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07013 3月2日 曇 重 （26阪神1）第2日 第1競走 ��1，200�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
1：08．8
1：08．7

重
重

510 サカジロヴィグラス 牝3黒鹿 54
51 ▲義 英真ロイヤルパーク 崎山 博樹 むかわ 宇南山牧場 488－ 21：12．4 4．2�

713 ノボキャビア 牝3栗 54 川田 将雅�LS.M 森 秀行 浦河 高昭牧場 470＋ 41：12．93 2．7�
36 シゲルオワリ 牝3鹿 54 D．バルジュー 森中 蕃氏 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 412＋101：13．22 15．5�

（伊）

23 タガノビーンズ 牝3鹿 54 秋山真一郎八木 良司氏 平田 修 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 418－ 61：13．41� 13．8�

11 パイレートクイーン 牝3鹿 54 浜中 俊 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 430－ 21：13．5クビ 8．3	
24 メイショウブルック 牝3栗 54 松山 弘平松本 好
氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 482－ 21：13．71� 5．4�
815 バトルフォンテ 牝3鹿 54 後藤 浩輝宮川 秋信氏 高橋 義忠 新ひだか 千代田牧場 422－ 41：13．8クビ 75．9�
12 ヘリオドール 牝3青鹿54 和田 竜二�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 440－ 21：14．01 20．1
612 コウエイテンペスタ 牝3黒鹿54 国分 優作伊東 政清氏 湯窪 幸雄 新冠 オリエント牧場 488－ 6 〃 クビ 17．6�
816 エヴェレストバイオ 牝3栗 54 幸 英明バイオ� 西浦 勝一 日高 中館牧場 424－ 4 〃 ハナ 40．1�
714 トウカイセンス 牝3鹿 54 吉田 豊内村 正則氏 野中 賢二 日高 碧雲牧場 432－ 61：14．1クビ 35．2�
35 タマモグラッセ 牝3栗 54 水口 優也タマモ� 木原 一良 新ひだか 前田牧場 418－ 61：14．2� 89．6�
611 ダンツマンゴー 牝3栗 54 熊沢 重文山元 哲二氏 池添 兼雄 日高 滝本 健二 450＋ 81：15．37 149．3�
48 メイショウソフィア 牝3栗 54 武 幸四郎松本 好
氏 荒川 義之 浦河 まるとみ冨岡牧場 438－101：15．72� 85．1�
47 オンマイラブ 牝3黒鹿54 酒井 学薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 434－ 81：16．23 348．6�
59 サンレイルーニク 牝3鹿 54 難波 剛健永井 啓弍氏 西橋 豊治 様似 様似共栄牧場 388－ 61：17．37 269．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，479，800円 複勝： 37，050，100円 枠連： 13，613，600円
馬連： 45，238，000円 馬単： 28，695，700円 ワイド： 22，725，700円
3連複： 73，991，300円 3連単： 102，987，800円 計： 344，782，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 170円 � 140円 � 380円 枠 連（5－7） 750円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 1，880円

ワ イ ド �� 390円 �� 900円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 4，070円 3 連 単 ��� 19，390円

票 数

単勝票数 計 204798 的中 � 38965（2番人気）
複勝票数 計 370501 的中 � 60519（3番人気）� 87012（1番人気）� 18853（7番人気）
枠連票数 計 136136 的中 （5－7） 13458（4番人気）
馬連票数 計 452380 的中 �� 36639（2番人気）
馬単票数 計 286957 的中 �� 11292（4番人気）
ワイド票数 計 227257 的中 �� 15788（2番人気）�� 5988（10番人気）�� 5324（13番人気）
3連複票数 計 739913 的中 ��� 13424（11番人気）
3連単票数 計1029878 的中 ��� 3920（48番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．5―11．9―12．3―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．7―46．6―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サカジロヴィグラス �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2013．11．9 京都13着

2011．5．30生 牝3黒鹿 母 ヒカルマイハート 母母 ヒカルバリオス 6戦1勝 賞金 8，300，000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〕 サンレイルーニク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年5月2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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ニューエトワール号・ヒラボクプリンセス号
（非抽選馬） 1頭 ヴェルサイユパーク号
※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。

07014 3月2日 曇 重 （26阪神1）第2日 第2競走 ��
��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

24 ナンヨーマーク 牡3青鹿56 D．バルジュー 中村 德也氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 512－ 41：53．9 2．2�
（伊）

35 アラートミノル 牡3鹿 56 和田 竜二吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 466＋ 41：54．43 53．5�
48 レッドアライヴ 牡3鹿 56 藤田 伸二 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 460－ 8 〃 クビ 6．6�
714 タマモホルン 牡3鹿 56 幸 英明タマモ� 藤沢 則雄 新ひだか 曾我 博 504＋161：54．5� 5．6�
612 ゼンノスサノヲ 牡3栗 56 松山 弘平大迫久美子氏 日吉 正和 新冠 村上 欽哉 474± 01：54．6� 138．7�
611 シーサイドバウンド 牡3芦 56 浜中 俊 	サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 450－141：54．7クビ 4．7

47 シャッツクヴェレ 牡3青鹿56 後藤 浩輝青山 洋一氏 村山 明 千歳 社台ファーム 478± 01：54．8� 11．5�
12 オペラハット 牡3鹿 56 小林 徹弥小菅 定雄氏 森 秀行 平取 高橋 啓 B444－ 81：55．22� 83．0�
11 ポイントパイパー 牡3青鹿56 岡田 祥嗣 H.H．シェイク・モハメド 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 518－ 41：55．41	 21．9
59 ア イ ン ス 牝3黒鹿54 小坂 忠士アルツト組合 境 直行 浦河 日の出牧場 448± 01：55．61	 671．8�
815 シゲルサヌキ 牝3栗 54 秋山真一郎森中 蕃氏 藤沢 則雄 むかわ 上水牧場 402＋ 21：55．81� 272．5�
36 モネノカガヤキ 牝3芦 54

