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10001 3月23日 晴 良 （25阪神2）第1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

58 ブルーチッパー 牝3鹿 54 幸 英明青山 洋一氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 458－ 21：55．0 1．2�
34 シュンシャイン 牝3栗 54 太宰 啓介石川 博氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 442＋ 21：56．27 21．7�
69 レッドアモーレ 牝3鹿 54 武 豊 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 482－ 21：56．3� 8．1�
46 スイートリリック 牝3栗 54 藤岡 佑介伊藤 英明氏 矢作 芳人 新冠 秋田牧場 434＋ 21：56．93� 7．6�
712 カシノソラーレ 牝3栗 54 吉田 豊柏木 務氏 日吉 正和 鹿児島 柏木 務 462＋ 21：57．11� 426．3�
11 タマモアルバ 牝3鹿 54 和田 竜二タマモ� 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 460－ 61：57．2クビ 76．6	
814 テイエムレオネッサ 牝3栗 54 松山 弘平竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 村上牧場 456－ 61：57．51� 64．6

813 ビックリマーチャン 牝3鹿 54 浜中 俊戸佐 眞弓氏 石坂 正 浦河 中神牧場 438－ 61：57．71� 38．7�
610 ル ナ リ ア 牝3黒鹿54 川田 将雅 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 410－ 21：57．91� 30．9
45 クリノマッキンリー 牝3鹿 54 酒井 学栗本 博晴氏 谷 潔 えりも 能登 浩 450± 01：58．0クビ 287．1�
33 ポワドサントゥール 牝3栗 54 川島 信二下河辺隆行氏 角田 晃一 日高 下河辺牧場 464－ 41：58．42� 55．0�
711 ディアザリアー 牝3鹿 54 D．バルジュー 髙樽さゆり氏 田村 康仁 浦河 中島牧場 470－ 4 〃 アタマ 275．8�

（伊）

22 ハイポセシス 牝3栗 54 国分 恭介 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 454－ 22：01．9大差 212．9�

57 スプリングマックス 牝3栗 54 川須 栄彦加藤 春夫氏 上原 博之 様似 堀 弘康 442＋ 22：02．11� 568．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 21，202，700円 複勝： 84，884，800円 枠連： 8，662，100円
馬連： 34，720，800円 馬単： 32，509，300円 ワイド： 18，661，000円
3連複： 52，696，200円 3連単： 117，739，600円 計： 371，076，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 100円 � 430円 � 230円 枠 連（3－5） 820円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 1，610円

ワ イ ド �� 490円 �� 290円 �� 1，550円

3 連 複 ��� 1，470円 3 連 単 ��� 6，020円

票 数

単勝票数 計 212027 的中 � 141137（1番人気）
複勝票数 計 848848 的中 � 655779（1番人気）� 14370（5番人気）� 32479（3番人気）
枠連票数 計 86621 的中 （3－5） 7884（3番人気）
馬連票数 計 347208 的中 �� 23917（3番人気）
馬単票数 計 325093 的中 �� 14916（6番人気）
ワイド票数 計 186610 的中 �� 9329（5番人気）�� 18330（2番人気）�� 2606（17番人気）
3連複票数 計 526962 的中 ��� 26599（5番人気）
3連単票数 計1177396 的中 ��� 14456（16番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―24．9―38．5―51．1―1：03．7―1：16．4―1：29．2―1：41．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブルーチッパー �
�
父 ボーナスフィーバー �

�
母父 Tiznow デビュー 2013．2．16 京都2着

2010．3．14生 牝3鹿 母 ペ ケ ジ ェ イ 母母 スイートテイスト 3戦1勝 賞金 9，400，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハイポセシス号・スプリングマックス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年

4月23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。

10002 3月23日 晴 良 （25阪神2）第1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
1：09．7
1：08．7

重
重

24 ミラクルルーマー 牡3芦 56 川須 栄彦阿部 雅英氏 佐山 優 浦河 中村 雅明 516－ 61：12．9 5．8�
47 ドラゴンオサム 牡3鹿 56 和田 竜二大久保和夫氏 山内 研二 新ひだか 三木田牧場 556± 0 〃 クビ 3．6�
612 ゴッドドリーム 牡3栗 56 幸 英明井高 義光氏 湯窪 幸雄 新ひだか 井高牧場 486－ 61：13．0� 1．8�
48 テイエムダイトッパ 牡3鹿 56 太宰 啓介竹園 正繼氏 福島 信晴 新冠 ハクツ牧場 474－ 61：13．74 41．0�
713 クラウンシュバルツ 牡3栗 56 国分 恭介矢野 悦三氏 大根田裕之 青森 一山育成牧場 456± 01：13．8� 34．0�
59 ディルムッド 牡3栗 56 藤田 伸二一村 哲也氏 白井 寿昭 新ひだか 岡田スタツド B464＋ 61：14．12 59．1�
36 ア ル ジ ャ ン 牡3鹿 56 四位 洋文	エーティー 昆 貢 新冠 村田牧場 416± 01：14．2� 17．3

12 サンマルヴィグラス 牡3鹿 56 D．バルジュー 相馬 勇氏 牧浦 充徳 浦河 絵笛牧場 478＋ 81：14．3クビ 33．2�

（伊）

23 タイセイブロンド 牝3栗 54 上村 洋行田中 成奉氏 羽月 友彦 新ひだか 畠山牧場 460± 01：14．51� 319．6�
815 シゲルトビウオザ 牡3鹿 56 吉田 豊森中 蕃氏 中村 均 新ひだか 石川 栄一 484－ 21：14．7� 16．7
11 シゲルサソリザ 牡3鹿 56 小牧 太森中 蕃氏 大橋 勇樹 新ひだか 井高牧場 434－ 61：15．01� 231．2�
714 メイショウゲンナイ 牡3鹿 56 酒井 学松本 好雄氏 武田 博 浦河 本巣 敦 402± 01：15．1� 186．0�
611 ブラックイモン 牝3青鹿54 水口 優也井門 敏雄氏 小原伊佐美 日高 坂 牧場 436＋ 61：15．52� 647．4�
510 アルテッツァ 牝3鹿 54 川島 信二森川 満氏 荒川 義之 浦河 杵臼斉藤牧場 430－ 4 〃 クビ 231．2�
35 カシノレアネス 牝3黒鹿54 大下 智柏木 務氏 坪 憲章 鹿児島 釘田 義美 424－ 41：15．71� 509．0�
816 ブイキャスター 牡3栗 56 熊沢 重文�駒秀 福島 信晴 新ひだか 桜井牧場 458± 01：15．91 212．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，018，900円 複勝： 54，320，200円 枠連： 7，772，000円
馬連： 29，672，500円 馬単： 25，085，200円 ワイド： 15，320，500円
3連複： 41，001，700円 3連単： 79，922，700円 計： 269，113，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 130円 � 120円 � 110円 枠 連（2－4） 1，200円

