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10013 3月24日 晴 良 （25阪神2）第2日 第1競走 ��1，200�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
1：09．7
1：08．7

重
重

816 サクラフェリース 牝3栗 54 川須 栄彦�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 新和牧場 500 ―1：13．2 6．0�
36 メイショウメロディ 牝3鹿 54 勝浦 正樹松本 好�氏 西浦 勝一 浦河 浦河日成牧場 438＋ 41：13．94 20．8�
612 リャナンシー 牝3栗 54 小牧 太橋元 勇氣氏 高野 友和 千歳 社台ファーム 460＋ 41：14．0� 3．7�
12 ハッピーチャート 牝3芦 54 岡田 祥嗣 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 加用 正 新ひだか 桜井牧場 460＋ 2 〃 アタマ 7．5�
59 ケイティバローズ 牝3鹿 54 丸山 元気猪熊 広次氏 角田 晃一 新冠 石郷岡 雅樹 482 ―1：14．31� 116．9	
47 ヤマニンプチタルト 牝3栗 54

51 ▲岩崎 翼土井 肇氏 西橋 豊治 新冠 錦岡牧場 454± 01：14．4� 6．8

510 ジョウショーピアス 牝3栗 54 国分 恭介熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 日高大洋牧場 B436＋ 4 〃 ハナ 79．9�
24 マコトクオバディス 牝3鹿 54 藤岡 佑介尾田左知子氏 北出 成人 日高 シンボリ牧場 472－ 4 〃 ハナ 16．0�
48 ハイキートーン 牝3栗 54 浜中 俊下河辺牧場 安田 隆行 日高 下河辺牧場 438－ 61：14．61� 17．1�
713 シャインエタニティ 牝3青鹿 54

52 △菱田 裕二宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 446－121：14．7クビ 63．3�
815 エ ス パ シ オ 牝3黒鹿54 熊沢 重文田邉 廣己氏 大橋 勇樹 むかわ 東振牧場 426＋ 61：14．8� 53．5�
714 トウケイヘブン 牝3鹿 54 川島 信二木村 信彦氏 飯田 明弘 浦河 上山牧場 470 ―1：15．54 84．1�
23 スマートジュメイラ 牝3鹿 54 武 幸四郎大川 徹氏 安達 昭夫 日高 いとう牧場 490－ 21：15．6� 166．8�
35 ゴッデスオース 牝3栗 54

51 ▲城戸 義政山口 敦広氏 鈴木 孝志 新ひだか 見上牧場 406＋ 21：16．23� 110．5�
11 セレッソフロリード 牝3鹿 54 中舘 英二三宅 勝俊氏 田島 良保 様似 中村 俊紀 480－ 41：16．73 3．5�
611 テイエムエーデル 牝3鹿 54 和田 竜二竹園 正繼氏 岩元 市三 様似 猿倉牧場 432 ―1：17．76 192．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 13，330，800円 複勝： 26，624，700円 枠連： 8，659，000円
馬連： 33，685，800円 馬単： 22，534，700円 ワイド： 16，272，900円
3連複： 48，248，900円 3連単： 73，356，000円 計： 242，712，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 230円 � 540円 � 170円 枠 連（3－8） 5，390円

馬 連 �� 9，060円 馬 単 �� 13，750円

ワ イ ド �� 2，360円 �� 610円 �� 600円

3 連 複 ��� 6，550円 3 連 単 ��� 54，740円

票 数

単勝票数 計 133308 的中 � 17517（3番人気）
複勝票数 計 266247 的中 � 30630（4番人気）� 10134（7番人気）� 52737（2番人気）
枠連票数 計 86590 的中 （3－8） 1187（19番人気）
馬連票数 計 336858 的中 �� 2745（26番人気）
馬単票数 計 225347 的中 �� 1210（45番人気）
ワイド票数 計 162729 的中 �� 1586（24番人気）�� 6867（8番人気）�� 7006（7番人気）
3連複票数 計 482489 的中 ��� 5438（24番人気）
3連単票数 計 733560 的中 ��� 989（164番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―11．7―12．3―12．2―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．5―35．2―47．5―59．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．7―3F38．0
3 ・（1，7）16－9（4，6，15）2，12，13，8－（5，3）11，14，10 4 ・（1，7，16）－（4，6）9（2，15）12－（8，13）－（5，3）10，14，11

勝馬の
紹 介

サクラフェリース �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 フ ジ キ セ キ 初出走

2010．4．10生 牝3栗 母 サクラヴィーナス 母母 サクラセクレテーム 1戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムエーデル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年4月24日まで平地

競走に出走できない。

10014 3月24日 晴 良 （25阪神2）第2日 第2競走 ��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

813 マ ノ ワ ー ル 牡3鹿 56 小牧 太�ノースヒルズ 白井 寿昭 新冠 株式会社
ノースヒルズ 448± 01：54．9 1．2�

710 ジ リ オ ン 牡3黒鹿56 和田 竜二近藤 克麿氏 清水 出美 安平 ノーザンファーム 534± 01：55．11 25．2�
68 マイネルゲイナー 牡3栗 56

54 △菱田 裕二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 吉田 直弘 新ひだか 久井牧場 432－ 61：55．41� 8．6�

69 メイショウイマワカ 牡3鹿 56 国分 恭介松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム B548± 01：55．5� 23．6�
45 ト リ ガ ー 牡3鹿 56 丸山 元気石川 達絵氏 角田 晃一 新ひだか 筒井 征文 B470－101：55．6� 8．3�
57 ノアオーカン 牡3黒鹿56 鮫島 良太杉元 四男氏 福島 信晴 新冠 芳住 革二 468－ 21：55．7� 17．5	
812 ニジノハヤテ 牡3黒鹿56 小坂 忠士杉本千賀子氏 境 直行 新ひだか 三石ファーム 466－ 21：56．55 214．4

33 リ ノ ワ ー ル 牝3青鹿 54

51 ▲城戸 義政 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 矢作 芳人 新ひだか 服部 牧場 440－10 〃 ハナ 56．1�

711 スリーマーゴーン 牡3芦 56 小林 徹弥永井商事� 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 474＋ 2 〃 クビ 264．0�
56 メイショウヤマナミ 牡3栗 56 武 幸四郎松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 482± 01：56．6� 301．3
22 アスカノトゥーレ 牡3鹿 56 川島 信二豊田 智郎氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 492－ 41：56．81� 228．3�
11 ドンレジェンド 牡3栗 56 高倉 稜山田 貢一氏 崎山 博樹 日高 日西牧場 468－ 21：58．07 311．7�
44 サンライズバレー 牡3栗 56 藤岡 佑介松岡 隆雄氏 庄野 靖志 新冠 隆栄牧場 506 ―1：58．74 146．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 21，870，200円 複勝： 56，124，700円 枠連： 7，696，400円
馬連： 30，606，000円 馬単： 30，589，200円 ワイド： 16，915，100円
3連複： 43，503，600円 3連単： 107，293，500円 計： 314，598，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 110円 � 250円 � 140円 枠 連（7－8） 950円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 1，190円

ワ イ ド �� 370円 �� 160円 �� 650円

3 連 複 ��� 1，010円 3 連 単 ��� 3，860円

票 数

単勝票数 計 218702 的中 � 146092（1番人気）
複勝票数 計 561247 的中 � 392715（1番人気）� 19564（5番人気）� 52618（2番人気）
枠連票数 計 76964 的中 （7－8） 6005（4番人気）
馬連票数 計 306060 的中 �� 22488（5番人気）
馬単票数 計 305892 的中 �� 18998（5番人気）
ワイド票数 計 169151 的中 �� 10179（5番人気）�� 35060（1番人気）�� 5076（9番人気）
3連複票数 計 435036 的中 ��� 32067（3番人気）
3連単票数 計1072935 的中 ��� 20531（10番人気）

ハロンタイム 12．9―11．4―13．8―13．0―13．0―12．4―12．2―12．5―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．3―38．1―51．1―1：04．1―1：16．5―1：28．7―1：41．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マ ノ ワ ー ル �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2013．2．2 京都2着

2010．3．24生 牡3鹿 母 ノータブルアート 母母 アンブロジン 3戦1勝 賞金 9，400，000円

第２回 阪神競馬 第２日



10015 3月24日 晴 良 （25阪神2）第2日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時40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

11 ジョリフェロー 牡3鹿 56 秋山真一郎�フォーレスト 池添 兼雄 様似 様似渡辺牧場 472－ 21：13．4 25．2�
816 リッシンロケット 牡3芦 56 藤岡 佑介小原 該一氏 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 450± 01：13．71� 16．5�
12 クニサキゼブライカ 牡3黒鹿56 中舘 英二國島 周夫氏 梅田 康雄 新冠 川上 悦夫 506＋ 41：14．01� 3．9�
611 ゼンノビッグワン 牡3鹿 56

54 △菱田 裕二大迫久美子氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 528± 0 〃 クビ 4．1�
59 カネトシエフォート 牡3黒鹿 56

53 ▲長岡 禎仁兼松 利男氏 野村 彰彦 新冠 タニグチ牧場 452＋ 41：14．1� 13．4�
612 クリノロブソン 牡3黒鹿56 荻野 琢真栗本 博晴氏 田中 章博 浦河 ダイヤモンドファーム 444－ 41：14．73� 601．5	
510 フ ァ ウ ヌ ス 牡3鹿 56

53 ▲岩崎 翼 
ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 宮本 博 日高 オリオンファーム 498－ 41：15．23 40．6�

713 ホシプリエール 牝3栗 54 国分 恭介永井冨佐子氏 増本 豊 浦河 桑田 正己 498－ 21：15．3クビ 58．9�
815 コルブラント 牡3鹿 56

53 ▲城戸 義政永田 和彦氏 鈴木 孝志 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム 478＋ 41：15．51� 135．7

714 デンコウショウイン 牡3青鹿56 藤岡 康太田中 康弘氏 佐山 優 様似 中脇 一幸 450－ 2 〃 クビ 259．5�
23 ニシオキボオト 牡3鹿 56 佐久間寛志西尾 午郎氏 鹿戸 明 新ひだか 猪野毛牧場 460－ 4 〃 アタマ 132．3�
24 ワンダーデスタン 牡3青鹿56 鮫島 良太山本 能行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 452－ 41：15．71� 144．7�
48 ドントタッチミー 牡3鹿 56 浜中 俊山田 貢一氏 牧浦 充徳 日高 日西牧場 444－ 41：16．33� 10．5�
35 ハートランド 牡3青鹿56 和田 竜二 �社台レースホース浅見 秀一 新冠 追分ファーム 490－121：16．4� 2．4�
36 タガノヴェルサーレ 牡3鹿 56 上村 洋行八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 460－ 21：17．46 132．9�
47 ハッピーフェザー 牡3栗 56 川島 信二�髙昭牧場 飯田 明弘 浦河 本巣 敦 446 ―1：22．0大差 350．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，561，900円 複勝： 25，163，800円 枠連： 8，620，300円
馬連： 33，836，100円 馬単： 23，551，200円 ワイド： 16，700，500円
3連複： 47，675，300円 3連単： 79，044，200円 計： 251，153，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，520円 複 勝 � 550円 � 410円 � 190円 枠 連（1－8） 2，100円

馬 連 �� 12，050円 馬 単 �� 27，680円

ワ イ ド �� 2，860円 �� 1，520円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 17，750円 3 連 単 ��� 185，190円

票 数

単勝票数 計 165619 的中 � 5182（7番人気）
複勝票数 計 251638 的中 � 10359（7番人気）� 14954（6番人気）� 43005（2番人気）
枠連票数 計 86203 的中 （1－8） 3030（9番人気）
馬連票数 計 338361 的中 �� 2073（26番人気）
馬単票数 計 235512 的中 �� 628（56番人気）
ワイド票数 計 167005 的中 �� 1406（22番人気）�� 2704（16番人気）�� 4070（11番人気）
3連複票数 計 476753 的中 ��� 1983（45番人気）
3連単票数 計 790442 的中 ��� 315（361番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―12．2―12．5―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．5―35．7―48．2―1：00．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジョリフェロー �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2012．10．8 京都7着

2010．2．21生 牡3鹿 母 コーヒータイム 母母 オステアアンティカ 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走状況〕 ハッピーフェザー号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔その他〕 ワンダーデスタン号は，3コーナーで外側に逃避したことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハッピーフェザー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年4月24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。
（非抽選馬） 2頭 カシノビッグベン号・ツヤマル号

10016 3月24日 晴 良 （25阪神2）第2日 第4競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走11時10分 （ダート・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