51 ▲義 英真	宮内牧場 浜田多実雄 浦河 宮内牧場 B424＋ 21：55．9クビ 83．6�
510 ク リ ノ オ ー 牡3栗 56 小牧 太栗本 守氏 谷 潔 浦河 笹地牧場 418－ 21：56．96 260．0�
816 ニシノソラカラ 牡3黒鹿56 熊沢 重文西山 茂行氏 宮本 博 浦河 高昭牧場 524－ 81：57．11	 24．4�
23 キスオブザビーナス 牝3鹿 54 川島 信二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 矢作 芳人 浦河 杵臼牧場 408－ 41：58．710 102．2�
713 テイエムカタナ 牡3芦 56 太宰 啓介竹園 正繼氏 柴田 光陽 新ひだか 中村 和夫 422－ 21：59．55 454．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，164，900円 複勝： 40，740，500円 枠連： 11，270，900円
馬連： 41，895，000円 馬単： 29，065，300円 ワイド： 22，876，300円
3連複： 62，379，900円 3連単： 100，903，800円 計： 331，296，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 590円 � 180円 枠 連（2－3） 2，650円

馬 連 �� 3，940円 馬 単 �� 6，000円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 320円 �� 2，020円

3 連 複 ��� 5，200円 3 連 単 ��� 31，610円

票 数

単勝票数 計 221649 的中 � 83047（1番人気）
複勝票数 計 407405 的中 � 129910（1番人気）� 11251（8番人気）� 58761（3番人気）
枠連票数 計 112709 的中 （2－3） 3143（8番人気）
馬連票数 計 418950 的中 �� 7859（13番人気）
馬単票数 計 290653 的中 �� 3581（21番人気）
ワイド票数 計 228763 的中 �� 4552（13番人気）�� 20652（3番人気）�� 2541（18番人気）
3連複票数 計 623799 的中 ��� 8866（17番人気）
3連単票数 計1009038 的中 ��� 2356（88番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―13．7―12．7―12．3―12．8―12．7―12．8―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．4―37．1―49．8―1：02．1―1：14．9―1：27．6―1：40．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ナンヨーマーク �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2013．8．4 函館12着

2011．4．11生 牡3青鹿 母 フ ィ リ ス 母母 フィラストリート 5戦1勝 賞金 8，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムカタナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年4月2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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 ウェイヴクレスト号・タムロイレーネ号・レッドフォース号・ロザリンド号
（非抽選馬） 1頭 ミヤビアンバー号
※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。

第１回 阪神競馬 第２日



07015 3月2日 曇 重 （26阪神1）第2日 第3競走 ��
��1，400�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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

816 サンレイデジタル 牡3黒鹿56 難波 剛健永井 啓弍氏 西橋 豊治 浦河 高昭牧場 494－101：25．9 24．1�
713 ダンツトゥルース 牡3鹿 56 松山 弘平山元 哲二氏 池添 兼雄 新ひだか 土田農場 B470－ 21：26．32� 20．0�
11 キーアシスト 牡3鹿 56 秋山真一郎北前孔一郎氏 田所 秀孝 新冠 高瀬 敦 492± 0 〃 アタマ 5．5�
47 ニチドウリュンヌ 牡3青鹿56 和田 竜二山田 伸氏 高橋 義忠 新ひだか 大平牧場 474－ 41：26．93� 5．7�
714 ギャラクシーエクス 牡3黒鹿56 川田 将雅 �サンデーレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 458＋ 4 〃 クビ 3．0�
510 ライトニングロアー 牡3鹿 56 浜中 俊前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 498＋ 6 〃 ハナ 8．5	
12 セントコロナ 牡3栗 56 川島 信二 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 494－ 41：27．0� 7．3

48 パワードリフト 牡3栗 56 小林 徹弥広尾レース� 森 秀行 大樹 大樹ファーム 510－ 8 〃 アタマ 164．4�
815 フジノゴールド 牡3栗 56 石橋 脩藤井 五三氏 川村 禎彦 平取 坂東牧場 492＋ 21：27．1クビ 11．9
612 デランテーロ 牡3鹿 56 後藤 浩輝ちくしCLUB 北出 成人 日高 佐々木 康治 426＋ 41：27．2� 16．3�
59 ウッドフォード 牡3栗 56 D．バルジュー 飯田 正剛氏 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 478－ 41：27．3� 20．1�

（伊）

36 ジンライムデザイア 牡3黒鹿56 丸田 恭介飯田総一郎氏 鈴木 孝志 日高 千葉飯田牧場 464＋ 21：28．04 143．9�
24 	 サトノネビュラ 牝3鹿 54 吉田 豊里見 治氏 村山 明 米 Colts Neck

Stables LLC 476－ 61：28．31� 301．5�
23 ルークインザスカイ 牡3栗 56 国分 優作津村 圭一氏 目野 哲也 新ひだか 三石橋本牧場 472± 01：28．72� 161．0�
35 サンダーボール 牡3芦 56 幸 英明 �サンデーレーシング 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 464＋14 〃 アタマ 143．1�
611 リ ン ト シ テ 牡3鹿 56 熊沢 重文吉田 元嗣氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 482± 01：29．33� 529．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，638，800円 複勝： 42，366，500円 枠連： 15，794，500円
馬連： 45，245，600円 馬単： 29，181，000円 ワイド： 26，236，900円
3連複： 68，174，300円 3連単： 98，711，500円 計： 350，349，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，410円 複 勝 � 650円 � 770円 � 200円 枠 連（7－8） 1，220円

馬 連 �� 32，740円 馬 単 �� 71，790円

ワ イ ド �� 8，330円 �� 2，170円 �� 2，220円

3 連 複 ��� 56，660円 3 連 単 ��� 426，020円

票 数

単勝票数 計 246388 的中 � 8070（10番人気）
複勝票数 計 423665 的中 � 15217（9番人気）� 12583（10番人気）� 70313（2番人気）
枠連票数 計 157945 的中 （7－8） 9560（7番人気）
馬連票数 計 452456 的中 �� 1020（55番人気）
馬単票数 計 291810 的中 �� 300（107番人気）
ワイド票数 計 262369 的中 �� 762（53番人気）�� 3007（29番人気）�� 2939（30番人気）
3連複票数 計 681743 的中 ��� 888（128番人気）
3連単票数 計 987115 的中 ��� 171（809番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―12．2―12．2―12．3―12．1―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―24．0―36．2―48．4―1：00．7―1：12．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンレイデジタル �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 Elusive Quality デビュー 2014．2．2 東京5着

