第２回 阪神競馬 第２日



10015 3月25日 晴 稍重 （30阪神2）第2日 第3競走 1，800�サラブレッド系3歳
発走10時45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

610 マ ン ナ ム 牡3鹿 56 松若 風馬永山 勝敏氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 484－101：55．4 4．8�
46 ミエノウインウイン 牡3黒鹿56 四位 洋文里見美惠子氏 高橋 亮 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋ 41：55．5� 6．1�
22 ネオバスティーユ 牡3黒鹿56 D．バルジュー 小林 仁幸氏 牧浦 充徳 日高 メイプルファーム 478－ 61：55．71� 6．8�

（伊）

813 ヴィジャランス 牡3青鹿 56
55 ☆加藤 祥太加藤 誠氏 中竹 和也 浦河 小林 仁 B540－ 21：55．8アタマ 7．3�

57 サイモンバイタル 牡3鹿 56 高倉 稜澤田 昭紀氏 川村 禎彦 新ひだか 田原橋本牧場 450－ 21：56．43� 43．6�
712 ダイキリシマ 牡3黒鹿 56

55 ☆小崎 綾也西村新一郎氏 村山 明 新ひだか 田原橋本牧場 472± 01：56．5� 185．1�
58 ラベンデュラン 牡3鹿 56 国分 優作ディアレストクラブ	 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 424－ 61：56．71� 256．4

711 ブルーイメル 牡3鹿 56

55 ☆荻野 極杉澤 真吾氏 五十嵐忠男 新ひだか 上村 清志 456－ 61：56．91 90．0�
814 サトノジュウザ 牡3鹿 56 藤岡 佑介 	サトミホースカンパニー 平田 修 安平 ノーザンファーム 480 ―1：57．32� 12．5�
11 アトラエンテ 牡3芦 56 戸崎 圭太杉山 忠国氏 石坂 正 新ひだか 明治牧場 522± 01：57．51� 2．2
34 アブソルーター 牡3鹿 56

53 ▲富田 暁鈴木 康弘氏 杉山 晴紀 新冠 村上 欽哉 480± 01：57．92� 81．8�
45 モズトルマリン 牡3鹿 56 国分 恭介 	キャピタル・システム 西村 真幸 日高 奥山 博 494－101：58．64 62．9�
69 ブルベアナガイモ 牡3鹿 56 �島 良太 	ブルアンドベア 中村 均 新ひだか 小倉 光博 480＋ 21：58．7� 434．8�
33 メイショウコウソク 牡3栗 56 秋山真一郎松本 好雄氏 湯窪 幸雄 浦河 高岸 順一 462± 01：58．8クビ 90．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 28，210，000円 複勝： 38，077，200円 枠連： 10，526，100円
馬連： 46，658，900円 馬単： 25，165，600円 ワイド： 33，190，800円
3連複： 60，441，700円 3連単： 81，851，600円 計： 324，121，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 180円 � 160円 � 180円 枠 連（4－6） 1，100円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 2，200円

ワ イ ド �� 430円 �� 680円 �� 610円

3 連 複 ��� 2，890円 3 連 単 ��� 13，530円

票 数

単勝票数 計 282100 的中 � 46319（2番人気）
複勝票数 計 380772 的中 � 52561（3番人気）� 67359（2番人気）� 51082（4番人気）
枠連票数 計 105261 的中 （4－6） 7378（6番人気）
馬連票数 計 466589 的中 �� 34303（5番人気）
馬単票数 計 251656 的中 �� 8562（9番人気）
ワイド票数 計 331908 的中 �� 20441（5番人気）�� 12160（8番人気）�� 13800（7番人気）
3連複票数 計 604417 的中 ��� 15649（9番人気）
3連単票数 計 818516 的中 ��� 4384（44番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．7―36．4―48．9―1：01．7―1：15．0―1：28．4―1：41．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．7―3F40．4
1
3
1（4，13）－2（6，11）5－（3，10）（7，8，9，12）＝14
1（4，13）－（2，6）－（5，10）－（3，11）8－（7，12）－（14，9）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マ ン ナ ム �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2017．10．29 京都2着

2015．4．22生 牡3鹿 母 モスキャンピオン 母母 マーズヴァイオレット 3戦1勝 賞金 7，800，000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。

10016 3月25日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（30阪神2）第2日 第4競走 ��2，970�サラブレッド系障害4歳以上