612 グロシュラライト 牡3黒鹿56 藤田 伸二吉田 照哉氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 442－101：26．4 8．2�
24 � ヴードゥーフェスト 牡3青鹿56 藤岡 康太 �社台レースホース宮 徹 米 Shadai Cor-

poration 526± 01：26．61� 7．8�
12 ドニカナルボーイ 牡3黒鹿56 浜中 俊廣崎 利洋氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 450－ 21：26．7� 2．5�
510 メイショウドゥーマ 牡3黒鹿56 上村 洋行松本 好�氏 本田 優 新冠 ビッグレッドファーム 480＋ 21：26．91� 8．8�
713 サクラシェンロン 牡3栗 56 川須 栄彦	さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 新和牧場 508＋ 21：27．0� 6．2

59 ガ ル ム 牡3鹿 56 鮫島 良太 �サンデーレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム 518－ 61：27．1� 38．9�
11 ホッコーマグマ 牡3鹿 56 勝浦 正樹矢部 幸一氏 西浦 勝一 むかわ 上水牧場 488－ 61：27．2� 20．7�
35 ハギノグラミー 牡3栗 56 丸山 元気日隈 良江氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 424－ 6 〃 ハナ 71．9
23 メイショウオトワカ 牡3鹿 56 武 幸四郎松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 478± 0 〃 ハナ 93．5�
714 チュウワワンダー 牡3鹿 56 川島 信二中西 忍氏 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 496 ―1：27．3� 491．5�
47 シゲルリブラ 牡3鹿 56 荻野 琢真 	ブルアンドベア 田中 章博 新冠 中央牧場 424－ 8 〃 アタマ 72．8�
611 ゴーイングベル 牡3芦 56 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 474－ 21：27．4� 22．4�
816 マヴェリックブルー 牡3栗 56 国分 恭介 	ブルーマネジメント鈴木 孝志 浦河 馬道 繁樹 418－ 41：27．72 88．7�
36 ライブリクリール 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣加藤 哲郎氏 沖 芳夫 厚真 大川牧場 458＋ 21：28．23 53．4�
48 � ロケットダッシュ 牡3鹿 56

54 △菱田 裕二 �キャロットファーム 吉田 直弘 米 Northwest
Farms LLC 476－ 21：28．83� 7．4�

815 タマモロビュスト 牡3栗 56 小牧 太タマモ	 中竹 和也 新ひだか 前田牧場 516 ―1：33．4大差 224．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 21，889，300円 複勝： 33，436，700円 枠連： 10，709，800円
馬連： 41，783，100円 馬単： 26，496，800円 ワイド： 20，223，800円
3連複： 57，561，500円 3連単： 86，287，100円 計： 298，388，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 220円 � 210円 � 140円 枠 連（2－6） 2，090円

馬 連 �� 3，080円 馬 単 �� 6，370円

ワ イ ド �� 820円 �� 450円 �� 470円

3 連 複 ��� 2，580円 3 連 単 ��� 21，510円

票 数

単勝票数 計 218893 的中 � 21113（5番人気）
複勝票数 計 334367 的中 � 34636（5番人気）� 38262（3番人気）� 85880（1番人気）
枠連票数 計 107098 的中 （2－6） 3793（9番人気）
馬連票数 計 417831 的中 �� 10033（13番人気）
馬単票数 計 264968 的中 �� 3070（24番人気）
ワイド票数 計 202238 的中 �� 5756（12番人気）�� 11464（3番人気）�� 10992（4番人気）
3連複票数 計 575615 的中 ��� 16482（7番人気）
3連単票数 計 862871 的中 ��� 2961（54番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．0―36．1―48．5―1：00．8―1：13．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．3―3F37．9
3 12（13，16）（4，8）（2，10，11）5（9，3）（1，6）＝（15，14）7 4 12，13，16（4，8）（2，10，11）（5，3）－（1，9）6－7－14＝15

勝馬の
紹 介

グロシュラライト �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2012．12．8 阪神5着

2010．3．26生 牡3黒鹿 母 ガーネットスター 母母 クルーピアスター 5戦1勝 賞金 9，200，000円
〔制裁〕 ドニカナルボーイ号の騎手浜中俊は，決勝線手前での御法（騎乗ぶり）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タマモロビュスト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年4月24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。
（非当選馬） 1頭 ウォーターグッデイ号



10017 3月24日 晴 良 （25阪神2）第2日 第5競走 ��
��2，400�サラブレッド系3歳

発走12時00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
2：24．2
2：22．1

良
良

818� バ ン デ 牡3鹿 56 A．シュタルケ 林 正道氏 矢作 芳人 愛 Kildaragh
Stud 500± 02：27．6 3．2�

（独）

47 � サウンドデューク 牡3栗 56
54 △菱田 裕二増田 雄一氏 安達 昭夫 愛 Round

Hill Stud 448＋ 42：27．81� 8．7�
12 キングデザイヤー 牡3黒鹿56 高倉 稜山口 敦広氏 鈴木 孝志 新ひだか 佐竹 学 492＋ 22：28．22� 4．9�
24 カナディアンリーフ 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣 �サンデーレーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 524－122：28．41	 28．5�
510 コスミックワンダー 牡3鹿 56 秋山真一郎吉田 勝己氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 476－ 62：28．5クビ 10．6�
816 アースストライカー 牡3鹿 56

53 ▲岩崎 翼西山 茂行氏 宮本 博 新冠 川上牧場 488－102：28．6
 104．9	
35 ナリタカマー 牡3黒鹿56 勝浦 正樹
オースミ 松元 茂樹 千歳 社台ファーム 470－ 42：28．7� 7．5�
713 メイショウソラーレ 牡3鹿 56 藤岡 康太松本 好雄氏 佐山 優 浦河 太陽牧場 492－ 42：29．12� 52．2�
611 スターリーワンダー 牡3栗 56 中舘 英二有限会社シルク藤沢 則雄 日高 ヤナガワ牧場 B490－102：29．52� 89．6
714 ジェットソング 牡3黒鹿56 浜中 俊橋元 勇氣氏 野中 賢二 安平 追分ファーム 444－ 22：30．45 10．0�
59 ショウナンアビル 牡3鹿 56 川須 栄彦国本 哲秀氏 高野 友和 新ひだか 静内フアーム 444－ 22：31．35 24．0�
817 カヤトースト 牡3栗 56 丸山 元気金子真人ホール