2011．3．19生 牡3黒鹿 母 ストームクオリティ 母母 ウイングドキャット 2戦1勝 賞金 5，600，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 メモリービビッド号
※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。

07016 3月2日 曇 稍重 （26阪神1）第2日 第4競走 ��
��2，400�サラブレッド系3歳

発走11時30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

36 ダンディーズムーン 牡3鹿 56 川田 将雅田島 大史氏 中村 均 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 474＋ 22：30．7 10．4�

47 ペンタトニック 牡3栗 56 小牧 太吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 488－10 〃 クビ 1．9�
12 メイクアップ 牡3栗 56 酒井 学岡 浩二氏 谷 潔 新ひだか タイヘイ牧場 460－102：31．12� 14．9�
48 ライトパープル 牡3鹿 56 和田 竜二�フォーレスト 山内 研二 新ひだか 嶋田牧場 464＋ 22：31．2� 10．7�
510 ロードプライド 牡3黒鹿56 浜中 俊 �ロードホースクラブ 角居 勝彦 新ひだか ケイアイファーム 502－ 42：31．3クビ 4．4	
24 ハイランドエース 牡3青鹿56 後藤 浩輝小林 久義氏 作田 誠二 えりも エクセルマネジメント 478－152：31．4� 90．8

612 トレジャーマップ 牡3鹿 56 D．バルジュー 小林 正和氏 須貝 尚介 日高 出口牧場 B432－ 82：31．61	 7．9�

（伊）

714 ダイシンロイ 牡3黒鹿56 国分 恭介大八木信行氏 吉田 直弘 日高（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 466± 02：32．45 322．0�

713 インテグラード 牡3青鹿56 川島 信二�リーヴァ 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 484－ 22：32．61	 207．5
11 オ ミ キ 牡3鹿 56 四位 洋文幅田 昌伸氏 宮 徹 平取 スガタ牧場 472± 02：33．02� 15．1�
59 タ イ マ ツ リ 牡3黒鹿56 熊沢 重文浜RC組合 大橋 勇樹 新ひだか 岡田スタツド 458± 0 〃 アタマ 409．1�
816 ラッキーハンター 牡3栗 56 秋山真一郎西村 憲人氏 佐藤 正雄 新ひだか カタオカフアーム 490＋ 82：33．21	 105．8�
611 ナムラアース 牡3鹿 56 国分 優作奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 470－ 62：33．52 345．2�
35 ナインテイルズ 牡3栗 56 吉田 豊岡田 牧雄氏 中村 均 浦河 山田牧場 484－ 22：33．71	 81．7�
815 ホクセツヒーロー 牡3栗 56 松山 弘平平島 尚武氏 白井 寿昭 新ひだか 前田 宗将 456－12 〃 クビ 191．8�
23 ダノンシラーズ 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣�ダノックス 千田 輝彦 新ひだか 矢野牧場 524－262：35．29 442．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，169，800円 複勝： 58，294，400円 枠連： 14，098，900円
馬連： 48，191，900円 馬単： 36，475，600円 ワイド： 26，503，000円
3連複： 67，330，000円 3連単： 134，553，700円 計： 414，617，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，040円 複 勝 � 240円 � 110円 � 290円 枠 連（3－4） 850円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 2，870円

ワ イ ド �� 420円 �� 1，730円 �� 600円

3 連 複 ��� 3，470円 3 連 単 ��� 25，240円

票 数

単勝票数 計 291698 的中 � 22129（4番人気）
複勝票数 計 582944 的中 � 43834（5番人気）� 264871（1番人気）� 33188（6番人気）
枠連票数 計 140989 的中 （3－4） 12297（4番人気）
馬連票数 計 481919 的中 �� 37000（4番人気）
馬単票数 計 364756 的中 �� 9387（10番人気）
ワイド票数 計 265030 的中 �� 16625（4番人気）�� 3483（22番人気）�� 11048（7番人気）
3連複票数 計 673300 的中 ��� 14352（14番人気）
3連単票数 計1345537 的中 ��� 3935（72番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．5―23．5―36．6―50．0―1：03．0―1：16．3―1：29．9―1：43．2―1：55．7―2：07．2―2：18．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダンディーズムーン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2013．7．6 函館3着

2011．2．20生 牡3鹿 母 アドマイヤダンサー 母母 キャサリーンパー 9戦1勝 賞金 10，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 マイネルフレスコ号
※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。



07017 3月2日 曇 良 （26阪神1）第2日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12時20分 （芝・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
1：57．8
1：56．1

良
良

55 � サトノフラクタル 牡3青鹿56 和田 竜二里見 治氏 池江 泰寿 米 WinStar
Farm, LLC 476 ―2：03．3 1．4�

11 メイショウヤエ 牝3栗 54 石橋 脩松本 好雄氏 中村 均 新ひだか マークリ牧場 432 ―2：04．36 24．9�
33 ディライトフル 牡3鹿 56 幸 英明�ノースヒルズ 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472 ―2：04．4� 8．0�
66 メイショウソウヨウ 牝3鹿 54 太宰 啓介松本 好雄氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 508 ―2：05．14 56．9�
77 スズカアポロ 牡3黒鹿56 D．バルジュー 永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 486 ―2：05．31� 7．2�

（伊）

44 ヘ レ ン 牝3鹿 54 丸田 恭介石川 一義氏 清水 英克 浦河 多田 善弘 448 ―2：05．62 26．8	
88 バターカップ 牝3鹿 54 武 幸四郎泉 一郎氏 西橋 豊治 新ひだか 幌村牧場 414 ―2：06．55 77．4