馬 連 �� 1，400円 馬 単 �� 3，100円

ワ イ ド �� 240円 �� 180円 �� 140円

3 連 複 ��� 450円 3 連 単 ��� 5，550円

票 数

単勝票数 計 160189 的中 � 21964（3番人気）
複勝票数 計 543202 的中 � 46602（3番人気）� 65823（2番人気）� 364775（1番人気）
枠連票数 計 77720 的中 （2－4） 4793（4番人気）
馬連票数 計 296725 的中 �� 15665（5番人気）
馬単票数 計 250852 的中 �� 5989（9番人気）
ワイド票数 計 153205 的中 �� 12799（3番人気）�� 19992（2番人気）�� 36446（1番人気）
3連複票数 計 410017 的中 ��� 68567（1番人気）
3連単票数 計 799227 的中 ��� 10646（15番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．6―11．8―12．4―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．5―35．1―46．9―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミラクルルーマー �
�
父 ヒシミラクル �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2012．9．2 小倉11着

2010．4．12生 牡3芦 母 ヒシルーマー 母母 ヒシピナクル 11戦1勝 賞金 11，400，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 メイショウゴウワン号・ヤマトツバキ号
※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２回 阪神競馬 第１日



10003 3月23日 晴 良 （25阪神2）第1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

47 カーティスバローズ 牡3鹿 56 岩田 康誠猪熊 広次氏 中竹 和也 浦河 大北牧場 486－ 21：53．8 2．4�
22 ナリタロック 牡3栗 56 浜中 俊�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 486－ 41：54．43� 3．1�
34 ライドンシャフト 牡3栗 56 川田 将雅 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 502＋ 21：54．5� 15．2�
713 メイショウユニオン 牡3栗 56 川島 信二松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 452＋ 81：55．13� 22．6�
59 メイショウマルマル 牡3芦 56 武 豊松本 和子氏 白井 寿昭 浦河 日の出牧場 488 ―1：55．42 8．7	
610 クールミニスター 牡3黒鹿56 小林 徹弥川上 哲司氏 目野 哲也 新ひだか 岡田牧場 500＋ 21：56．78 10．4

815 キョウワクリスタル 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣�協和牧場 笹田 和秀 新冠 協和牧場 436＋141：57．12� 61．4�
11 マッシヴビクトリー 牡3黒鹿56 小牧 太小川 勲氏 大橋 勇樹 浦河 市川牧場 490－ 21：57．73� 32．9�
814 ミカサパワー 牡3黒鹿56 国分 恭介西浦 和男氏 音無 秀孝 浦河 梅田牧場 458± 01：58．02 67．3
35 ダイシンソリッド 牡3栗 56 荻野 琢真大八木信行氏 平田 修 新ひだか グランド牧場 464－ 41：58．21� 177．6�
58 マルブツツヨシ 牡3黒鹿56 松山 弘平大澤 利久氏 加用 正 浦河 岡本牧場 496－ 6 〃 アタマ 22．7�
712 サークルオブライフ 牡3栗 56 太宰 啓介 H.H．シェイク・ハムダン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 456－ 41：58．94 17．8�
23 ル ツ ェ ル ン 牡3栗 56 幸 英明石川 幸司氏 牧浦 充徳 日高 豊郷牧場 500－ 6 〃 クビ 316．7�
46 スナークスクリプト 牡3鹿 56 酒井 学杉本 豊氏 藤岡 範士 新ひだか 嶋田牧場 B488± 01：59．11� 55．1�
611 ル ー ベ ル 牡3鹿 56 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 新ひだか 千代田牧場 462± 01：59．95 296．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 18，928，600円 複勝： 31，511，800円 枠連： 8，261，800円
馬連： 36，838，400円 馬単： 26，116，900円 ワイド： 18，489，400円
3連複： 51，251，800円 3連単： 82，036，600円 計： 273，435，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 130円 � 300円 枠 連（2－4） 360円

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 670円

ワ イ ド �� 170円 �� 540円 �� 780円

3 連 複 ��� 1，430円 3 連 単 ��� 4，620円

票 数

単勝票数 計 189286 的中 � 62763（1番人気）
複勝票数 計 315118 的中 � 102629（1番人気）� 67364（2番人気）� 16496（6番人気）
枠連票数 計 82618 的中 （2－4） 17166（1番人気）
馬連票数 計 368384 的中 �� 86166（1番人気）
馬単票数 計 261169 的中 �� 28772（1番人気）
ワイド票数 計 184894 的中 �� 36043（1番人気）�� 7248（6番人気）�� 4776（10番人気）
3連複票数 計 512518 的中 ��� 26543（3番人気）
3連単票数 計 820366 的中 ��� 13112（5番人気）

ハロンタイム 13．0―10．8―13．6―12．7―12．5―12．6―12．7―12．6―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―23．8―37．4―50．1―1：02．6―1：15．2―1：27．9―1：40．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カーティスバローズ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Dixieland Band デビュー 2013．2．10 東京3着

2010．3．10生 牡3鹿 母 ベルベットスマイル 母母 Velvet Touch 3戦1勝 賞金 7，250，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サークルオブライフ号・ルツェルン号・スナークスクリプト号は，「タイムオーバーによる出走制限」