ディングス
 池江 泰寿 日高 日高大洋牧場 508－ 62：31．4� 138．8�
48 オースミアイビス 牡3栗 56 和田 竜二
オースミ 山内 研二 浦河 信成牧場 508－ 62：31．5
 9．0�
23 ストリボーグ 牡3鹿 56 武 幸四郎 �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム 442－ 82：31．71	 89．3�
715 タピスドフルール 牝3栗 54 藤岡 佑介吉田 和子氏 中尾 秀正 新冠 新冠橋本牧場 450－14 〃 ハナ 42．7�
612 スプリームアヘッド �3黒鹿56 小牧 太本間 充氏 庄野 靖志 日高 本間牧場 532 ―2：32．44 67．3�
36 ハナズハント 牡3鹿 56 川島 信二M．タバート氏 牧浦 充徳 新ひだか 元道牧場 480－ 42：32．82� 64．7�
11 リキアイカイウン 牡3栗 56 上村 洋行高山 幸雄氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 474± 02：35．3大差 397．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 19，631，400円 複勝： 33，719，300円 枠連： 13，883，400円
馬連： 49，837，500円 馬単： 29，048，600円 ワイド： 23，006，200円
3連複： 62，021，800円 3連単： 92，548，600円 計： 323，696，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 200円 � 160円 枠 連（4－8） 830円

馬 連 �� 1，290円 馬 単 �� 2，500円

ワ イ ド �� 470円 �� 320円 �� 600円

3 連 複 ��� 1，950円 3 連 単 ��� 9，810円

票 数

単勝票数 計 196314 的中 � 48489（1番人気）
複勝票数 計 337193 的中 � 72441（1番人気）� 37938（3番人気）� 58775（2番人気）
枠連票数 計 138834 的中 （4－8） 12402（2番人気）
馬連票数 計 498375 的中 �� 28521（2番人気）
馬単票数 計 290486 的中 �� 8585（3番人気）
ワイド票数 計 230062 的中 �� 11972（2番人気）�� 19174（1番人気）�� 8902（4番人気）
3連複票数 計 620218 的中 ��� 23592（1番人気）
3連単票数 計 925486 的中 ��� 6964（5番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―12．9―12．8―12．3―12．4―13．0―12．6―12．2―12．0―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．6―24．1―37．0―49．8―1：02．1―1：14．5―1：27．5―1：40．1―1：52．3―2：04．3―2：15．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．5―3F35．3
1
3

2－18（15，17，9）（4，7，8）－10，16（11，6，12）5，3，13，1－14
2－18，9，15（4，17）（10，8）（11，7）（16，12）（5，3）－14，13（1，6）

2
4

2，18（15，9）（4，17）8，7，10，16（11，12）（5，3）6，13－1－14
2（18，9）15（17，8）（4，10）（11，7）13（16，3）（14，12）5＝6－1

勝馬の
紹 介

�バ ン デ �
�
父 Authorized �

�
母父 Priolo デビュー 2013．2．24 阪神4着

2010．4．11生 牡3鹿 母 Logica 母母 Salagangai 3戦1勝 賞金 6，650，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を12時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リキアイカイウン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年4月24日まで平地競

走に出走できない。
ハナズハント号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年5月24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） 2頭 ケンブリッジアーサ号・ニホンピロホウオー号
※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。

10018 3月24日 晴 良 （25阪神2）第2日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走12時30分 （芝・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
1：07．1
1：06．5

良
良

22 ジンセイハオマツリ 牡3黒鹿 56
54 △菱田 裕二小田切有一氏 佐々木晶三 新ひだか 田中 裕之 476－ 41：09．2 2．1�

55 スイートドーナッツ 牡3黒鹿56 和田 竜二岡 浩二氏 鈴木 孝志 日高 シンボリ牧場 458＋ 21：09．73 12．6�
56 アカノジュウロク 牝3鹿 54 川須 栄彦根本 忠義氏 清水 久詞 千歳 社台ファーム 444± 0 〃 クビ 30．2�
812 ケイアイウィルゴー 牝3鹿 54 浜中 俊亀田 和弘氏 山内 研二 新ひだか 佐竹 学 440－ 21：09．91� 3．9�
67 トップエトワール 牡3芦 56 高倉 稜�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 492＋ 21：10．0クビ 28．7�
33 クインスウィーティ 牝3芦 54 国分 恭介田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 406－ 2 〃 ハナ 29．2	
11 メイショウガンツ 牝3鹿 54 武 幸四郎松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 432＋ 6 〃 クビ 7．2

811 ライブリシュネル 牡3鹿 56 藤岡 康太加藤 哲郎氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド 474＋ 41：10．1クビ 6．6�
44 テーオーレイチェル 牝3芦 54 秋山真一郎小笹 公也氏 岡田 稲男 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 424＋ 2 〃 クビ 60．5�
79 レ デ ィ ー 牝3鹿 54 藤岡 佑介浅見 文子氏 浅見 秀一 新ひだか 中村 和夫 422－ 21：10．31� 99．9
68 マイネヴァイザー 牝3黒鹿54 丸山 元気 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 400－ 21：11．25 38．9�
710� ドクトルバロン 牡3栗 56 伊藤 工真湯澤 寛氏 大江原 哲 新冠 ビッグレッドファーム B462－ 41：11．83	 229．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 18，420，200円 複勝： 31，086，000円 枠連： 11，663，200円
馬連： 37，064，000円 馬単： 27，664，600円 ワイド： 18，930，800円
3連複： 55，164，400円 3連単： 102，423，800円 計： 302，417，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 280円 � 590円 枠 連（2－5） 1，000円

馬 連 �� 1，230円 馬 単 �� 1，870円

ワ イ ド �� 630円 �� 1，100円 �� 3，430円

3 連 複 ��� 8，870円 3 連 単 ��� 27，460円

票 数

単勝票数 計 184202 的中 � 69233（1番人気）
複勝票数 計 310860 的中 � 116485（1番人気）� 22992（5番人気）� 8818（8番人気）
枠連票数 計 116632 的中 （2－5） 8689（4番人気）
馬連票数 計 370640 的中 �� 22240（4番人気）
馬単票数 計 276646 的中 �� 10927（7番人気）
ワイド票数 計 189308 的中 �� 7835（7番人気）�� 4243（12番人気）�� 1290（31番人気）
3連複票数 計 551644 的中 ��� 4591（25番人気）
3連単票数 計1024238 的中 ��� 2753（76番人気）

ハロンタイム 12．2―11．2―11．3―11．4―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．4―34．7―46．1―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジンセイハオマツリ �
�
父 オレハマッテルゼ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2012．9．8 阪神2着

2010．4．11生 牡3黒鹿 母 キ マ グ レ 母母 シューティンスター 7戦2勝 賞金 19，506，000円
※出走取消馬 ディープジュジュ号（疾病〔左前挫跖〕のため）
※ドクトルバロン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