発走11時15分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード3：15．7良・良

45 シゲルロウニンアジ 牡5鹿 60 中村 将之森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新ひだか 武 牧場 492＋ 23：22．1 43．0�
69 メイショウゴウキ �4黒鹿59 田村 太雅松本 和子氏 沖 芳夫 安平 �橋本牧場 494＋18 〃 ハナ 4．9�
711 ウ ル ラ ー レ 牡4栗 59 石神 深一�G1レーシング 小島 茂之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490－ 43：22．2� 16．7�
57 	 スズカグランデ �7栗 60 白浜 雄造永井 啓弍氏 寺島 良 平取 稲原牧場 440－ 43：22．83
 2．0�
22 サトノアッシュ 牡6鹿 60 林 満明 �サトミホースカンパニー 中竹 和也 日高 下河辺牧場 502－ 23：22．9� 9．2�
813 キングスーサ 牡4栗 59 難波 剛健田上 雅春氏 飯田 雄三 新ひだか ヒサイファーム 466－ 43：23．11� 31．4	
68 トラキアンコード �6芦 60 金子 光希原 �子氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 504－103：24．05 4．5

56 	 ユアーザワン 牡6青 60 高野 和馬花野 友象氏 高橋 文雅 日高 下河辺牧場 488－ 83：25．17 116．7�
812 トウキョウタフガイ 牡7鹿 60 小坂 忠士市川義美ホール

ディングス� 渡辺 薫彦 安平 追分ファーム 478＋ 43：26．27 39．4�
710 スイートメモリーズ 牝5黒鹿58 草野 太郎堀口 晴男氏 杉浦 宏昭 新ひだか 三石ファーム 512－ 43：27．79 279．8
44 ユキノタイガ 牡4芦 59 高田 潤村上 幸三氏 木原 一良 新冠 樋渡 志尚 524＋ 43：27．91 46．0�
33 オ リ ヴ ァ ー 牡4芦 59 五十嵐雄祐飯田 正剛氏 田中 剛 新ひだか 千代田牧場 452＋ 23：29．7大差 156．5�
11 エスケークラウン 牡4青 59 西谷 誠菅藤 宗一氏 木原 一良 新ひだか グランド牧場 512＋22 （競走中止） 20．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 15，985，600円 複勝： 21，913，600円 枠連： 10，453，700円
馬連： 31，030，100円 馬単： 19，172，100円 ワイド： 21，773，300円
3連複： 52，047，600円 3連単： 77，450，800円 計： 249，826，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，300円 複 勝 � 590円 � 220円 � 420円 枠 連（4－6） 1，980円

馬 連 �� 7，350円 馬 単 �� 19，190円

ワ イ ド �� 1，890円 �� 3，630円 �� 1，380円

3 連 複 ��� 30，880円 3 連 単 ��� 256，400円

票 数

単勝票数 計 159856 的中 � 2973（9番人気）
複勝票数 計 219136 的中 � 8600（6番人気）� 31304（3番人気）� 12955（5番人気）
枠連票数 計 104537 的中 （4－6） 4086（8番人気）
馬連票数 計 310301 的中 �� 3268（21番人気）
馬単票数 計 191721 的中 �� 749（50番人気）
ワイド票数 計 217733 的中 �� 2974（18番人気）�� 1520（34番人気）�� 4143（15番人気）
3連複票数 計 520476 的中 ��� 1264（69番人気）
3連単票数 計 774508 的中 ��� 219（469番人気）
上り 1マイル 1：47．0 4F 52．4－3F 39．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→
→�→�」
�
�
1＝5－（11，9）＝13，7－2，6，8－3－12－10－4・（5，9）－11－7，13－2，8－6－12＝（3，10）－4＝1

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

勝馬の
紹 介

シゲルロウニンアジ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2016．1．24 京都13着

2013．3．31生 牡5鹿 母 スズカダーリン 母母 プ レ ア デ ス 障害：18戦1勝 賞金 17，810，000円
〔競走中止〕 エスケークラウン号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため2周目4号障害〔いけ垣〕手前で競走中止。



10017 3月25日 晴 良 （30阪神2）第2日 第5競走 1，800�サラブレッド系3歳
発走12時05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

34 レーヴドリーブ 牝3栗 54 戸崎 圭太 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 464＋ 21：47．9 2．4�
11 バイマイサイド 牡3栗 56 浜中 俊�G1レーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム 468－ 81：48．11� 3．1�
712 ダレモカレモ 牡3栗 56 城戸 義政松田 整二氏 荒川 義之 浦河 一珍棒牧場 452＋ 41：48．31� 55．3�
610 アルジャーノン 牡3栗 56 川島 信二 Him Rock Racing 荒川 義之 日高 北田 剛 432－ 61：48．62 75．8�
611 キムケンロード 牡3鹿 56 国分 恭介木村 永浩氏 西村 真幸 新ひだか 築紫 洋 428± 01：48．7クビ 62．4	
713 プリメラビスタ 牝3栗 54 池添 謙一 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 422－ 2 〃 ハナ 18．9