22 カレンクリスティー 牝3鹿 54 浜中 俊鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 512 ―2：08．2大差 7．2�
89 クリノシチフクジン 牡3黒鹿56 小牧 太栗本 博晴氏 橋口弘次郎 日高 下河辺牧場 496 ― 〃 同着 27．6�

（9頭）

売 得 金
単勝： 24，611，300円 複勝： 65，450，900円 枠連： 7，493，900円
馬連： 30，703，400円 馬単： 32，062，500円 ワイド： 18，099，500円
3連複： 44，673，500円 3連単： 134，033，500円 計： 357，128，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 520円 � 190円 枠 連（1－5） 1，790円

馬 連 �� 1，460円 馬 単 �� 1，920円

ワ イ ド �� 580円 �� 220円 �� 970円

3 連 複 ��� 2，020円 3 連 単 ��� 8，040円

票 数

単勝票数 計 246113 的中 � 139557（1番人気）
複勝票数 計 654509 的中 � 412589（1番人気）� 12392（7番人気）� 49170（4番人気）
枠連票数 計 74939 的中 （1－5） 3090（5番人気）
馬連票数 計 307034 的中 �� 15558（4番人気）
馬単票数 計 320625 的中 �� 12365（8番人気）
ワイド票数 計 180995 的中 �� 7028（7番人気）�� 25806（2番人気）�� 3986（10番人気）
3連複票数 計 446735 的中 ��� 16380（5番人気）
3連単票数 計1340335 的中 ��� 12309（22番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―24．8―38．2―51．4―1：03．9―1：15．9―1：27．5―1：39．0―1：51．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�サトノフラクタル 
�
父 Galileo 

�
母父 Storm Cat 初出走

2011．2．12生 牡3青鹿 母 It Must Be Magic 母母 Moon Safari 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔制裁〕 スズカアポロ号の騎手D．バルジューは，4コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：2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。

07018 3月2日 曇 良 （26阪神1）第2日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走12時50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 ダンスアミーガ 牝3栗 54 松山 弘平 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 468± 01：22．4 1．9�
47 ダンツキャンサー 牝3黒鹿54 後藤 浩輝山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 千代田牧場 472＋ 61：22．5� 24．4�
815 キンシノキセキ 牡3鹿 56 四位 洋文若草クラブ 浅見 秀一 新冠 パカパカ

ファーム 482＋ 21：22．71� 5．2�
24 ロードフォワード 牡3青鹿56 幸 英明 �ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 430－ 81：22．91� 68．6�
35 メイショウコルノ 牡3黒鹿56 武 幸四郎松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 534＋20 〃 アタマ 18．2	
23 オフェーリアシチー 牝3芦 54 吉田 豊 �友駿ホースクラブ 日吉 正和 新冠 パカパカ

ファーム 424－ 41：23．0	 197．5

12 デンコウウノ 牡3鹿 56 国分 恭介田中 康弘氏 武田 博 様似 中脇 一幸 470－141：23．1クビ 13．5�
36 テンシノホホエミ 牝3鹿 54 小牧 太�浜本牧場 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 492－ 21：23．2	 17．6�
713 マ ユ キ 牝3栗 54 川田 将雅稻井田安史氏 森 秀行 新ひだか タガミファーム 458＋ 21：23．3� 22．5
612 カシノタロン 牝3栗 54 国分 優作柏木 務氏 梅内 忍 鹿児島 柏木 務 422－ 5 〃 アタマ 403．9�
510 ウ メ 牝3栗 54 川島 信二副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 大西ファーム 440－ 61：23．4� 113．3�
611 プライマリーコード 牝3芦 54 浜中 俊 �キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 466＋201：23．61� 6．8�
714 ダイワダルタニアン 牡3芦 56 藤田 伸二大城 敬三氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 472－ 41：23．7クビ 32．3�
59 ハギノセゾン 牝3青鹿54 丸田 恭介安岡美津子氏 
島 一歩 浦河 村下 明博 450± 0 〃 クビ 178．0�
48 サクラドラジェ 牝3黒鹿54 酒井 学�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 山田牧場 452＋ 41：24．12� 34．6�
816 インヴォーク 牝3栗 54 D．バルジュー �アカデミー 村山 明 新ひだか フジワラフアーム 410－ 61：24．73� 62．7�

（伊）

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，413，900円 複勝： 47，530，900円 枠連： 17，434，900円
馬連： 57，218，300円 馬単： 38，609，700円 ワイド： 31，653，600円
3連複： 79，879，800円 3連単： 135，496，600円 計： 439，237，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 350円 � 150円 枠 連（1－4） 1，130円

馬 連 �� 1，980円 馬 単 �� 2，710円

ワ イ ド �� 720円 �� 190円 �� 1，390円

3 連 複 ��� 3，190円 3 連 単 ��� 13，140円

票 数

単勝票数 計 314139 的中 � 133886（1番人気）
複勝票数 計 475309 的中 � 155460（1番人気）� 21577（5番人気）� 89000（2番人気）
枠連票数 計 174349 的中 （1－4） 11427（5番人気）
馬連票数 計 572183 的中 �� 21334（7番人気）
馬単票数 計 386097 的中 �� 10548（8番人気）
ワイド票数 計 316536 的中 �� 9464（7番人気）�� 54261（1番人気）�� 4642（17番人気）
3連複票数 計 798798 的中 ��� 18500（9番人気）
3連単票数 計1354966 的中 ��� 7612（28番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．1―11．5―11．7―12．6―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．6―33．7―45．2―56．9―1：09．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダンスアミーガ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2013．11．17 東京1着

2011．5．9生 牝3栗 母 ダンスオールナイト 母母 ダンスパートナー 3戦2勝 賞金 17，100，000円
※キンシノキセキ号・デンコウウノ号・プライマリーコード号は，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。



07019 3月2日 曇 稍重 （26阪神1）第2日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時20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
1：08．8
1：08．7