のため，平成25年4月23日まで平地競走に出走できない。
ルーベル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年5月23日まで平地競走に

出走できない。
※サークルオブライフ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

10004 3月23日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （25阪神2）第1日 第4競走 ��2，970�サラブレッド系障害4歳以上

発走11時25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 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード3：15．7良・良

22 リバーハイランド 牡6鹿 60 平沢 健治山上 和良氏 野村 彰彦 日高 藤本ファーム 494＋ 23：22．4 24．4�
55 � トーセンタイガー 牡5鹿 60 小野寺祐太島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 514－ 43：22．5� 6．1�
33 � エーシンジーライン 牡8黒鹿60 西谷 誠�栄進堂 坂口 正則 米 Winches-

ter Farm 496＋143：22．82 3．5�
66 テイエムオウショウ 牡4栗 59 白浜 雄造竹園 正繼氏 柴田 政見 日高 長谷川牧場 444－ 43：24．8大差 3．3�
11 � ノンパッサーレ 牡5黒鹿60 大江原 圭佐久間崇之氏 佐藤 吉勝 新冠 ムラカミファーム 484－123：25．22	 54．7	
67 タマモクリエイト 牡8鹿 60 熊沢 重文タマモ� 小原伊佐美 新冠 須崎牧場 526－ 43：25．83	 9．8

79 スズカジェネラル 牡6栗 60 林 満明永井 啓弍氏 武 宏平 むかわ 新井牧場 482－ 23：26．11� 4．1�
811 ライジングバイオ 牡8鹿 60 黒岩 悠バイオ� 坪 憲章 平取 清水牧場 486－ 63：26．2	 51．4�
78 スズカホープ 
5鹿 60 北沢 伸也永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 488－ 43：27．15 24．4
810 トミケンプライム 牡8栗 60 高野 和馬冨樫 賢二氏 和田 正道 静内 落合 一巳 414－ 83：27．31	 112．0�
44 ハジメレンジャー 牡7鹿 60 田村 太雅池田 實氏 小野 幸治 日高 新井 昭二 476＋ 43：32．5大差 31．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 14，518，200円 複勝： 15，583，100円 枠連： 7，096，900円
馬連： 24，340，400円 馬単： 19，005，100円 ワイド： 11，693，800円
3連複： 37，665，500円 3連単： 69，799，000円 計： 199，702，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，440円 複 勝 � 390円 � 190円 � 190円 枠 連（2－5） 5，070円

馬 連 �� 3，790円 馬 単 �� 11，360円

ワ イ ド �� 1，190円 �� 1，140円 �� 500円

3 連 複 ��� 6，090円 3 連 単 ��� 79，990円

票 数

単勝票数 計 145182 的中 � 4689（7番人気）
複勝票数 計 155831 的中 � 8640（6番人気）� 23385（4番人気）� 24620（3番人気）
枠連票数 計 70969 的中 （2－5） 1034（16番人気）
馬連票数 計 243404 的中 �� 4752（13番人気）
馬単票数 計 190051 的中 �� 1235（40番人気）
ワイド票数 計 116938 的中 �� 2345（13番人気）�� 2462（12番人気）�� 6219（6番人気）
3連複票数 計 376655 的中 ��� 4568（21番人気）
3連単票数 計 697990 的中 ��� 644（232番人気）
上り 1マイル 1：47．9 4F 52．5－3F 39．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リバーハイランド �
�
父 バブルガムフェロー �

�
母父 Theatrical デビュー 2009．10．31 京都5着

2007．3．20生 牡6鹿 母 タイキクリスティー 母母 Certain Secret 障害：1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔その他〕 スズカジェネラル号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 スズカジェネラル号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成25年4月23日まで出走できない。



10005 3月23日 晴 良 （25阪神2）第1日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走12時15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

715 ベッラヴォーチェ 牝3鹿 54 A．シュタルケ H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 428－ 41：35．8 16．0�

（独）

612 プラチナテーラー 牝3鹿 54 四位 洋文中西 浩一氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 460－ 2 〃 アタマ 42．3�
817 トウカイバイタル 牡3黒鹿56 池添 謙一内村 正則氏 安田 隆行 新冠 長浜牧場 444± 0 〃 ハナ 2．9�
714 サンセットスカイ 牡3栗 56 浜中 俊前田 晋二氏 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 470－121：36．12 5．6�
11 ゴ ー ス ル ー 牡3鹿 56 藤田 伸二 �静内白井牧場 田中 章博 新ひだか 橋本牧場 452＋ 21：36．31 17．2�
23 ハギノソフィア 牝3栗 54 川田 将雅安岡美津子氏 鮫島 一歩 日高 天羽 禮治 460＋ 8 〃 クビ 9．4	
24 ヴィンチトーレ 牡3栗 56 藤岡 佑介深見 富朗氏 北出 成人 新ひだか 中田 英樹 486－ 21：36．4� 5．3

48 スマートマーチ 牝3鹿 54 武 幸四郎大川 徹氏 河内 洋 新ひだか 乾 皆雄 438－ 8 〃 ハナ 38．6�
713 チェイスザゴールド 牡3鹿 56 小牧 太前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか 上村 清志 520－101：36．5クビ 68．3�
611 アートアロング 牝3栗 54 武 豊寺田 寿男氏 笹田 和秀 新ひだか 矢野牧場 416－14 〃 ハナ 13．5
36 ワ イ ズ マ ン 牡3鹿 56 熊沢 重文古賀 和夫氏 梅田 智之 日高 日高大洋牧場 472± 0 〃 クビ 75．9�
510 プランスペスカ 牡3鹿 56 幸 英明山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 450＋ 21：36．71� 9．0�
12 ハギノエルドラド 牡3鹿 56 川須 栄彦安岡美津子氏 松田 国英 浦河 大成牧場 432－ 2 〃 アタマ 78．0�
59 ラガーニチリンオー 牡3栗 56 荻野 琢真奥村 啓二氏 大久保龍志 新ひだか 今 牧場 486 ―1：37．01� 144．1�
816 ドリーミートーツ 牝3青鹿54 D．バルジュー 吉田 和美氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 442－ 41：37．21� 43．0�

（伊）

818 シゲルワシザ 牡3鹿 56 吉田 豊森中 蕃氏 柴田 光陽 日高 千葉飯田牧場 462± 01：37．41� 175．9�
35 スリーキャリオカ 牝3鹿 54 松山 弘平永井商事� 武 宏平 新ひだか 三石ファーム 396－ 81：37．5クビ 257．8�
47 ワンダーフロレゾン 牝3鹿 54 上村 洋行山本 信行氏 羽月 友彦 新ひだか フクダファーム 412－201：38．67 383．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 19，529，000円 複勝： 33，327，400円 枠連： 15，327，900円
馬連： 41，596，500円 馬単： 28，457，000円 ワイド： 22，358，100円
3連複： 60，553，600円 3連単： 90，623，400円 計： 311，772，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，600円 複 勝 � 480円 � 1，040円 � 150円 枠 連（6－7） 1，920円

馬 連 �� 25，670円 馬 単 �� 63，450円

ワ イ ド �� 9，720円 �� 1，050円 �� 3，210円

3 連 複 ��� 30，850円 3 連 単 ��� 308，210円

票 数

単勝票数 計 195290 的中 � 9641（7番人気）
複勝票数 計 333274 的中 � 15348（8番人気）� 6366（11番人気）� 86065（1番人気）
枠連票数 計 153279 的中 （6－7） 5909（9番人気）
馬連票数 計 415965 的中 �� 1196（57番人気）
馬単票数 計 284570 的中 �� 331（122番人気）
ワイド票数 計 223581 的中 �� 551（66番人気）�� 5490（9番人気）�� 1695（30番人気）
3連複票数 計 605536 的中 ��� 1449（86番人気）
3連単票数 計 906234 的中 ��� 217（725番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―12．1―12．4―12．5―12．0―11．1―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．8―35．9―48．3―1：00．8―1：12．8―1：23．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F35．0
3 12（4，8）11（3，10）15（2，9，17）16（6，14）1（7，18）5，13 4 12，8（4，11）（10，15）（3，17）（9，16）（2，14）（6，7，18）（1，13）5

勝馬の
紹 介

ベッラヴォーチェ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Diktat デビュー 2013．2．3 京都6着

2010．4．8生 牝3鹿 母 トークショウ 母母 High Hawk 2戦1勝 賞金 5，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 エンジェルベイビー号
（非抽選馬） 8頭 ヴィラデステ号・テイエムプリンセス号・トウケイウイン号・ナンヨーカノン号・ポールシッター号・

マイネノンノ号・ラガーライオン号・リュクスエンブレム号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

10006 3月23日 晴 良 （25阪神2）第1日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走12時45分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．7
1：08．7

重
重

612 ゴーインググレート 牡3栗 56 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 456＋ 21：12．1 3．2�
36 テイエムチカラ 牡3栗 56 酒井 学竹園 正繼氏 柴田 政見 新ひだか ヒサイファーム 502－ 21：12．2� 88．4�
23 � ストームジャガー 牡3鹿 56 池添 謙一馬場 幸夫氏 安田 隆行 米 Cloverleaf

Farms II, Inc. 484－ 41：12．51	 10．1�
35 シゲルオウシザ 牡3栗 56 武 豊森中 蕃氏 目野 哲也 浦河 中村 雅明 516± 01：12．6� 5．9�
11 ラ ラ ガ ニ エ 牡3栗 56 荻野 琢真フジイ興産� 今野 貞一 新ひだか 千代田牧場 480－ 6 〃 クビ 73．8�
59 テイクファイア 牡3鹿 56 幸 英明加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 484＋ 81：12．7クビ 27．8	
24 シゲルオオカミザ 牡3栗 56 国分 恭介森中 蕃氏 服部 利之 新冠 浜口牧場 450－ 2 〃 クビ 55．4

816 シゲルホウオウザ 牡3鹿 56 熊沢 重文森中 蕃氏 松永 昌博 日高 加藤牧場 460－ 21：12．91
 29．4�
510 カイシュウヤマト 牡3栗 56 松山 弘平飯村 孝男氏 領家 政蔵 新ひだか 稲葉牧場 482± 01：13．0クビ 17．0�
815 アップアンカー 牡3栗 56 川須 栄彦加藤 守氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 518± 0 〃 クビ 72．7
713� エーシンサミット 牡3黒鹿56 小牧 太�栄進堂 西園 正都 米 Centaur

Farms, Inc. 526＋ 21：13．1� 14．7�
12 エイシンパラダイス 牝3栗 54 岩田 康誠平井 豊光氏 小崎 憲 新ひだか 水丸牧場 450－ 21：13．31 4．3�
48 グレイトエンブレム 牡3栗 56 藤岡 佑介小川 勲氏 作田 誠二 浦河 信成牧場 438＋ 21：13．4� 18．6�
47 フェブアクティヴ �3栗 56 川島 信二釘田 義広氏 川村 禎彦 浦河 桑田 正己 494－ 21：13．61� 252．6�
611 サーシスリーフ 牡3鹿 56 A．シュタルケ �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高野 友和 日高 豊洋牧場 480－ 61：13．7クビ 11．0�
（独）

714 ド ン マ ネ ー 牡3黒鹿56 D．バルジュー 山田 貢一氏 加用 正 日高 日西牧場 462＋ 21：14．01	 24．7�
（伊）

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，681，500円 複勝： 33，603，300円 枠連： 12，900，700円
馬連： 43，170，400円 馬単： 27，437，900円 ワイド： 23，436，900円
3連複： 60，485，400円 3連単： 92，294，800円 計： 313，010，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 150円 � 1，840円 � 380円 枠 連（3－6） 420円