22 ダノンアポロン 牡3鹿 56 古川 吉洋�ダノックス 村山 明 日高 オリオンファーム 486± 0 〃 ハナ 88．9�
35 スズカワークシップ 牡3鹿 56 岩崎 翼永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 高昭牧場 464＋ 41：48．9� 63．5�
23 トウケイサミドリ 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太木村 信彦氏 沖 芳夫 浦河 大道牧場 452± 01：49．32� 582．7
59 ロードレガリス 牡3黒鹿56 藤岡 佑介 �ロードホースクラブ 野中 賢二 新ひだか ケイアイファーム 496± 01：49．4クビ 3．6�
47 グ ラ ウ ベ ン 牡3鹿 56 松若 風馬�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 446 ―1：49．82� 12．0�
815 ヴィヴィアナガール 牝3芦 54

51 ▲西村 淳也�イクタ 田所 秀孝 日高 長谷川 一男 466－ 41：50．22� 426．7�
58 ブレイクスピアー 牡3青鹿56 D．バルジュー 前田 葉子氏 中村 均 新ひだか 田中 裕之 480＋241：50．3クビ 38．7�

（伊）

46 シュヴァルレーヴ 牝3黒鹿 54
51 ▲三津谷隼人 �ローレルレーシング 山内 研二 浦河 チェスナット

ファーム 396－ 41：50．4� 619．7�
814 ラガースパーブ 牡3鹿 56

53 ▲富田 暁奥村 啓二氏 池添 兼雄 日高 豊郷牧場 446－ 81：50．71� 366．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 31，685，700円 複勝： 46，512，100円 枠連： 12，727，100円
馬連： 59，759，700円 馬単： 34，547，300円 ワイド： 39，287，600円
3連複： 83，335，000円 3連単： 132，970，400円 計： 440，824，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 130円 � 510円 枠 連（1－3） 370円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 700円

ワ イ ド �� 190円 �� 900円 �� 950円

3 連 複 ��� 2，690円 3 連 単 ��� 7，830円

票 数

単勝票数 計 316857 的中 � 103582（1番人気）
複勝票数 計 465121 的中 � 164540（1番人気）� 96548（2番人気）� 11883（7番人気）
枠連票数 計 127271 的中 （1－3） 26636（1番人気）
馬連票数 計 597597 的中 �� 123672（1番人気）
馬単票数 計 345473 的中 �� 36991（2番人気）
ワイド票数 計 392876 的中 �� 66859（1番人気）�� 9643（8番人気）�� 9045（11番人気）
3連複票数 計 833350 的中 ��� 23220（7番人気）
3連単票数 計1329704 的中 ��� 12301（17番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．4―36．5―48．9―1：01．4―1：13．7―1：25．2―1：36．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レーヴドリーブ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Highest Honor デビュー 2017．10．15 東京4着

2015．1．31生 牝3栗 母 レーヴドスカー 母母 Numidie 5戦1勝 賞金 12，100，000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。

10018 3月25日 晴 良 （30阪神2）第2日 第6競走 ��2，400�サラブレッド系3歳
発走12時35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
2：24．1
2：22．1

良
良

710 メイショウロセツ 牡3黒鹿56 岩崎 翼松本 好雄氏 河内 洋 浦河 三嶋牧場 492＋ 42：30．1 8．9�
812 ス ヴ ァ ル ナ 牡3黒鹿56 浜中 俊 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 492－12 〃 アタマ 2．5�
67 バウンスバッカー 牡3黒鹿56 池添 謙一福本 圭佐氏 池添 兼雄 新冠 大栄牧場 440－ 42：30．41� 87．5�
11 タガノヒルクライム 牡3栗 56 藤懸 貴志八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 カミイスタット 450－ 4 〃 クビ 5．5�
56 ラストクルセイド 牡3鹿 56 D．バルジュー �社台レースホース西浦 勝一 千歳 社台ファーム 460± 02：30．82� 6．7�

（伊）

811 ピボットポイント 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �シルクレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 464－ 62：31．01� 3．1	
22 タマモブラボー 牡3鹿 56 田中 健タマモ
 南井 克巳 新ひだか 曾我 博 496－ 22：31．32 241．2�
44 ヒルトップパレス 牡3鹿 56 �島 克駿吉田 勝己氏 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 450－ 42：31．51� 31．3�
55 ミコデイジーラブ 牝3黒鹿 54

51 ▲富田 暁古賀 慎一氏 斉藤 崇史 千歳 社台ファーム 510± 02：32．24 67．5
33 ウインドエルドール 牡3栗 56

53 ▲西村 淳也福原 正博氏 鈴木 孝志 平取 雅 牧場 432＋ 82：32．41 416．2�
79 アンチェイン 牡3黒鹿56 松若 風馬金子真人ホール

ディングス
 音無 秀孝 日高 日高大洋牧場 482－ 6 〃 クビ 57．9�
68 ウイントラゲット 牡3鹿 56 菱田 裕二
ウイン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム B498－ 62：33．35 114．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 28，200，900円 複勝： 35，062，800円 枠連： 12，340，200円
馬連： 50，259，700円 馬単： 26，864，700円 ワイド： 35，472，700円
3連複： 66，958，500円 3連単： 110，484，100円 計： 365，643，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 190円 � 130円 � 1，010円 枠 連（7－8） 480円