重
重

48 ローレルボルケーノ 牡5鹿 57 秋山真一郎 �ローレルレーシング 山内 研二 新ひだか 藤川フアーム 522± 01：12．0 5．2�
59 ス テ ー キ 牡4栗 57 川田 将雅藤田 浩一氏 池江 泰寿 新冠 松浦牧場 504－ 6 〃 ハナ 4．8�
11 キクノメテオ 牡4芦 57 川島 信二菊池 五郎氏 荒川 義之 浦河 丸村村下

ファーム 478－ 81：12．21� 45．4�
12 トウカイインパルス 牡4青鹿57 幸 英明内村 正則氏 中村 均 日高 高山牧場 528－ 41：12．51� 9．7�
713 モオプナツヨシ 牡4黒鹿57 和田 竜二横瀬 兼二氏 牧田 和弥 新ひだか 静内フジカワ牧場 480－ 8 〃 ハナ 7．2�
24 スマートロデム 牝4鹿 55 D．バルジュー 大川 徹氏 森 秀行 浦河 有限会社

松田牧場 452－ 3 〃 クビ 77．9	
（伊）

816� アークペガサス 牡5鹿 57 丸田 恭介栗本 博晴氏 梅内 忍 日高 ヤナガワ牧場 512－ 41：12．71� 238．6

815� ク ー デ タ ー 牡5黒鹿57 太宰 啓介杉立 恭平氏 川村 禎彦 平取 二風谷ファーム 470± 0 〃 ハナ 24．2�
47 ベ ル ラ イ ン 牝4栗 55 松山 弘平永田 和彦氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 448－ 21：12．8	 16．3�
35 スズカブリザード 牡8鹿 57 国分 優作永井 啓弍氏 坪 憲章 平取 稲原牧場 522＋ 21：12．9クビ 12．9
23 プリサイストップ 牡7鹿 57 酒井 学冨沢 敦子氏 崎山 博樹 浦河 
川フアーム 486－ 41：13．0	 112．2�
36 マウントフジ 牝6鹿 55 後藤 浩輝 �グリーンファーム宮本 博 浦河 有限会社

吉田ファーム 436＋ 21：13．1クビ 3．1�
611� カシノオーブ 牡4鹿 57 小坂 忠士柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 462－ 61：13．2� 484．1�
510 ブ ッ ト バ セ 牡4栗 57 浜中 俊一村 哲也氏 白井 寿昭 浦河 カナイシスタッド 502＋101：13．3	 19．6�
714 ミ ニ 牡4黒鹿 57

54 ▲義 英真宮田 守氏 崎山 博樹 えりも 能登 浩 478＋ 81：13．72	 251．9�
612� マーブルメーカー 牝5栗 55 熊沢 重文下村 直氏 池添 兼雄 新ひだか 聖心台牧場 444＋ 41：15．9大差 329．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，457，300円 複勝： 45，938，900円 枠連： 18，661，500円
馬連： 62，733，300円 馬単： 37，135，000円 ワイド： 31，548，600円
3連複： 90，367，100円 3連単： 140，415，400円 計： 454，257，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 190円 � 210円 � 900円 枠 連（4－5） 750円

馬 連 �� 1，310円 馬 単 �� 2，960円

ワ イ ド �� 490円 �� 2，570円 �� 2，760円

3 連 複 ��� 9，600円 3 連 単 ��� 41，860円

票 数

単勝票数 計 274573 的中 � 41979（3番人気）
複勝票数 計 459389 的中 � 73672（2番人気）� 65715（3番人気）� 10164（10番人気）
枠連票数 計 186615 的中 （4－5） 18421（3番人気）
馬連票数 計 627333 的中 �� 35474（3番人気）
馬単票数 計 371350 的中 �� 9282（8番人気）
ワイド票数 計 315486 的中 �� 17448（3番人気）�� 2886（28番人気）�� 2686（34番人気）
3連複票数 計 903671 的中 ��� 6947（33番人気）
3連単票数 計1404154 的中 ��� 2476（135番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．6―11．9―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．3―34．9―46．8―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ローレルボルケーノ �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 Salt Lake デビュー 2011．6．25 阪神1着

2009．4．28生 牡5鹿 母 コンゴウエンジェル 母母 ジェニファーズルビー 26戦3勝 賞金 43，070，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ナリタマクリス号
（非抽選馬） 2頭 スズカヘリオス号・メイショウムロト号
※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。

07020 3月2日 曇 稍重 （26阪神1）第2日 第8競走 ��
��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

22 シ ュ ミ ッ ト 牡4芦 57 川田 将雅杉山 忠国氏 松田 博資 新ひだか 畠山牧場 482＋ 41：52．8 3．0�
55 � エーシンザヘッド 牡4栗 57 浜中 俊�栄進堂 大久保龍志 米 Nursery Place

& Partners B476＋ 21：52．9	 5．2�
810 ワースムーン 牡4鹿 57 丸田 恭介橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 512－ 81：53．64 11．1�
77 リアルマイスター 牡4鹿 57 幸 英明宮本 貞雄氏 羽月 友彦 新ひだか 小倉 光博 492－101：53．81 23．8�
78 シルクラングレー 牡5栗 57 和田 竜二有限会社シルク友道 康夫 日高 ファニーヒルファーム B492－ 41：53．9	 4．0�
44 ウォーシップマーチ 牡4黒鹿57 岡田 祥嗣谷掛 龍夫氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 468＋ 81：54．11	 4．6	
66 スズカアドニス 牡4栗 57 酒井 学永井 啓弍氏 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 478－ 41：54．31
 76．6

89 カ ー バ 牡5青鹿57 後藤 浩輝�ターフ・スポート白井 寿昭 浦河 市川フアーム B498－ 41：54．4クビ 48．1�
11 シゲルラシンバンザ 牡4鹿 57 国分 優作森中 蕃氏 福島 信晴 新ひだか 神垣 道弘 476－ 41：54．82	 46．3
33 ミッキータイガー 牡4鹿 57 小牧 太野田みづき氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 494＋ 61：56．5大差 13．2�

（10頭）

売 得 金
単勝： 28，951，600円 複勝： 55，044，100円 枠連： 13，632，300円
馬連： 65，611，100円 馬単： 42，196，600円 ワイド： 28，745，200円
3連複： 87，382，600円 3連単： 179，380，700円 計： 500，944，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 170円 � 260円 枠 連（2－5） 700円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，410円