10019 3月24日 晴 良 （25阪神2）第2日 第7競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走13時00分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，55�
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

714 スピーディードータ 牝4鹿 55 丸山 元気安達 允彦氏 小西 一男 日高 坂 牧場 468± 01：25．1 33．0�
612� アルティメイト 牝4青鹿55 小坂 忠士アルツト組合 境 直行 新ひだか 飛野牧場 434＋ 81：25．84 16．8�
713� メイショウオウヒ 牝5黒鹿55 浜中 俊松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 B464＋ 4 〃 クビ 4．0�
815 シゲルアケビ 牝4鹿 55 国分 恭介森中 蕃氏 谷 潔 新ひだか 広田牧場 460± 01：26．22� 25．7�
24 ラブリイステラ 牝5芦 55 勝浦 正樹�リベリュール 松元 茂樹 浦河 カナイシスタッド 506－ 21：26．3� 7．3�
47 コーラルグリッタ 牝4黒鹿55 高倉 稜	ターフ・スポート池添 兼雄 浦河 猿橋 義昭 458－ 4 〃 アタマ 11．2

36 キタサンテンニョ 牝4黒鹿55 佐久間寛志	大野商事 鹿戸 明 新冠 樋渡 信義 454－ 21：26．62 44．0�
48 ピースオブアイ 牝4栗 55 藤岡 佑介星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 468－ 61：26．7クビ 3．2�
11 タガノカノープス 牝4鹿 55 川島 信二八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 八木牧場 434± 01：27．02 202．7
35 タニノマイルストン 牝4栗 55 荻野 琢真谷水 雄三氏 矢作 芳人 新ひだか カントリー牧場 432－ 4 〃 クビ 78．4�
59 ウ ア ジ ェ ト 牝5黒鹿55 和田 竜二岡 浩二氏 清水 出美 浦河 辻 牧場 502＋101：27．42� 5．9�
611� ヒシアルコル 牝4鹿 55 川須 栄彦阿部 雅英氏 佐山 優 浦河 中村 雅明 442－10 〃 クビ 43．3�
816� メイショウアレーナ 牝4栗 55 武 幸四郎松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 412＋ 21：27．6� 23．1�
510� マヤステッラ 牝4鹿 55 熊沢 重文	まの 大橋 勇樹 浦河 市川フアーム 454＋ 6 〃 クビ 78．9�
12 サルココッカ 牝5鹿 55 藤田 伸二吉田 和美氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 410－ 21：27．7� 26．6�
23 ヒノデポベーダ 牝5鹿 55

53 △菱田 裕二久野 正弘氏 梅田 康雄 新冠 片倉 拓司 430－ 21：27．9� 169．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，393，900円 複勝： 32，947，400円 枠連： 14，501，800円
馬連： 45，406，800円 馬単： 27，987，500円 ワイド： 22，415，300円
3連複： 61，224，900円 3連単： 95，083，900円 計： 319，961，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，300円 複 勝 � 780円 � 410円 � 180円 枠 連（6－7） 2，010円

馬 連 �� 21，880円 馬 単 �� 51，900円

ワ イ ド �� 5，190円 �� 2，030円 �� 990円

3 連 複 ��� 27，670円 3 連 単 ��� 273，050円

票 数

単勝票数 計 203939 的中 � 4870（10番人気）
複勝票数 計 329474 的中 � 9177（10番人気）� 19424（5番人気）� 62559（2番人気）
枠連票数 計 145018 的中 （6－7） 5341（9番人気）
馬連票数 計 454068 的中 �� 1532（59番人気）
馬単票数 計 279875 的中 �� 398（124番人気）
ワイド票数 計 224153 的中 �� 1032（56番人気）�� 2710（23番人気）�� 5802（8番人気）
3連複票数 計 612249 的中 ��� 1633（89番人気）
3連単票数 計 950839 的中 ��� 257（731番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．6―12．2―12．5―12．5―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．0―34．6―46．8―59．3―1：11．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スピーディードータ �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 フレンチグローリー デビュー 2011．9．25 札幌4着

2009．2．9生 牝4鹿 母 グロリアスドータ 母母 インパチエンス 15戦2勝 賞金 18，200，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時01分に変更。
〔制裁〕 スピーディードータ号の調教師小西一男は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。

10020 3月24日 晴 良 （25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30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
1：48．5
1：47．8

重
重

11 ルスナイスナイパー 牡4栗 57 秋山真一郎�髙昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 448－ 21：53．6 2．4�
814� リバータイキ 牡4栗 57 藤岡 佑介河越 武治氏 作田 誠二 平取 稲原牧場 504＋101：54．23� 24．3�
711 イースターパレード �4栗 57 荻野 琢真�G1レーシング 平田 修 新ひだか 追分ファーム 496＋ 41：54．51	 4．1�
58 � タマモエスプレッソ 牡5黒鹿 57

54 ▲城戸 義政タマモ� 小原伊佐美 新ひだか フジワラフアーム 512＋ 41：55．13� 10．2�
57 � シルクプラズマ 牡5黒鹿57 川須 栄彦有限会社シルク領家 政蔵 平取 坂東牧場 468＋ 2 〃 クビ 22．7	
69 メイショウヤギュウ 牡4栗 57

55 △菱田 裕二松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 462± 01：55．31 16．2

33 マーリンシチー 牡7鹿 57 丸山 元気 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 日高 幾千世牧場 466－ 2 〃 ハナ 38．0�
46 ディープルマン 牡5鹿 57 和田 竜二深見 敏男氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 518＋ 61：55．51
 60．5�
45 ボストンリョウマ 牡5青鹿 57

54 ▲岩崎 翼ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 482＋ 81：55．6クビ 17．3
712 エルダリオン 牡4鹿 57 武 幸四郎 H.H．シェイク・ハムダン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 592± 01：55．81� 30．9�
22 シゲルリンゴ 牝4栗 55 国分 恭介森中 蕃氏 田中 章博 新ひだか 前田 宗将 444＋ 21：55．9� 106．5�
813 インステイト 牡4栗 57 A．シュタルケ �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 506－101：56．11 15．5�

（独）

34 ペガサスフラッシュ 牡5栗 57 中舘 英二松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 438＋101：57．48 7．6�
610 リーノレオン 牡4栗 57 小林 徹弥呂 朝子氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 494＋ 11：58．03� 334．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 21，332，000円 複勝： 33，845，600円 枠連： 14，454，900円
馬連： 52，320，300円 馬単： 32，951，200円 ワイド： 25，542，000円
3連複： 69，076，200円 3連単： 116，070，600円 計： 365，592，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 480円 � 170円 枠 連（1－8） 1，150円