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 2，410円

ワ イ ド �� 360円 �� 3，850円 �� 2，100円

3 連 複 ��� 12，690円 3 連 単 ��� 70，380円

票 数

単勝票数 計 282009 的中 � 25291（5番人気）
複勝票数 計 350628 的中 � 45597（4番人気）� 95343（1番人気）� 5844（9番人気）
枠連票数 計 123402 的中 （7－8） 19763（3番人気）
馬連票数 計 502597 的中 �� 41266（4番人気）
馬単票数 計 268647 的中 �� 8337（11番人気）
ワイド票数 計 354727 的中 �� 28317（2番人気）�� 2189（27番人気）�� 4088（16番人気）
3連複票数 計 669585 的中 ��� 3957（28番人気）
3連単票数 計1104841 的中 ��� 1138（159番人気）

ハロンタイム 13．1―12．0―13．8―13．6―12．8―13．0―12．9―12．5―12．1―11．4―11．1―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．1―25．1―38．9―52．5―1：05．3―1：18．3―1：31．2―1：43．7―1：55．8―2：07．2―2：18．3

コーナー
通過順位

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

2
4
7，10，9（6，12）（1，3，11）4，2，8，5
7，10（6，9）（1，11）12（2，3）4（8，5）

勝馬の
紹 介

メイショウロセツ �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．1．14 中京5着

2015．4．8生 牡3黒鹿 母 エリモフィナーレ 母母 エリモアメジスト 4戦1勝 賞金 8，200，000円
〔制裁〕 タマモブラボー号の騎手田中健は，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30，000円。（被害馬：9番・4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。



10019 3月25日 晴 良 （30阪神2）第2日 第7競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走13時05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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

710 メイショウタイシ 牡3栗 56 �島 克駿松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 492＋ 41：25．7 39．6�
812 ヌーディーカラー 牡3鹿 56 浜中 俊吉澤 克己氏 宮本 博 日高 日高大洋牧場 462－ 6 〃 クビ 3．7�
711 タガノプレトリア 牡3鹿 56 国分 恭介八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 444± 01：26．12� 6．8�
44 ヴァルディノート 牡3黒鹿56 戸崎 圭太 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 468＋ 41：26．2� 8．5�
68 シゲルホウレンソウ 牡3栗 56 D．バルジュー 森中 蕃氏 五十嵐忠男 新ひだか 井高牧場 486－ 21：26．41 11．3�

（伊）

69 ハ ウ リ ン グ 牝3栗 54 池添 謙一ゴドルフィン 大久保龍志 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 460－ 8 〃 ハナ 5．0	

57 ノ ー ウ ェ イ 牡3鹿 56 古川 吉洋宮川 純造氏 高橋 義忠 浦河 富田牧場 472＋ 21：26．61 5．3

813 ベルアーシュ 牝3芦 54

53 ☆小崎 綾也矢野 崇志氏 杉山 晴紀 新冠 松浦牧場 B456± 01：26．7� 73．3�
22 テイエムオスカー 牡3黒鹿56 松若 風馬竹園 正繼氏 山内 研二 日高 日高テイエム

牧場株式会社 478± 01：27．01� 20．0�
45 クリスエステソーロ 牡3鹿 56 小牧 太了德寺健二ホール

ディングス 小崎 憲 新ひだか 大滝 康晴 504± 01：27．31� 10．2�
33 ヒロシゲゴールド 牡3青鹿56 酒井 学�ウエストヒルズ 北出 成人 新ひだか 斉藤 正男 462± 01：27．61� 49．2�
11 コウエイアンカ �3鹿 56

55 ☆荻野 極伊東 政清氏 森 秀行 日高 浜本牧場 470± 01：27．92 74．0�
56 サンライズルーク 牡3鹿 56

53 ▲富田 暁松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 500－101：28．96 39．4�
（13頭）

売 得 金
単勝： 39，711，300円 複勝： 60，589，300円 枠連： 15，273，100円
馬連： 74，541，500円 馬単： 32，334，600円 ワイド： 52，445，000円
3連複： 99，632，700円 3連単： 118，623，600円 計： 493，151，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，960円 複 勝 � 870円 � 160円 � 190円 枠 連（7－8） 940円