ワ イ ド �� 290円 �� 550円 �� 670円

3 連 複 ��� 2，260円 3 連 単 ��� 8，330円

票 数

単勝票数 計 289516 的中 � 77257（1番人気）
複勝票数 計 550441 的中 � 128271（1番人気）� 88903（3番人気）� 43437（5番人気）
枠連票数 計 136323 的中 （2－5） 14540（3番人気）
馬連票数 計 656111 的中 �� 62839（3番人気）
馬単票数 計 421966 的中 �� 22210（3番人気）
ワイド票数 計 287452 的中 �� 27864（2番人気）�� 12300（7番人気）�� 9881（9番人気）
3連複票数 計 873826 的中 ��� 28578（6番人気）
3連単票数 計1793807 的中 ��� 15909（24番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．4―37．6―50．1―1：02．6―1：15．0―1：27．2―1：39．6

コーナー
通過順位

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

2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シ ュ ミ ッ ト �
�
父 Tapit �

�
母父 Singspiel デビュー 2012．8．26 札幌9着

2010．3．5生 牡4芦 母 ソ ー ゴ ル 母母 Arruhan 14戦2勝 賞金 23，740，000円



07021 3月2日 曇 良 （26阪神1）第2日 第9競走 ��
��2，200�すみれステークス

発走14時25分 （芝・右）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量，収得賞金1，150万円毎1�
増

賞 品
本 賞 19，000，000円 7，600，000円 4，800，000円 2，900，000円 1，900，000円
付 加 賞 154，000円 44，000円 22，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：10．0

良
良

22 スズカデヴィアス 牡3黒鹿56 D．バルジュー 永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 486＋ 22：17．6 15．0�
（伊）

44 ワールドインパクト 牡3鹿 56 浜中 俊有限会社シルク友道 康夫 安平 ノーザンファーム 496－ 6 〃 アタマ 2．1�
66 エイシンハドソン 牡3鹿 56 和田 竜二�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 524－ 8 〃 クビ 29．6�
55 レーヴデトワール 牝3黒鹿54 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 462＋ 22：17．92 6．0�
11 サトノスーペリア 牡3黒鹿56 秋山真一郎里見 治氏 平田 修 千歳 社台ファーム 460＋ 62：18．43 28．1	
33 コウエイワンマン 牡3黒鹿56 太宰 啓介西岡 静男氏 川村 禎彦 新ひだか 田上 稔 534± 0 〃 アタマ 33．5

77 ヤマノウィザード 牡3鹿 56 松山 弘平山泉 恵宥氏 山内 研二 新冠 高瀬牧場 464－ 42：18．71� 2．3�

（7頭）

売 得 金
単勝： 42，463，700円 複勝： 61，610，600円 枠連： 発売なし
馬連： 74，094，700円 馬単： 62，671，900円 ワイド： 28，691，900円
3連複： 89，848，700円 3連単： 341，972，600円 計： 701，354，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，500円 複 勝 � 440円 � 140円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，450円 馬 単 �� 4，490円

ワ イ ド �� 380円 �� 1，680円 �� 850円

3 連 複 ��� 5，680円 3 連 単 ��� 47，400円

票 数

単勝票数 計 424637 的中 � 22330（4番人気）
複勝票数 計 616106 的中 � 39506（4番人気）� 233774（1番人気）
馬連票数 計 740947 的中 �� 37929（4番人気）
馬単票数 計 626719 的中 �� 10306（13番人気）
ワイド票数 計 286919 的中 �� 20976（4番人気）�� 3897（16番人気）�� 8085（10番人気）
3連複票数 計 898487 的中 ��� 11691（15番人気）
3連単票数 計3419726 的中 ��� 5325（88番人気）

ハロンタイム 12．8―12．0―12．3―13．7―13．5―13．5―12．9―12．0―11．4―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．8―24．8―37．1―50．8―1：04．3―1：17．8―1：30．7―1：42．7―1：54．1―2：05．5

コーナー
通過順位

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

2
4
6－4（2，5）7，3，1
6－4（5，7）2（3，1）

勝馬の
紹 介

スズカデヴィアス �

父 キングカメハメハ �


母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．1．6 京都7着

2011．5．8生 牡3黒鹿 母 スズカローラン 母母 ローマンスズカⅡ 3戦2勝 賞金 24，154，000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。

07022 3月2日 曇 稍重 （26阪神1）第2日 第10競走 ��
��1，800�

い た み

伊丹ステークス
発走15時00分 （ダート・右）
4歳以上，1，600万円以下，25．2．23以降26．2．24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 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

58 ジ ャ ン ナ 牡6鹿 54 丸田 恭介前田 幸治氏 小笠 倫弘 新冠 ノースヒルズマネジメント 486± 01：52．1 75．4�
814 ハ リ ケ ー ン 牡6鹿 56 小牧 太近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 520± 01：52．2� 4．1�
711 キ ク ノ ソ ル 牡4鹿 55 幸 英明菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム 502－ 41：52．3クビ 2．9�
33 � マヤノクレド 牡6鹿 53 D．バルジュー 田所 英子氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 B506＋ 8 〃 ハナ 26．5�

（伊）

46 スターバリオン 牡5芦 55 川田 将雅幅田 昌伸氏 藤岡 健一 日高 合資会社カ
ネツ牧場 498＋ 2 〃 ハナ 9．5�

813 コウユーヒーロー 牡7青 53 国分 恭介加治屋貞光氏 大根田裕之 熊本 村山 光弘 522± 0 〃 ハナ 99．6�
45 ハ ス ラ ー 牡6黒鹿55 浜中 俊水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 532＋101：52．72	 45．7	
22 ライジングサン 牡6栗 54 松山 弘平名古屋友豊
 小野 幸治 新ひだか 大平牧場 526＋ 41：53．12	 76．2�
712 キタサンシンガー 牡5芦 54 国分 優作�大野商事 梅田 智之 新ひだか 木田牧場 516＋12 〃 アタマ 89．4
57 � ダイヤノゲンセキ 
6黒鹿56 後藤 浩輝 �ダイヤモンドファーム 坂口 正則 浦河 ダイヤモンドファーム 524＋121：53．3� 12．1�
610 カチューシャ 牝5栃栗54 秋山真一郎窪田 芳郎氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 480± 01：54．36 6．4�
69 シンゼンレンジャー 牡5黒鹿55 四位 洋文原 司郎氏 飯田 祐史 日高 インターナショ