馬 連 �� 2，470円 馬 単 �� 3，460円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 220円 �� 1，560円

3 連 複 ��� 3，600円 3 連 単 ��� 19，180円

票 数

単勝票数 計 213320 的中 � 73038（1番人気）
複勝票数 計 338456 的中 � 96539（1番人気）� 12088（10番人気）� 55160（2番人気）
枠連票数 計 144549 的中 （1－8） 9341（5番人気）
馬連票数 計 523203 的中 �� 15651（10番人気）
馬単票数 計 329512 的中 �� 7046（11番人気）
ワイド票数 計 255420 的中 �� 5388（13番人気）�� 36119（1番人気）�� 3492（21番人気）
3連複票数 計 690762 的中 ��� 14179（8番人気）
3連単票数 計1160706 的中 ��� 4467（43番人気）

ハロンタイム 12．8―11．0―13．6―12．7―12．8―12．7―12．9―12．1―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．8―37．4―50．1―1：02．9―1：15．6―1：28．5―1：40．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ルスナイスナイパー �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2012．2．18 京都8着

2009．3．6生 牡4栗 母 タワーライトブルー 母母 リアフォーモサ 9戦1勝 賞金 13，340，000円
［他本会外：1戦1勝］

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



10021 3月24日 晴 良 （25阪神2）第2日 第9競走 ��1，800�四 国 新 聞 杯
発走14時05分 （芝・右・外）

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 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000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
1：44．7
1：44．1

良
良

44 コウエイオトメ 牝5鹿 55 勝浦 正樹西岡 静男氏 松元 茂樹 新冠 石郷岡 雅樹 480－ 21：47．9 4．3�
66 ラスヴェンチュラス 牝4鹿 55 秋山真一郎西見 徹也氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 408－ 4 〃 クビ 1．7�
89 マ イ ネ マ オ 牝5鹿 55 浜中 俊 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 須崎牧場 502± 01：48．0� 9．6�
33 エ デ ィ ン 牝4栗 55 小牧 太�ノースヒルズ 白井 寿昭 新冠 ノースヒルズマネジメント 452－ 41：48．1� 22．1�
77 サンレガーロ 牝5鹿 55 藤岡 康太青山 洋一氏 藤岡 健一 安平 追分ファーム 424－ 21：48．2� 24．8�
78 サンマルクイーン 牝4栗 55 熊沢 重文相馬 勇氏 大橋 勇樹 浦河 笹島 政信 B456＋ 81：48．3クビ 21．2	
55 クリスティロマンス 牝6黒鹿55 川須 栄彦 
社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム 460－ 81：48．61� 9．9�
11 ネヴァーフェイド 牝6栗 55 藤岡 佑介 
社台レースホース藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 428－ 81：48．7� 14．4�
810 クイーンキセキ 牝4黒鹿55 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 436＋ 61：49．23 54．2
22 サンマルリジイ 牝4黒鹿55 川島 信二相馬 勇氏 山内 研二 浦河 アイオイファーム 494＋ 81：49．73 260．1�

（10頭）

売 得 金
単勝： 32，014，200円 複勝： 68，775，400円 枠連： 14，934，300円
馬連： 75，317，500円 馬単： 53，462，600円 ワイド： 33，609，100円
3連複： 98，222，300円 3連単： 241，923，400円 計： 618，258，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 130円 � 110円 � 180円 枠 連（4－6） 280円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 900円

ワ イ ド �� 150円 �� 470円 �� 290円

3 連 複 ��� 650円 3 連 単 ��� 4，200円

票 数

単勝票数 計 320142 的中 � 59846（2番人気）
複勝票数 計 687754 的中 � 104501（2番人気）� 374135（1番人気）� 49275（4番人気）
枠連票数 計 149343 的中 （4－6） 40122（1番人気）
馬連票数 計 753175 的中 �� 193838（1番人気）
馬単票数 計 534626 的中 �� 43911（2番人気）
ワイド票数 計 336091 的中 �� 79886（1番人気）�� 13764（7番人気）�� 25151（3番人気）
3連複票数 計 982223 的中 ��� 112591（2番人気）
3連単票数 計2419234 的中 ��� 42584（10番人気）

ハロンタイム 12．6―12．1―12．1―12．5―12．4―12．0―11．4―10．9―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．7―36．8―49．3―1：01．7―1：13．7―1：25．1―1：36．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コウエイオトメ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2010．10．23 京都6着

2008．2．27生 牝5鹿 母 ホットマンボ 母母 A. O. L. Hayes 23戦4勝 賞金 76，729，000円

10022 3月24日 晴 良 （25阪神2）第2日 第10競走 ��
��1，400�

しんさいばし

心斎橋ステークス
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 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．9
1：19．0

良
良

11 � マヤノリュウジン 牡6栗 57 浜中 俊田所 英子氏 庄野 靖志 新ひだか 前川 隆則 522－121：20．9 3．7�
714 ニ ン ジ ャ 牡4鹿 57 高倉 稜ロイヤルパーク 宮 徹 新ひだか 土居 忠吉 468＋101：21．0	 25．9�
817 アルティシムス 牡5鹿 57 秋山真一郎 �社台レースホース野村 彰彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452－ 21：21．21	 10．8�
713 デンコウジュピター 牡5鹿 57 川須 栄彦田中 康弘氏 佐山 優 様似 中脇 一幸 512－ 6 〃 アタマ 7．1�
59 � オールブランニュー 牝7黒鹿55 小牧 太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 470＋ 6 〃 クビ 57．5	
816 ダノンウィスラー 牡5鹿 57 A．シュタルケ�ダノックス 池江 泰寿 新ひだか 折手牧場 454－ 81：21．3	 13．5