馬 連 �� 7，190円 馬 単 �� 19，810円

ワ イ ド �� 2，270円 �� 2，840円 �� 540円

3 連 複 ��� 12，380円 3 連 単 ��� 124，820円

票 数

単勝票数 計 397113 的中 � 8009（10番人気）
複勝票数 計 605893 的中 � 13077（9番人気）� 116223（1番人気）� 88691（3番人気）
枠連票数 計 152731 的中 （7－8） 12563（4番人気）
馬連票数 計 745415 的中 �� 8030（26番人気）
馬単票数 計 323346 的中 �� 1224（63番人気）
ワイド票数 計 524450 的中 �� 5733（27番人気）�� 4552（30番人気）�� 26853（5番人気）
3連複票数 計 996327 的中 ��� 6034（42番人気）
3連単票数 計1186236 的中 ��� 689（422番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．0―35．0―47．8―1：00．5―1：12．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウタイシ �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．7．30 札幌3着

2015．2．27生 牡3栗 母 ホーマンフリップ 母母 レーゲンボーゲン 5戦2勝 賞金 14，500，000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。

10020 3月25日 晴 良 （30阪神2）第2日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時35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

78 カタヨクノテンシ 牡5鹿 57 菱田 裕二�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 486－ 81：54．0 19．3�
810 ショウナンバローネ 牡6鹿 57 D．バルジュー 国本 哲秀氏 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 512± 01：54．1� 2．5�

（伊）

55 サウスオブボーダー 牡5鹿 57 戸崎 圭太三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 456－ 21：54．41� 3．2�
66 エイシンミサイル 牡5鹿 57 浜中 俊�栄進堂 奥村 豊 新ひだか 前川 勇 510± 01：54．5� 4．5�
67 ロードキング 牡5鹿 57 �島 克駿市川義美ホール

ディングス� 吉村 圭司 千歳 社台ファーム B484± 01：54．81� 7．5	
811	 ダブルアックス 牡5黒鹿57 小牧 太田邉 廣己氏 西橋 豊治 むかわ 東振牧場 524－ 21：55．33 42．7

79 
 マテラヴィクトリー 牡5栗 57 池添 謙一大野 照旺氏 浜田多実雄 米 Boolteenagh

Bloodstock 484－161：55．4� 13．9�
33 スナークレッド 牡5鹿 57 �島 良太杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 萩澤 俊雄 494－ 41：56．25 406．1�
22 リリーシューター 牡5鹿 57

56 ☆加藤 祥太土井 孝夫氏 平田 修 日高 下河辺牧場 502＋ 81：56．3� 61．4
11 クリノゼノビア 牝4黒鹿 55

52 ▲西村 淳也栗本 博晴氏 田所 秀孝 浦河 バンブー牧場 420－ 21：56．72� 318．9�
44 ダイシンクイント 牡4黒鹿57 松若 風馬大八木信行氏 森 秀行 日高 中原牧場 476＋101：56．8クビ 33．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 32，694，300円 複勝： 32，725，000円 枠連： 11，853，500円
馬連： 61，029，300円 馬単： 30，172，800円 ワイド： 33，844，900円
3連複： 76，300，500円 3連単： 125，078，000円 計： 403，698，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，930円 複 勝 � 300円 � 130円 � 120円 枠 連（7－8） 1，090円

馬 連 �� 3，000円 馬 単 �� 7，910円

ワ イ ド �� 800円 �� 860円 �� 220円

3 連 複 ��� 2，380円 3 連 単 ��� 27，520円

票 数

単勝票数 計 326943 的中 � 13524（6番人気）
複勝票数 計 327250 的中 � 18072（6番人気）� 76678（2番人気）� 81508（1番人気）
枠連票数 計 118535 的中 （7－8） 8426（6番人気）
馬連票数 計 610293 的中 �� 15730（10番人気）
馬単票数 計 301728 的中 �� 2858（27番人気）
ワイド票数 計 338449 的中 �� 9609（10番人気）�� 8856（11番人気）�� 48568（1番人気）
3連複票数 計 763005 的中 ��� 23982（7番人気）
3連単票数 計1250780 的中 ��� 3295（93番人気）

ハロンタイム 13．0―12．2―14．1―12．7―11．9―12．0―12．2―12．6―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．2―39．3―52．0―1：03．9―1：15．9―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4F50．1―3F38．1
1
3
6，8（2，10）5（1，11）7（3，9）4・（11，6，8）－（2，10）－5，7，9（1，4）3

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

勝馬の
紹 介

カタヨクノテンシ �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 オ ー ス デビュー 2016．4．30 新潟14着

2013．3．28生 牡5鹿 母 キョウワハピネス 母母 グッドルックス 9戦1勝 賞金 9，700，000円
［他本会外：2戦1勝］

※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。



10021 3月25日 晴 良 （30阪神2）第2日 第9競走 2，000�四 国 新 聞 杯
発走14時05分 （芝・右）

牝，4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，55�
四国新聞社賞（1着）

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 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．6
1：56．1