馬 連 �� 11，460円 馬 単 �� 15，990円

ワ イ ド �� 4，040円 �� 860円 �� 17，260円

3 連 複 ��� 41，570円 3 連 単 ��� 202，120円

票 数

単勝票数 計 196815 的中 � 50023（1番人気）
複勝票数 計 336033 的中 � 88723（1番人気）� 3436（15番人気）� 19994（5番人気）
枠連票数 計 129007 的中 （3－6） 23080（1番人気）
馬連票数 計 431704 的中 �� 2782（37番人気）
馬単票数 計 274379 的中 �� 1267（55番人気）
ワイド票数 計 234369 的中 �� 1400（39番人気）�� 7082（6番人気）�� 323（92番人気）
3連複票数 計 604854 的中 ��� 1074（125番人気）
3連単票数 計 922948 的中 ��� 337（574番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．7―11．8―12．3―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．8―46．6―58．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．3
3 6，9（2，14）（12，16）（1，5）11（3，13）15，4－（8，7，10） 4 6，9，16（2，12，14）5（1，3，11）13，4，15－（8，7，10）

勝馬の
紹 介

ゴーインググレート �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2012．6．3 阪神5着

2010．5．7生 牡3栗 母 クインネージュ 母母 クールネージュ 10戦2勝 賞金 16，600，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



10007 3月23日 晴 良 （25阪神2）第1日 第7競走 ��2，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時15分 （芝・右）

500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
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
2：10．1
2：10．0

良
良

710 ゴットマスタング 牡5青鹿57 藤田 伸二後藤 進氏 木原 一良 浦河 日の出牧場 464－ 42：14．9 4．1�
56 ブランクヴァース 牡4黒鹿56 浜中 俊 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 496－ 42：15．0� 1．6�
68 モ ー レ ツ 牡6栗 57 D．バルジュー 小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 530＋ 22：15．74 20．9�

（伊）

67 マ ル ケ サ ス 牡4青鹿56 幸 英明 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 462＋10 〃 クビ 14．7�
812 カ ー マ イ ン 牡5鹿 57 岩田 康誠 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 462－ 42：15．9� 7．1�
811 エクセレントブルー 牝5鹿 55 小牧 太 	ブルーマネジメント森 秀行 新冠 川上牧場 470＋ 42：16．0� 30．1

44 メイショウタマカゼ 牡4栗 56 川島 信二松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 446＋162：16．1� 66．2�
11 コウエイキング �5鹿 57 和田 竜二西岡 静男氏 川村 禎彦 新ひだか 岡田スタツド 460± 02：16．31	 113．1�
33 
 セルリアンディンゴ 牡5黒鹿57 国分 恭介�イクタ 福島 信晴 むかわ フラット牧場 478－ 4 〃 アタマ 117．5
79 
 レッドキングダム 牡4鹿 56 四位 洋文 	東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 462＋ 22：16．51 20．6�
22 
 スリーロビンソン 牡5青 57 松山 弘平永井商事	 武 宏平 新ひだか 武 牧場 444－ 2 〃 クビ 254．8�

（11頭）
55 タガノミュルザンヌ 牝4鹿 54 川田 将雅八木 良司氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 22，989，000円 複勝： 83，093，700円 枠連： 9，468，800円
馬連： 39，047，800円 馬単： 32，846，200円 ワイド： 20，584，400円
3連複： 51，008，500円 3連単： 124，084，500円 計： 383，122，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 130円 � 110円 � 340円 枠 連（5－7） 230円

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 740円

ワ イ ド �� 150円 �� 910円 �� 460円

3 連 複 ��� 1，110円 3 連 単 ��� 5，980円

票 数

単勝票数 差引計 229890（返還計 170） 的中 � 44200（2番人気）
複勝票数 差引計 830937（返還計 217） 的中 � 88491（2番人気）� 582271（1番人気）� 18830（6番人気）
枠連票数 差引計 94688（返還計 28） 的中 （5－7） 30504（1番人気）
馬連票数 差引計 390478（返還計 589） 的中 �� 104009（1番人気）
馬単票数 差引計 328462（返還計 310） 的中 �� 33057（3番人気）
ワイド票数 差引計 205844（返還計 245） 的中 �� 48712（1番人気）�� 4236（12番人気）�� 9369（5番人気）
3連複票数 差引計 510085（返還計 1526） 的中 ��� 33964（3番人気）
3連単票数 差引計1240845（返還計 3223） 的中 ��� 15321（18番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．9―24．5―36．6―49．8―1：02．5―1：14．6―1：26．9―1：38．9―1：50．6―2：02．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F36．0
1
3
3，7（1，9）8，12（4，10）（11，6）2
3，7（1，9）8，12，4（10，6）11－2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ゴットマスタング �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2010．11．13 京都11着

2008．3．27生 牡5青鹿 母 インコンパス 母母 Totality 14戦3勝 賞金 35，142，000円
〔出走取消〕 タガノミュルザンヌ号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

10008 3月23日 晴 良 （25阪神2）第1日 第8競走 ��
��1，200�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 7，200，000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
1：09．7
1：08．7

重
重

36 � エーシンシャラク 牡5芦 57 浜中 俊�栄進堂 小崎 憲 新ひだか 木田牧場 B508－ 41：11．9 4．6�
612 メイショウノーベル 牡4栗 57 武 豊松本 好雄氏 武田 博 浦河 富田牧場 502－ 4 〃 ハナ 4．5�
48 ジャマイカジョー 牡5黒鹿57 酒井 学薪浦 英稔氏 梅田 康雄 新ひだか 秋田育成牧場 474－ 21：12．21	 3．0�
611 ケイエスキングオー 牡5鹿 57 岩田 康誠キヨシサービス� 高橋 義忠 白老 社台牧場 B436± 01：12．3
 10．9�
11 イイデカントリ 牝4青鹿55 和田 竜二 �アールエスエーカントリ北出 成人 新冠 武田牧場 452－ 2 〃 アタマ 30．3�
713 シンボリスウィフト 牡4黒鹿57 藤岡 佑介シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 476－141：12．4	 26．0	
24 エーティーオヤブン 牡4栗 57 幸 英明荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 千代田牧場 474± 01：12．61 85．3

510 キングスバーン 牡4鹿 57 松山 弘平林 正道氏 的場 均 浦河 酒井牧場 510－ 61：12．7
 119．5�
714� クルージンミジー 牝4芦 55 池添 謙一吉田 和美氏 安田 隆行 米