（独）

12 メイショウスザンナ 牝4鹿 55 藤岡 佑介松本 好�氏 高橋 義忠 新冠 北星村田牧場 466－ 61：21．4クビ 16．3�
47 サ マ ー ル ナ 牝4鹿 55 菱田 裕二セゾンレースホース� 木原 一良 新冠 松本 信行 458＋ 2 〃 クビ 19．6
611 マッキーコバルト 牡7鹿 57 武 幸四郎薪浦 亨氏 角田 晃一 安平 吉田 三郎 462± 01：21．5クビ 181．8�
35 ラディアーレ 牡5鹿 57 鮫島 良太吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム 460－ 41：21．82 17．0�
715 ナシュワンヒーロー 牡6栗 57 国分 恭介間野 隆司氏 藤岡 範士 新ひだか へいはた牧場 454－ 41：21．9クビ 20．9�
818 エ ス カ ー ダ 牡6青鹿57 宮崎 北斗山本 武司氏 高市 圭二 浦河 北俣牧場 466－ 81：22．11
 142．4�
24 ブラーニーストーン 牡6芦 57 藤岡 康太吉田 和子氏 宮 徹 新ひだか 片山牧場 476－ 8 〃 ハナ 70．4�
36 キクノストーム 牡4鹿 57 川島 信二菊池 五郎氏 牧田 和弥 浦河 高村牧場 490＋10 〃 アタマ 69．6�
48 ウエストエンド 牡5鹿 57 和田 竜二 H.R.H．プリンセス・ハヤ 白井 寿昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B480＋ 81：22．31 2．9�
612 ダームドゥラック 牝4鹿 55 高田 潤榊原源一郎氏 領家 政蔵 新ひだか 下屋敷牧場 456＋ 21：22．4� 497．8�
510 イセノスバル 牡7青 57 小林 徹弥大橋 正子氏 大橋 勇樹 静内 野坂牧場 522－ 41：22．82	 204．0�
23 ビ ス カ ヤ 牝7黒鹿55 荻野 琢真山内 邦一氏 木原 一良 新冠 森永 正志 420± 01：23．65 214．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 29，941，800円 複勝： 54，616，900円 枠連： 27，684，000円
馬連： 107，259，500円 馬単： 57，473，000円 ワイド： 41，483，200円
3連複： 132，950，600円 3連単： 238，243，400円 計： 689，652，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 190円 � 650円 � 320円 枠 連（1－7） 910円

馬 連 �� 6，940円 馬 単 �� 11，470円

ワ イ ド �� 1，790円 �� 1，000円 �� 3，850円

3 連 複 ��� 24，310円 3 連 単 ��� 120，350円

票 数

単勝票数 計 299418 的中 � 65013（2番人気）
複勝票数 計 546169 的中 � 97515（2番人気）� 18396（10番人気）� 43085（4番人気）
枠連票数 計 276840 的中 （1－7） 22591（4番人気）
馬連票数 計1072595 的中 �� 11418（22番人気）
馬単票数 計 574730 的中 �� 3701（40番人気）
ワイド票数 計 414832 的中 �� 5686（19番人気）�� 10545（10番人気）�� 2581（43番人気）
3連複票数 計1329506 的中 ��� 4037（73番人気）
3連単票数 計2382434 的中 ��� 1461（336番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．2―11．6―11．5―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．6―33．8―45．4―56．9―1：08．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�マヤノリュウジン �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 キンググローリアス

2007．3．22生 牡6栗 母 ポットブリリアンス 母母 ポットカラミティー 9戦4勝 賞金 68，300，000円
初出走 JRA

※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 サニーヘイロー号・ユキノハリケーン号
※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。



10023 3月24日 晴 良 （25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，55�，牝馬2�減，収得賞金1，000万円超過馬は超過額1，100
万円毎1�増

賞 品
本 賞 21，000，000円 8，400，000円 5，300，000円 3，200，000円 2，100，000円
付 加 賞 427，000円 122，000円 61，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．0
1：30．7

良
良

47 シャイニーホーク 牡5栗 56 小牧 太小林 昌志氏 橋口弘次郎 平取 雅 牧場 522＋ 61：34．0 25．2�
713� サンレイレーザー 牡4鹿 56 藤岡 康太永井 啓弍氏 高橋 義忠 新ひだか 岡野牧場 524－10 〃 クビ 4．8�
510 ヒストリカル 牡4黒鹿56 浜中 俊近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 442＋ 61：34．1	 7．3�
817 ダノンプログラマー 
7青鹿56 熊沢 重文�ダノックス 千田 輝彦 追分 追分ファーム 474－ 21：34．2クビ 88．7�
48 レッドデイヴィス 
5鹿 56 秋山真一郎 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 482± 0 〃 クビ 16．5�
11 トーセンレーヴ 牡5鹿 57 A．シュタルケ 島川 	哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 476＋ 8 〃 ハナ 2．9


（独）

35 ト リ ッ プ 牡4芦 56 丸山 元気近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 502± 01：34．52 15．2�
59 カ リ バ ー ン 
6鹿 55 伊藤 工真 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B476－ 6 〃 アタマ 97．9
714� オセアニアボス 牡8青鹿57 川須 栄彦�グランプリ 矢作 芳人 豪 Strawberry

Hill Stud B500－ 21：34．6クビ 54．4�
611 フラガラッハ 牡6鹿 58 高倉 稜 �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 490－ 4 〃 クビ 11．1�
816 カネトシディオス 牡6黒鹿56 藤田 伸二兼松 昌男氏 田中 章博 浦河 高昭牧場 448－ 6 〃 ハナ 7．4�
818 ニシノメイゲツ 牡6青鹿56 中舘 英二西山 茂行氏 田村 康仁 むかわ 西山牧場 452－121：34．7	 127．6�
24 メジャーアスリート 牡4栗 56 藤岡 佑介�G1レーシング 高木 登 浦河 有限会社

松田牧場 500－ 41：34．91 17．7�
12 トップゾーン 牡7鹿 56 小坂 忠士�コオロ 境 直行 浦河 木戸口牧場 474＋ 6 〃 ハナ 345．3�
715 ヤマニンウイスカー 牡7青 57 岡田 祥嗣土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 506＋ 61：35．21� 23．3�
612 ホッカイカンティ 牡8鹿 56 宮崎 北斗�北海牧場 柴田 政人 門別 北海牧場 520－ 21：35．41 254．9�
23 マイネルロブスト 牡4黒鹿57 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 小泉牧場 486＋ 21：35．5クビ 54．2�
36 ネオサクセス 牡6鹿 56 武 幸四郎富岡 博氏 古賀 史生 浦河 秋場牧場 B462－ 61：36．35 242．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 55，552，800円 複勝： 82，090，600円 枠連： 47，287，900円
馬連： 233，058，400円 馬単： 115，553，400円 ワイド： 74，517，100円
3連複： 293，414，400円 3連単： 525，795，400円 計： 1，427，270，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，520円 複 勝 � 530円 � 190円 � 300円 枠 連（4－7） 1，920円

馬 連 �� 5，700円 馬 単 �� 14，470円

ワ イ ド �� 1，900円 �� 3，530円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 17，030円 3 連 単 ��� 119，510円