良
良

11 エールデュレーヴ 牝5黒鹿55 戸崎 圭太 �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 444－ 22：01．9 4．0�
44 レイズアベール 牝4鹿 55 秋山真一郎 �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 448－ 4 〃 ハナ 5．4�
22 エッジースタイル 牝5栗 55 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 468－ 4 〃 クビ 2．1�
66 アルメリアブルーム 牝4鹿 55 浜中 俊 �サンデーレーシング 高橋 康之 安平 追分ファーム 424＋102：02．0� 11．3�
77 ドロウアカード 牝4栗 55 四位 洋文�G1レーシング 角田 晃一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454－ 22：02．21 7．2	
55 シャンティローザ 牝4青鹿55 D．バルジュー 星野 康三氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 464＋ 82：02．41� 14．3


（伊）

33 マ ナ ロ ー ラ 牝4黒鹿55 荻野 極前田 幸治氏 �島 一歩 新冠 株式会社
ノースヒルズ 456± 0 〃 クビ 27．5�

88 トウカイシェーン 牝5栗 55 酒井 学内村 正則氏 北出 成人 平取 二風谷ファーム 462＋ 42：03．35 45．3�
（8頭）

売 得 金
単勝： 40，757，100円 複勝： 47，191，700円 枠連： 発売なし
馬連： 74，699，200円 馬単： 37，674，200円 ワイド： 40，524，100円
3連複： 75，273，000円 3連単： 176，781，400円 計： 492，900，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 120円 � 150円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，550円 馬 単 �� 3，040円

ワ イ ド �� 430円 �� 170円 �� 240円

3 連 複 ��� 700円 3 連 単 ��� 6，040円

票 数

単勝票数 計 407571 的中 � 79992（2番人気）
複勝票数 計 471917 的中 � 85223（2番人気）� 56064（3番人気）� 177515（1番人気）
馬連票数 計 746992 的中 �� 37348（8番人気）
馬単票数 計 376742 的中 �� 9269（14番人気）
ワイド票数 計 405241 的中 �� 19789（7番人気）�� 72872（1番人気）�� 40868（3番人気）
3連複票数 計 752730 的中 ��� 79831（2番人気）
3連単票数 計1767814 的中 ��� 21208（17番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―13．3―12．5―12．5―12．2―12．0―11．4―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．7―38．0―50．5―1：03．0―1：15．2―1：27．2―1：38．6―1：50．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エールデュレーヴ 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 Highest Honor デビュー 2015．12．19 阪神1着

2013．5．16生 牝5黒鹿 母 レーヴディマン 母母 Numidie 16戦3勝 賞金 46，300，000円
※出走取消馬 エマノン号（疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため）
※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。

10022 3月25日 晴 良 （30阪神2）第2日 第10競走 ��1，200�
よどやばし

淀屋橋ステークス
発走14時40分 （芝・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 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．1
1：06．5

良
良

610 オールインワン 牡5鹿 57 池添 謙一 �カナヤマホール
ディングス 浜田多実雄 浦河 笹島 政信 490－ 21：08．3 7．4�

34 スマートグレイス 牝6栗 55 浜中 俊大川 徹氏 河内 洋 新ひだか 飛野牧場 480－ 21：08．83 13．4�
22 ナガラフラワー 牝6鹿 55 藤岡 佑介長良レーシングクラブ 高橋 亮 浦河 大島牧場 466＋ 41：08．9� 4．3�
711 オーヴィレール 牝5芦 55 四位 洋文下河�行雄氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 478－ 4 〃 クビ 3．2�
33 テイエムゲッタドン �7栗 57 藤懸 貴志竹園 正繼氏 山内 研二 鹿児島 テイエム牧場 B520－ 21：09．0クビ 28．8	
11 ドラゴンストリート 牡7鹿 57 秋山真一郎窪田 芳郎氏 田島 俊明 日高 下河辺牧場 472－101：09．21 37．8

813� キセキノケイフ 牡5鹿 57 松若 風馬 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 杉山 晴紀 新ひだか 松田牧場 472－ 2 〃 クビ 43．1�
46 � サダムリスペクト 牡6鹿 57 戸崎 圭太大西美生子氏 中尾 秀正 新ひだか 神垣 道弘 474－ 2 〃 ハナ 5．8�
58 ニシオボヌール �6黒鹿57 古川 吉洋西尾 午郎氏 高橋 亮 浦河 中島牧場 490± 01：09．3� 6．5
69 クインズサリナ 牝4黒鹿55 国分 恭介亀田 和弘氏 西村 真幸 新ひだか 佐竹 学 438－101：09．4� 29．8�
814 デンコウウノ 牡7鹿 57 	島 良太田中 康弘氏 渡辺 薫彦 様似 中脇 一幸 502± 01：09．5
 90．7�
57 メイショウスイヅキ 牝5鹿 55 岩崎 翼松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 464＋ 61：09．71� 51．7�
45 サザンライツ 牡7鹿 57 川須 栄彦 �サンデーレーシング 池上 昌和 安平 追分ファーム 500－ 41：09．8� 50．3�
712 リッパーザウィン 牡6栗 57 荻野 極�ラ・メール 矢作 芳人 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 524＋ 21：09．9� 107．2�
（14頭）