Brian O’Rourke
& Derry Meet-
ing Farm

496＋ 81：12．8クビ 8．2�
12 メイショウアルザス 牡4鹿 57 国分 恭介松本 好氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 448－ 2 〃 クビ 19．7�
815� ク ー デ タ ー 牡4黒鹿57 吉田 豊杉立 恭平氏 川村 禎彦 平取 二風谷ファーム 462± 0 〃 ハナ 102．1�
816 サンライズポパイ 牡5鹿 57 川須 栄彦松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 460－ 41：13．11	 38．7�
47 � サーカスタウン 牡4栗 57 四位 洋文吉岡 泰治氏 増本 豊 新ひだか 増本牧場 500＋ 2 〃 クビ 18．5�
23 カシノチョッパー 牡4黒鹿57 太宰 啓介柏木 務氏 境 直行 鹿児島 柏木 務 462＋ 31：13．2
 59．7�
35 � ハナズフレイム 牡4栗 57 大下 智M．タバート氏 加藤 和宏 新ひだか 前川 勇 470－ 21：13．62
 130．3�
59 シューサクオー �4鹿 57 D．バルジュー 杉田 周作氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 478＋ 21：13．91	 73．3�

（伊）

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，081，800円 複勝： 39，386，600円 枠連： 15，032，100円
馬連： 55，341，700円 馬単： 34，297，300円 ワイド： 27，181，500円
3連複： 77，255，200円 3連単： 123，485，000円 計： 395，061，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 150円 � 160円 � 120円 枠 連（3－6） 750円

馬 連 �� 1，170円 馬 単 �� 2，380円

ワ イ ド �� 440円 �� 260円 �� 300円

3 連 複 ��� 1，000円 3 連 単 ��� 6，770円

票 数

単勝票数 計 230818 的中 � 39615（3番人気）
複勝票数 計 393866 的中 � 66177（2番人気）� 58850（3番人気）� 109457（1番人気）
枠連票数 計 150321 的中 （3－6） 14934（3番人気）
馬連票数 計 553417 的中 �� 35065（3番人気）
馬単票数 計 342973 的中 �� 10644（7番人気）
ワイド票数 計 271815 的中 �� 13901（4番人気）�� 28713（1番人気）�� 22916（2番人気）
3連複票数 計 772552 的中 ��� 57553（1番人気）
3連単票数 計1234850 的中 ��� 13462（7番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．4―11．6―12．1―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．3―34．7―46．3―58．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．6―3F37．2
3 ・（6，7）12（4，14）2－（1，9）－（11，16）－8（3，15）13，10－5 4 ・（6，7）12（4，14）1，9，2，11，16，8，13（3，15）－10－5

勝馬の
紹 介

�エーシンシャラク �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Storm Cat

2008．3．15生 牡5芦 母 キ ャ タ リ ナ 母母 Carolina Saga 4戦1勝 賞金 9，000，000円
地方デビュー 2011．5．24 園田 ［他本会外：1戦0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。



10009 3月23日 晴 良 （25阪神2）第1日 第9競走 ��1，800�
く ん し ら ん

君 子 蘭 賞
発走14時25分 （芝・右・外）

牝，3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 9，500，000円 3，800，000円 2，400，000円 1，400，000円 950，000円
付 加 賞 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．7
1：44．1

良
良

22 テ ィ ア ー モ 牝3鹿 54 藤岡 佑介 �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 432－101：48．0 9．2�
77 ディープサウス 牝3青 54 四位 洋文窪田 康志氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 438－ 21：48．1� 2．3�
33 オーキッドレイ 牝3鹿 54 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 村山 明 安平 ノーザンファーム 444＋ 21：48．31 2．8�
11 ナンヨーユナ 牝3芦 54 浜中 俊中村 德也氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 452－ 21：48．61� 12．5�
810 インカンデセンス 牝3鹿 54 幸 英明 H.R.H．プリンセス・ハヤ 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 436－ 81：48．7� 22．9�
55 レッドフォーチュン 牝3芦 54 A．シュタルケ 杉山 忠国氏 友道 康夫 新ひだか 明治牧場 444－ 21：48．8� 13．1	

（独）

44 テイエムライオネス 牝3青鹿54 藤田 伸二竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 460－ 41：49．12 47．1

78 バリローチェ 牝3黒鹿54 岩田 康誠 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 448－ 21：49．31� 24．8�
89 マジカルビアンカ 牝3芦 54 太宰 啓介村上 憲政氏 本田 優 新冠 村上 雅規 432－ 81：49．51� 13．6
66 クラウンビション 牝3栗 54 武 豊矢野 悦三氏 日吉 正和 新ひだか 仲野牧場 450± 01：50．35 71．3�

（10頭）

売 得 金
単勝： 26，291，800円 複勝： 48，374，500円 枠連： 12，637，200円
馬連： 65，273，200円 馬単： 48，056，300円 ワイド： 27，515，000円
3連複： 81，966，400円 3連単： 198，319，300円 計： 508，433，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 920円 複 勝 � 220円 � 110円 � 120円 枠 連（2－7） 1，100円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 2，940円

ワ イ ド �� 380円 �� 450円 �� 160円

3 連 複 ��� 860円 3 連 単 ��� 9，460円

票 数

単勝票数 計 262918 的中 � 22553（3番人気）
複勝票数 計 483745 的中 � 30254（4番人気）� 217126（1番人気）� 98319（2番人気）
枠連票数 計 126372 的中 （2－7） 8532（3番人気）
馬連票数 計 652732 的中 �� 43986（2番人気）
馬単票数 計 480563 的中 �� 12064（10番人気）
ワイド票数 計 275150 的中 �� 15502（4番人気）�� 12394（7番人気）�� 59575（1番人気）
3連複票数 計 819664 的中 ��� 71017（3番人気）
3連単票数 計1983193 的中 ��� 15483（22番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―12．0―12．4―12．4―12．2―11．7―11．1―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―36．0―48．4―1：00．8―1：13．0―1：24．7―1：35．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テ ィ ア ー モ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．3．3 阪神1着