ナル牧場 494± 01：54．4	 6．2�
34 セレブリティモデル 牝4黒鹿52 酒井 学 �社台レースホース牧田 和弥 千歳 社台ファーム 492＋121：54．82	 23．5�
11 アドマイヤジャガー 牡7鹿 53 和田 竜二近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 472－ 21：55．86 70．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 41，016，900円 複勝： 71，475，400円 枠連： 30，361，500円
馬連： 120，685，600円 馬単： 68，206，200円 ワイド： 50，600，100円
3連複： 168，977，000円 3連単： 303，915，900円 計： 855，238，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，540円 複 勝 � 1，080円 � 170円 � 150円 枠 連（5－8） 1，860円

馬 連 �� 13，560円 馬 単 �� 30，960円

ワ イ ド �� 3，200円 �� 2，050円 �� 310円

3 連 複 ��� 10，480円 3 連 単 ��� 142，320円

票 数

単勝票数 計 410169 的中 � 4291（11番人気）
複勝票数 計 714754 的中 � 11404（10番人気）� 125639（2番人気）� 163546（1番人気）
枠連票数 計 303615 的中 （5－8） 12061（9番人気）
馬連票数 計1206856 的中 �� 6570（33番人気）
馬単票数 計 682062 的中 �� 1626（74番人気）
ワイド票数 計 506001 的中 �� 3535（32番人気）�� 5593（23番人気）�� 47838（1番人気）
3連複票数 計1689770 的中 ��� 11906（30番人気）
3連単票数 計3039159 的中 ��� 1576（367番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―12．8―12．0―12．4―12．1―12．5―12．9―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―36．8―48．8―1：01．2―1：13．3―1：25．8―1：38．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジ ャ ン ナ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2010．7．18 新潟8着

2008．3．20生 牡6鹿 母 エ ー ゲ リ ア 母母 Girl of Gold 32戦5勝 賞金 71，055，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 スターバリオン号の騎手川田将雅は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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。

１レース目



07023 3月2日 曇 良 （26阪神1）第2日 第11競走 ��
��1，400�第58回阪 急 杯（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・右）
4歳以上；負担重量は，56�，牝馬2�減，25．2．23以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除
く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�
増，25．2．22以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時の成績を
除く）

阪急電鉄株式会社賞（1着）
賞 品

本 賞 40，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，000，000円 4，000，000円
付 加 賞 623，000円 178，000円 89，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．9
1：19．0

良
良

11 コパノリチャード 牡4黒鹿57 浜中 俊小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 488＋ 61：20．7 4．8�
36 サ ン カ ル ロ 牡8黒鹿56 吉田 豊 �社台レースホース大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 510＋ 41：21．44 15．3�
47 レッドオーヴァル 牝4鹿 54 川田 将雅 �東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム 440± 01：21．5� 11．9�
510 ガ ル ボ 牡7青 56 石橋 脩石川 一義氏 清水 英克 様似 髙村 伸一 474± 0 〃 クビ 7．8�
611 エピセアローム 牝5栃栗54 松山 弘平吉田 勝己氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 486＋ 21：21．6クビ 24．1	
59 ラトルスネーク 牡6黒鹿56 D．バルジュー 吉田 和美氏 須貝 尚介 新ひだか タイヘイ牧場 510± 0 〃 ハナ 9．9


（伊）

815 プリムラブルガリス 牡4鹿 56 四位 洋文吉田 照哉氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 484± 0 〃 ハナ 52．5�
35 	 マヤノリュウジン 牡7栗 56 丸田 恭介田所 英子氏 庄野 靖志 新ひだか 前川 隆則 520－ 81：21．81
 14．7�
713 ダノンシャーク 牡6鹿 56 小牧 太�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 448＋ 41：21．9� 2．8
612	 サンレイレーザー 牡5鹿 56 和田 竜二永井 啓弍氏 高橋 義忠 新ひだか 岡野牧場 532＋ 81：22．0� 25．3�
714 カレンブラックヒル 牡5黒鹿57 秋山真一郎鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 470＋ 61：22．1� 12．7�
12 バ ー バ ラ 牝5黒鹿54 武 幸四郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 442－10 〃 アタマ 35．3�
816 シャイニーホーク 牡6栗 56 幸 英明小林 昌志氏 橋口弘次郎 平取 雅 牧場 532＋221：22．2クビ 128．9�
23 タマモナイスプレイ 牡9黒鹿56 国分 優作タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 488－ 61：22．62� 219．9�
24 パ ド ト ロ ワ 牡7鹿 56 後藤 浩輝吉田 照哉氏 �島 一歩 千歳 社台ファーム 520－ 21：24．09 51．5�
48 ウエストエンド 牡6鹿 56 藤田 伸二 H.H．シェイク・モハメド 白井 寿昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480－ 2 （競走中止） 116．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 137，665，300円 複勝： 223，454，500円 枠連： 111，898，400円
馬連： 538，746，600円 馬単： 262，391，100円 ワイド： 194，835，100円
3連複： 834，343，700円 3連単： 1，466，147，600円 計： 3，769，482，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 230円 � 370円 � 390円 枠 連（1－3） 1，680円