売 得 金
単勝： 39，398，300円 複勝： 60，538，100円 枠連： 22，021，800円
馬連： 111，746，000円 馬単： 47，979，700円 ワイド： 62，565，900円
3連複： 144，977，900円 3連単： 202，868，500円 計： 692，096，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 260円 � 330円 � 170円 枠 連（3－6） 2，620円

馬 連 �� 4，780円 馬 単 �� 7，930円

ワ イ ド �� 1，260円 �� 820円 �� 930円

3 連 複 ��� 6，730円 3 連 単 ��� 47，490円

票 数

単勝票数 計 393983 的中 � 42226（5番人気）
複勝票数 計 605381 的中 � 57725（5番人気）� 41446（6番人気）� 115393（2番人気）
枠連票数 計 220218 的中 （3－6） 6501（13番人気）
馬連票数 計1117460 的中 �� 18113（16番人気）
馬単票数 計 479797 的中 �� 4533（30番人気）
ワイド票数 計 625659 的中 �� 12489（15番人気）�� 19952（8番人気）�� 17271（11番人気）
3連複票数 計1449779 的中 ��� 16140（19番人気）
3連単票数 計2028685 的中 ��� 3097（142番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．3―11．2―11．2―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．4―45．6―56．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オールインワン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2015．12．26 阪神6着

2013．5．7生 牡5鹿 母 ゴールドコイン 母母 インキュラブルロマンティック 16戦5勝 賞金 69，101，000円



10023 3月25日 晴 良 （30阪神2）第2日 第11競走 ��1，600�
ろっこう

六甲ステークス
発走15時20分 （芝・右・外）
4歳以上；負担重量は，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

賞 品
本 賞 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000円
付 加 賞 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．9
1：30．7

良
良

44 ロ ジ ク ラ イ 牡5黒鹿56 浜中 俊久米田正明氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 510－ 41：32．9 3．1�
810 グァンチャーレ 牡6青鹿56 池添 謙一松本 俊廣氏 北出 成人 新冠 中央牧場 470－ 41：33．21� 3．8�
89 ボールライトニング 牡5栗 56 D．バルジュー �グリーンファーム宮本 博 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 524－ 4 〃 ハナ 9．1�
（伊）

33 ハクサンルドルフ 牡5黒鹿56 戸崎 圭太河﨑 五市氏 西園 正都 新ひだか チャンピオンズファーム 472－ 21：33．41 4．1�
11 � ト ラ ス ト 牡4芦 56 国分 恭介岡田 繁幸氏 中村 均 新冠 中本牧場 476－10 〃 クビ 7．8	
22 オールザゴー 牡4鹿 56 小牧 太 
サンデーレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486－ 61：33．5� 22．1�
78 メドウラーク 牡7鹿 56 古川 吉洋吉田 勝己氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 506－101：34．35 71．4�
55 タイムトリップ 牡4黒鹿56 加藤 祥太中村 祐子氏 菊川 正達 浦河 鵜木 唯義 502－ 41：35．15 10．3
77 オートクレール 牝7栗 54 藤岡 佑介岡田 牧雄氏 中野 栄治 日高 出口牧場 432－ 41：35．52� 106．9�
66 バンドワゴン 牡7黒鹿56 秋山真一郎馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 538－10 〃 ハナ 32．5�

（10頭）

売 得 金
単勝： 72，019，500円 複勝： 76，182，000円 枠連： 36，517，500円
馬連： 192，951，000円 馬単： 92，805，300円 ワイド： 87，561，600円
3連複： 241，180，400円 3連単： 488，157，500円 計： 1，287，374，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 130円 � 130円 � 190円 枠 連（4－8） 350円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 990円

ワ イ ド �� 230円 �� 520円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，170円 3 連 単 ��� 3，990円

票 数

単勝票数 計 720195 的中 � 180479（1番人気）
複勝票数 計 761820 的中 � 160285（2番人気）� 165621（1番人気）� 82918（4番人気）
枠連票数 計 365175 的中 （4－8） 79787（1番人気）
馬連票数 計1929510 的中 �� 270210（1番人気）
馬単票数 計 928053 的中 �� 69889（1番人気）
ワイド票数 計 875616 的中 �� 109951（1番人気）�� 38983（7番人気）�� 55662（4番人気）
3連複票数 計2411804 的中 ��� 154378（2番人気）
3連単票数 計4881575 的中 ��� 88581（7番人気）