2010．4．26生 牝3鹿 母 レディチャーム 母母 リ ン ダ ス ト 2戦2勝 賞金 15，738，000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。

10010 3月23日 晴 良 （25阪神2）第1日 第10競走 ��
��1，400�

な る と

鳴門ステークス
発走15時00分 （ダート・右）
4歳以上，1，600万円以下，24．3．24以降25．3．17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 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

35 セイカプリコーン 牡5鹿 57 川田 将雅金田 成基氏 服部 利之 新ひだか 三石橋本牧場 490－ 21：23．3 3．8�
47 ホクセツキングオー 牡6鹿 56 和田 竜二平島 尚武氏 白井 寿昭 新ひだか 藤巻 則弘 508± 01：23．4� 3．8�
714 サンライズブレット 牡5栗 55 松山 弘平松岡 隆雄氏 平田 修 千歳 社台ファーム 476－ 21：23．5� 4．8�
612 ホクセツダンス 牝5栗 53 浜中 俊平島 尚武氏 宮本 博 日高 日高大洋牧場 440－ 41：23．92� 8．0�
611 ルグランヴォヤージ 牡6芦 55 荻野 琢真 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム B508－ 2 〃 アタマ 8．4�
23 アマノレインジャー 牡5栗 55 小牧 太中村 孝氏 湯窪 幸雄 浦河 浦河土肥牧場 500－ 21：24．0� 10．5	
59 キクノフレヴァン 牡7鹿 54 幸 英明菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム 486－ 2 〃 ハナ 36．7

713	 ダ イ バ ク フ 牡8鹿 52 大下 智柳橋 俊昭氏 伊藤 伸一 門別 富川牧場 494－121：24．1� 205．8�
510 フィールザラブ 牝4栗 52 吉田 豊櫻井 正氏 新開 幸一 むかわ 平岡牧場 408－ 61：24．42 36．5�
48 ポイマンドレース 
7栗 54 D．バルジュー �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 508＋ 61：24．5� 65．8

（伊）

24 ラガーリンリン 牝6芦 51 小林 徹弥奥村 啓二氏 池添 兼雄 新ひだか 前川 正美 486－ 21：24．6クビ 41．3�
36 スーブルソー 
6鹿 54 国分 恭介 �キャロットファーム 牧 光二 安平 ノーザンファーム 490－14 〃 クビ 142．4�
11 ケンブリッジエル 牡7黒鹿55 太宰 啓介中西 宏彰氏 山内 研二 新冠 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 518－ 61：25．02� 103．0�
12 	 リバースターリング 牡5栗 53 上村 洋行河越 武治氏 作田 誠二 日高 豊洋牧場 478± 01：25．21 57．9�
816 ハードウォン 牡7鹿 51 畑端 省吾津田 一男氏 西橋 豊治 浦河 赤田牧場 494＋ 81：25．3� 439．7�
815 ビナスイート 牝4栗 53 藤田 伸二井之口二三雄氏 作田 誠二 浦河 伏木田牧場 484± 01：25．4クビ 20．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，066，500円 複勝： 54，616，200円 枠連： 24，424，900円
馬連： 102，298，600円 馬単： 57，575，400円 ワイド： 40，847，700円
3連複： 138，506，900円 3連単： 245，994，100円 計： 693，330，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 140円 � 130円 � 180円 枠 連（3－4） 610円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 1，260円

ワ イ ド �� 240円 �� 410円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，110円 3 連 単 ��� 4，510円

票 数

単勝票数 計 290665 的中 � 60546（2番人気）
複勝票数 計 546162 的中 � 117146（2番人気）� 124354（1番人気）� 66820（3番人気）
枠連票数 計 244249 的中 （3－4） 29878（1番人気）
馬連票数 計1022986 的中 �� 127479（1番人気）
馬単票数 計 575754 的中 �� 33956（2番人気）
ワイド票数 計 408477 的中 �� 49248（1番人気）�� 23007（4番人気）�� 23452（3番人気）
3連複票数 計1385069 的中 ��� 92152（1番人気）
3連単票数 計2459941 的中 ��� 40255（2番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．3―12．1―12．3―12．0―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．7―34．0―46．1―58．4―1：10．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セイカプリコーン �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2010．9．12 阪神2着

2008．3．29生 牡5鹿 母 ケイアイエリザベス 母母 タ ム ヒ ー ド 21戦5勝 賞金 91，531，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 9頭 エーシンポルックス号・オリオンザポラリス号・カシノインカローズ号・スズカジョンブル号・スマイルタイム号・

タイセイファントム号・ノボレインボー号・モエレジュンキン号・ラフアウェイ号
※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。



10011 3月23日 晴 良 （25阪神2）第1日 第11競走 ��
��1，800�第60回毎 日 杯（ＧⅢ）

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

毎日新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 37，000，000円 15，000，000円 9，300，000円 5，600，000円 3，700，000円
付 加 賞 476，000円 136，000円 68，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．7
1：44．1

良
良

56 キ ズ ナ 牡3青鹿56 武 豊前田 晋二氏 佐々木晶三 新冠 株式会社
ノースヒルズ 482＋ 21：46．2 1．5�

45 ガイヤースヴェルト 牡3黒鹿56 A．シュタルケ �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 492－ 61：46．73 21．9�
（独）

44 バッドボーイ 牡3鹿 56 川田 将雅畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 502＋ 81：47．33	 10．0�
11 テイエムイナズマ 牡3黒鹿57 幸 英明竹園 正繼氏 福島 信晴 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 500－ 81：47．4
 49．7�
710 コメットシーカー 牡3鹿 56 岩田 康誠 �キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 472－ 61：47．5	 5．5�
22 サトノキングリー 牡3鹿 56 池添 謙一里見 治氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 466－ 6 〃 ハナ 18．3	
33 メイショウブシン 牡3鹿 56 四位 洋文松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 448－ 21：47．71	 132．1