票 数

単勝票数 計 555528 的中 � 17403（10番人気）
複勝票数 計 820906 的中 � 34063（8番人気）� 140793（2番人気）� 70600（4番人気）
枠連票数 計 472879 的中 （4－7） 18270（8番人気）
馬連票数 計2330584 的中 �� 30203（21番人気）
馬単票数 計1155534 的中 �� 5897（51番人気）
ワイド票数 計 745171 的中 �� 9640（22番人気）�� 5073（40番人気）�� 18577（8番人気）
3連複票数 計2934144 的中 ��� 12719（53番人気）
3連単票数 計5257954 的中 ��� 3247（355番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―12．1―12．4―12．3―11．3―10．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．2―35．3―47．7―1：00．0―1：11．3―1：22．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．3―3F34．0
3 15，14（5，8）（1，13）（9，12）－（2，7）16，4，17－（3，10）18（11，6） 4 ・（15，14）（8，13）（5，7）（1，6）（2，12）（9，16）（3，4，17）11，10，18

勝馬の
紹 介

シャイニーホーク �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 サクラユタカオー デビュー 2010．10．23 京都2着

2008．3．10生 牡5栗 母 スプリングネヴァー 母母 ネヴアーイチバン 19戦6勝 賞金 102，531，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の18頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）18頭 アドマイヤサガス号・エイシンオスマン号・エクセルシオール号・オートドラゴン号・ガンダーラ号・

サニーサンデー号・シゲルソウウン号・スピリタス号・ゼロス号・タガノエルシコ号・ダノンスパシーバ号・
タマモトッププレイ号・トシギャングスター号・トップカミング号・ヒットジャポット号・ポアゾンブラック号・
マルカベンチャー号・モルトグランデ号

※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。

10024 3月24日 晴 良 （25阪神2）第2日 第12競走 ��
��1，400�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 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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

35 � ベストサーパス 牡4栗 57 藤岡 佑介小川 勲氏 藤岡 健一 米 Iron County
Farms Inc 488－181：24．7 8．5�

714 ハーキュリーズ 牡5鹿 57 浜中 俊 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム 448± 0 〃 ハナ 3．9�
611	 セ イ ラ 牝4栗 55

52 ▲岩崎 翼萩 英男氏 田島 良保 日高 中川 哲也 434－ 8 〃 クビ 74．9�
36 シンコープリンス 牡6青鹿57 小牧 太豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 462－ 2 〃 アタマ 6．5�
59 オーミレイライン 牡7鹿 57 鮫島 良太岩﨑 僖澄氏 境 直行 日高 幾千世牧場 526± 01：24．91 50．6�
11 タガノプリンス 牡5鹿 57 藤岡 康太八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B464－ 6 〃 ハナ 105．7	
23 ケイアイアポロン 牡5鹿 57 勝浦 正樹亀田 和弘氏 松山 康久 新ひだか 松田牧場 520－ 41：25．11 21．7

816 ブロックコード 牡5青鹿57 武 幸四郎�ターフ・スポート宗像 義忠 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 480－ 81：25．2
 18．1�
612 スマイリングムーン 牝5黒鹿55 中舘 英二吉田 正志氏 岡田 稲男 安平 追分ファーム 496－ 21：25．41� 50．0�
510	 ラヴフェアリー 牝5鹿 55 上村 洋行村上 稔氏 小原伊佐美 新ひだか 岡田牧場 444－ 41：25．5� 176．7
12 � コリンブレッセ 牡4鹿 57

55 △菱田 裕二林 正道氏 吉田 直弘 米 Caroline C
Stautberg 494－ 21：25．6
 4．5�

48 オウケンイチゲキ 牡4鹿 57 秋山真一郎福井 明氏 音無 秀孝 新冠 高瀬牧場 446－ 41：25．8
 15．9�
815 シゲルアーモンド 牡4青 57 国分 恭介森中 蕃氏 目野 哲也 浦河 中村 雅明 544＋161：26．01 330．0�
47 カネトシリープイン 牡5芦 57 川須 栄彦兼松 利男氏 矢作 芳人 新冠 松浦牧場 B476± 01：26．1
 5．2�
713 バ ル ー ン 牡6鹿 57 A．シュタルケ 白井 岳氏 矢野 英一 日高 白瀬 明 B488－101：26．63 14．6�

（独）

24 マスターソムリエ 牡6鹿 57 丸山 元気 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム 494－181：26．92 69．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 43，301，500円 複勝： 67，484，200円 枠連： 33，805，700円
馬連： 130，336，200円 馬単： 69，145，900円 ワイド： 49，510，900円
3連複： 170，695，700円 3連単： 316，385，700円 計： 880，665，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 310円 � 200円 � 1，250円 枠 連（3－7） 650円

馬 連 �� 2，520円 馬 単 �� 5，390円

ワ イ ド �� 1，140円 �� 6，660円 �� 4，950円

3 連 複 ��� 40，210円 3 連 単 ��� 189，070円

票 数

単勝票数 計 433015 的中 � 40327（5番人気）
複勝票数 計 674842 的中 � 58268（5番人気）� 107332（3番人気）� 11412（12番人気）
枠連票数 計 338057 的中 （3－7） 38612（1番人気）
馬連票数 計1303362 的中 �� 38316（8番人気）
馬単票数 計 691459 的中 �� 9479（19番人気）
ワイド票数 計 495109 的中 �� 11104（11番人気）�� 1793（64番人気）�� 2424（51番人気）
3連複票数 計1706957 的中 ��� 3133（122番人気）
3連単票数 計3163857 的中 ��� 1235（566番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．2―11．8―12．5―12．4―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．3―46．1―58．6―1：11．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ベストサーパス �
�
父 Pulpit �

�
母父 Vision and Verse デビュー 2012．1．15 京都4着

2009．4．30生 牡4栗 母 Flashy Lady 母母 Flashy Attraction 10戦3勝 賞金 29，857，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 テルミーホワイ号
（非抽選馬） 1頭 オースミイージー号
※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。

３レース目



（25阪神2）第2日 3月24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 183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

208，060，000円
5，440，000円
1，490，000円
18，870，000円
67，759，000円
4，758，000円
1，756，800円

勝馬投票券売得金
314，240，000円
545，915，300円
213，900，700円
870，511，200円
516，458，700円
359，126，900円
1，139，759，600円
2，074，455，600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 6，034，368，000円

総入場人員 16，480名 （有料入場人員 15，534名）
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