ハロンタイム 12．6―10．7―11．0―12．0―12．1―11．3―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．3―34．3―46．3―58．4―1：09．7―1：21．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロ ジ ク ラ イ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Machiavellian デビュー 2015．9．12 阪神3着

2013．2．22生 牡5黒鹿 母 ドリームモーメント 母母 Dream Ticket 9戦4勝 賞金 96，089，000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。

10024 3月25日 晴 良 （30阪神2）第2日 第12競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走16時00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
1：48．5
1：47．8

重
重

48 � ハリケーンバローズ 牡5鹿 57 D．バルジュー 猪熊 広次氏 角居 勝彦 米 Dr. Naoya Yoshida
& Bill Justice 546－101：51．8 2．0�

（伊）

612 カフジキング 牡5鹿 57
54 ▲富田 暁加藤 守氏 松元 茂樹 千歳 社台ファーム 458＋ 21：52．22� 5．4�

35 � ヘヴントゥナイト 牡4芦 57 松若 風馬 �社台レースホース杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 478± 01：52．41� 21．7�
815 ダンサクドゥーロ 牡4芦 57 小牧 太吉田 勝己氏 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 514± 01：52．93 9．2�
24 エルデュクラージュ 	4芦 57

56 ☆荻野 極 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 478－ 61：53．11 6．3�
611 メイショウノボサン 牡5栗 57 藤岡 佑介松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 482± 01：53．2� 33．8	
713 エンクエントロス 牡6鹿 57 高倉 稜山口 裕介氏 黒岩 陽一 新冠 対馬 正 B492－ 4 〃 クビ 225．5

47 オースミラナキラ 牡6鹿 57 川島 信二�オースミ 荒川 義之 浦河 
川 啓一 516－ 81：53．62� 11．6�
59 キングカヌヌ 牡6芦 57

54 ▲三津谷隼人 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 498－ 81：53．7� 156．6
36 ウォーターマーズ 牡4芦 57 菱田 裕二山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 526＋ 41：53．91� 41．4�
23 スマイルフォース 牡6鹿 57

56 ☆加藤 祥太上茶谷 一氏 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 454－ 41：54．11� 369．1�
11 プレシャスルージュ 	6黒鹿 57

56 ☆小崎 綾也 �シルクレーシング 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム 458－ 8 〃 アタマ 106．2�
12 タイセイアプローズ 牡6鹿 57 秋山真一郎田中 成奉氏 宮本 博 日高 ナカノファーム 484＋ 41：54．31� 88．4�
510� キングズアフェアー 	6黒鹿57 浜中 俊吉田 照哉氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム 520＋ 61：54．51� 30．0�
816 ニホンピロサンダー 牡6黒鹿 57

54 ▲西村 淳也小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 友田牧場 472－101：54．6アタマ 456．9�
714 ヒラボクテイオー 牡6黒鹿57 戸崎 圭太�平田牧場 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 512－161：56．210 16．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 70，833，200円 複勝： 93，324，400円 枠連： 35，279，900円
馬連： 158，526，900円 馬単： 73，935，200円 ワイド： 96，214，800円
3連複： 212，692，700円 3連単： 319，333，300円 計： 1，060，140，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 160円 � 410円 枠 連（4－6） 490円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 760円

ワ イ ド �� 270円 �� 830円 �� 1，770円

3 連 複 ��� 4，580円 3 連 単 ��� 10，430円

票 数

単勝票数 計 708332 的中 � 275251（1番人気）
複勝票数 計 933244 的中 � 256430（1番人気）� 158431（2番人気）� 38372（8番人気）
枠連票数 計 352799 的中 （4－6） 55230（1番人気）
馬連票数 計1585269 的中 �� 193265（1番人気）
馬単票数 計 739352 的中 �� 72175（1番人気）
ワイド票数 計 962148 的中 �� 105953（1番人気）�� 27745（10番人気）�� 12386（22番人気）
3連複票数 計2126927 的中 ��� 34755（12番人気）
3連単票数 計3193333 的中 ��� 22190（20番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―13．2―12．1―11．9―12．6―12．5―12．6―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―37．2―49．3―1：01．2―1：13．8―1：26．3―1：38．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ハリケーンバローズ �
�
父 Uncle Mo �

�
母父 Kingmambo デビュー 2015．9．12 阪神2着

2013．4．24生 牡5鹿 母 Naughty Mambo 母母 Naughty Notions 7戦4勝 賞金 36，400，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16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。

３レース目



（30阪神2）第2日 3月25日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 158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

217，570，000円
5，060，000円
16，850，000円
1，050，000円
23，990，000円
64，816，500円
4，864，600円
1，516，800円

勝馬投票券売得金
439，893，400円
578，160，200円
186，134，600円
945，605，700円
465，698，500円
565，668，000円
1，237，335，600円
1，994，054，000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 6，412，550，000円

総入場人員 17，358名 （有料入場人員 16，475名）
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