813 アドマイヤツヨシ 牡3鹿 56 小牧 太近藤 利一氏 松田 博資 新冠 新冠橋本牧場 450＋ 21：47．8クビ 31．5�
57 ピュアソルジャー 牡3鹿 56 吉田 豊鶴見 清氏 大久保洋吉 新ひだか 千代田牧場 470－10 〃 アタマ 53．5�
69 タイセイウインディ 牡3黒鹿56 松山 弘平田中 成奉氏 高野 友和 新ひだか 酒井 秀紀 440＋ 21：48．43	 80．2
711 ラブリーデイ 牡3黒鹿57 D．バルジュー 金子真人ホールディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 466－ 4 〃 アタマ 12．7�

（伊）

68 アーマークラッド 牡3栗 56 太宰 啓介吉田 和子氏 野村 彰彦 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 490－101：48．5	 97．9�

812 オメガキングティー 牡3鹿 56 浜中 俊原 �子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 454＋ 21：49．03 26．9�
（13頭）

売 得 金
単勝： 103，714，700円 複勝： 205，240，500円 枠連： 59，687，300円
馬連： 310，217，400円 馬単： 197，736，600円 ワイド： 113，602，900円
3連複： 413，798，700円 3連単： 923，551，900円 計： 2，327，550，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 420円 � 240円 枠 連（4－5） 560円

馬 連 �� 1，760円 馬 単 �� 2，240円

ワ イ ド �� 600円 �� 330円 �� 2，200円

3 連 複 ��� 4，020円 3 連 単 ��� 14，510円

票 数

単勝票数 計1037147 的中 � 546141（1番人気）
複勝票数 計2052405 的中 � 1288720（1番人気）� 52628（6番人気）� 112228（3番人気）
枠連票数 計 596873 的中 （4－5） 79377（2番人気）
馬連票数 計3102174 的中 �� 130804（7番人気）
馬単票数 計1977366 的中 �� 65255（9番人気）
ワイド票数 計1136029 的中 �� 46098（6番人気）�� 97102（2番人気）�� 11395（24番人気）
3連複票数 計4137987 的中 ��� 75976（14番人気）
3連単票数 計9235519 的中 ��� 46976（46番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．6―34．8―46．6―58．6―1：10．4―1：21．9―1：33．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キ ズ ナ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー 2012．10．7 京都1着

2010．3．5生 牡3青鹿 母 キャットクイル 母母 Pacific Princess 5戦3勝 賞金 67，452，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

10012 3月23日 晴 良 （25阪神2）第1日 第12競走 ��
��1，600�サラブレッド系4歳以上

発走16時10分 （芝・右・外）
1000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円� コースレコード

中央レコード
1：32．0
1：30．7

良
良

11 ロードエアフォース 牡5鹿 57 池添 謙一 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 500－ 81：34．6 3．0�
55 ヴァリアシオン 牡4鹿 57 A．シュタルケ �サンデーレーシング 西園 正都 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 504± 0 〃 アタマ 2．9�
（独）

33 メイショウヤタロウ 牡5鹿 57 藤田 伸二松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 日の出牧場 482＋ 2 〃 ハナ 5．3�
89 トウカイソニック 牡7黒鹿57 藤岡 佑介内村 正則氏 的場 均 新冠 的場牧場 488－ 81：34．7� 15．2�
810 サカジロゴールド 牡5鹿 57 川須 栄彦ロイヤルパーク 崎山 博樹 浦河 宮内牧場 514－ 81：34．91	 71．6	
78 オメガセニョリーナ 牝4鹿 55 浜中 俊原 
子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 462－161：35．32� 10．0

77 モンテフジサン 牡6栗 57 武 豊毛利 喜昭氏 松山 康久 青森 ワールドファーム 474－ 8 〃 クビ 6．5�
66 サ ン ビ ー ム 牡5黒鹿57 和田 竜二�フォーレスト 山内 研二 浦河 丸幸小林牧場 518－101：35．93� 57．6�
22 メイショウコウセイ 牡7鹿 57 武 幸四郎松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 500± 01：36．85 34．8
44 ダ イ モ ス 牡4栗 57 熊沢 重文山上 和良氏 田島 良保 浦河 カナイシスタッド 466－ 4 〃 クビ 176．9�

（10頭）

売 得 金
単勝： 30，710，400円 複勝： 45，511，600円 枠連： 17，524，400円
馬連： 81，067，200円 馬単： 52，881，600円 ワイド： 31，523，500円
3連複： 101，172，000円 3連単： 249，756，800円 計： 610，147，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 110円 � 120円 � 140円 枠 連（1－5） 380円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 830円

ワ イ ド �� 170円 �� 250円 �� 240円

3 連 複 ��� 470円 3 連 単 ��� 2，380円

票 数

単勝票数 計 307104 的中 � 81297（2番人気）
複勝票数 計 455116 的中 � 128755（1番人気）� 106457（2番人気）� 70290（3番人気）
枠連票数 計 175244 的中 （1－5） 34309（1番人気）
馬連票数 計 810672 的中 �� 161464（1番人気）
馬単票数 計 528816 的中 �� 47200（2番人気）
ワイド票数 計 315235 的中 �� 55634（1番人気）�� 29046（3番人気）�� 31290（2番人気）
3連複票数 計1011720 的中 ��� 159519（1番人気）
3連単票数 計2497568 的中 ��� 77653（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．7―35．8―47．9―59．8―1：11．4―1：22．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロードエアフォース �
�
父 エアエミネム �

�
母父 マヤノトップガン デビュー 2010．7．10 函館8着

2008．2．22生 牡5鹿 母 レディスターライト 母母 ナ コ マ 22戦3勝 賞金 40，932，000円
〔制裁〕 ロードエアフォース号の騎手池添謙一は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：3番・

5番）
※メイショウコウセイ号は，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。



（25阪神2）第1日 3月23日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 166頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

233，120，000円
5，660，000円
1，530，000円
21，180，000円
61，124，000円
5，067，200円
1，593，600円

勝馬投票券売得金
345，733，100円
729，453，700円
198，796，100円
863，584，900円
582，004，800円
371，214，700円
1，167，361，900円
2，397，607，700円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 6，655，756，900円

総入場人員 13，931名 （有料入場人員 13，121名）
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