馬 連 �� 3，610円 馬 単 �� 6，060円

ワ イ ド �� 1，260円 �� 1，200円 �� 2，270円

3 連 複 ��� 13，480円 3 連 単 ��� 66，530円

票 数

単勝票数 計1376653 的中 � 226536（2番人気）
複勝票数 計2234545 的中 � 291672（2番人気）� 151541（5番人気）� 141868（6番人気）
枠連票数 計1118984 的中 （1－3） 49178（8番人気）
馬連票数 計5387466 的中 �� 110369（15番人気）
馬単票数 計2623911 的中 �� 31979（21番人気）
ワイド票数 計1948351 的中 �� 38379（15番人気）�� 40444（14番人気）�� 20767（30番人気）
3連複票数 計8343437 的中 ��� 45712（47番人気）
3連単票数 計14661476 的中 ��� 16265（213番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―10．9―11．1―11．2―11．8―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．9―33．8―44．9―56．1―1：07．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F35．8
3 1（4，10）－（2，11）（7，13）（3，5，14）12（6，16）9（8，15） 4 1，10，4，11（2，7，13）（5，14，12）3（6，9，16）15，8

勝馬の
紹 介

コパノリチャード �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2012．11．4 京都1着

2010．4．15生 牡4黒鹿 母 ヒガシリンクス 母母 ビッグラブリー 11戦5勝 賞金 169，797，000円
〔競走中止〕 ウエストエンド号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 メイショウデイム号
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりコパノリチャード号は，高松宮記念（GⅠ）競走に優先出走できる。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

07024 3月2日 曇 稍重 （26阪神1）第2日 第12競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走16時10分 （ダート・右）
1000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 10，200，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，020，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．7

重
重

815 エーシンクルゼ 牡5芦 57 後藤 浩輝�栄進堂 川村 禎彦 浦河 栄進牧場 532－ 61：10．7 3．1�
47 � イエスイットイズ 牡5鹿 57 小林 徹弥薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 532＋ 81：11．44 6．4�
59 ケージーヨシツネ 牡6鹿 57 酒井 学川井 五郎氏 飯田 雄三 新冠 イワミ牧場 476＋261：11．71	 27．1�
816
 ヴィクタシア 牝5黒鹿55 小牧 太前原 敏行氏 千田 輝彦 米 Dr. Masa-

take Iida B514＋18 〃 クビ 18．2�
48 キセキノハナ 牝5芦 55 和田 竜二華山 龍一氏 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 452± 01：11．8� 43．3�
611� アグネスピンキー 牝6鹿 55 吉田 豊渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 442＋ 41：12．01� 99．5	
24 
 ウエストハーバー 牡6栗 57 石橋 脩加藤 守氏 中竹 和也 米 Overbrook

Farm 532－ 61：12．1	 88．1

36 フレンチトースト 牝5鹿 55 松山 弘平水上ふじ子氏 平田 修 浦河 笠松牧場 436－ 21：12．2� 4．4�
714� ノベンバーペガサス 牝6黒鹿55 D．バルジュー 松岡 隆雄氏 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 478± 0 〃 クビ 17．0�

（伊）

35 マジッククレスト 牝5青鹿55 丸田 恭介 キャロットファーム 藤岡 健一 浦河 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 442－181：12．41� 34．7�

612� ウエスタンムサシ 牡5芦 57
54 ▲義 英真西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 506－ 41：12．5クビ 41．3�

510
 ミリアグラシア 牝4栗 55 川田 将雅杉浦 正彦氏 千田 輝彦 米 Brereton
C. Jones 500± 01：12．6� 10．5�

23 キンシザイル 牡5鹿 57 浜中 俊若草クラブ 浅見 秀一 新ひだか 谷岡 正次 492－ 41：12．81� 6．1�
11 キングブラーボ 牡6黒鹿57 太宰 啓介村上 稔氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 520－ 21：12．9	 195．8�
713 シゲルアケビ 牝5鹿 55 藤田 伸二森中 蕃氏 谷 潔 新ひだか 広田牧場 462－ 41：13．0� 39．0�
12 ドリームハヤテ 牡4鹿 57 国分 恭介セゾンレースホース� 南井 克巳 日高 長谷川 一男 512＋ 61：13．63� 65．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 49，312，900円 複勝： 78，433，100円 枠連： 36，983，000円
馬連： 177，925，400円 馬単： 69，939，300円 ワイド： 55，332，700円
3連複： 190，121，200円 3連単： 341，263，700円 計： 999，311，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 160円 � 220円 � 620円 枠 連（4－8） 900円

馬 連 �� 1，240円 馬 単 �� 1，960円

ワ イ ド �� 520円 �� 1，640円 �� 2，320円

3 連 複 ��� 8，410円 3 連 単 ��� 28，740円

票 数

単勝票数 計 493129 的中 � 127894（1番人気）
複勝票数 計 784331 的中 � 171382（1番人気）� 95348（4番人気）� 24974（8番人気）
枠連票数 計 369830 的中 （4－8） 30631（2番人気）
馬連票数 計1779254 的中 �� 113166（3番人気）
馬単票数 計 699393 的中 �� 26375（4番人気）
ワイド票数 計 553327 的中 �� 28419（4番人気）�� 8046（16番人気）�� 5623（25番人気）
3連複票数 計1901212 的中 ��� 16686（22番人気）
3連単票数 計3412637 的中 ��� 8764（61番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．4―11．5―12．0―12．6

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F36．1
3 7，9（2，15）11（3，14）6（8，10）－（5，16）4，12，13，1 4 7，9，15，2（11，14）（3，6，10）8，16，5，4（12，13）1

勝馬の
紹 介

エーシンクルゼ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Thunder Gulch デビュー 2012．1．22 中山2着

2009．1．15生 牡5芦 母 メンフィスガール 母母 Eishin Austin 17戦3勝 賞金 39，600，000円
［他本会外：1戦1勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アスターストーム号・シゲルシゲザネ号
（非抽選馬） 1頭 メイショウジビュス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

４レース目



（26阪神1）第2日 3月2日（日曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 168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

257，530，000円
6，180，000円
1，560，000円
22，510，000円
65，432，500円
4，640，000円
1，612，800円

勝馬投票券売得金
479，346，200円
827，389，900円
291，243，400円
1，308，288，900円
736，629，900円
537，848，600円
1，857，469，100円
3，479，782，800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 9，517，998，800円

総入場人員 16，284名 （有料入場人員 15，217名）
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