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07085 3月23日 晴 稍重 （26阪神1）第8日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走9時55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

612 メモリーレーン 牝3栗 54 浜中 俊有限会社シルク荒川 義之 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 474－ 41：13．6 1．4�

815 テイエムリヴィエラ 牝3鹿 54 小牧 太竹園 正繼氏 浜田多実雄 日高 テイエム牧場日高支場 B432－ 81：13．7� 27．1�
714 ルスナイプリンセス 牝3鹿 54 秋山真一郎�髙昭牧場 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 492－ 41：14．01� 13．7�
816 ディオレサンス 牝3栗 54 藤岡 佑介�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 452＋ 61：14．31� 6．3�
24 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 414＋ 21：14．83 17．8	

（伊）

713 タマモムーンライト 牝3栗 54 古川 吉洋タマモ� 南井 克巳 新ひだか 岡田牧場 472＋ 6 〃 クビ 249．8

23 マルクナッテ 牝3栗 54

51 ▲松若 風馬小田切有一氏 谷 潔 新ひだか 木下牧場 402＋ 21：15．0� 198．8�
35 ストロベリーローズ 牝3栗 54 岩田 康誠古賀 禎彦氏 千田 輝彦 新ひだか 下屋敷牧場 438± 01：15．42� 120．5�
59 アルレジェンヌ 牝3鹿 54 E．ペドロサ �社台レースホース高橋 義忠 千歳 社台ファーム 454＋ 2 〃 ハナ 18．0

（独）

510 ファブラノヴァ 牝3黒鹿54 A．シュタルケ H.H．シェイク・モハメド 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 464－ 61：15．61� 25．4�

（独）

48 シ ゲ ル ノ ト 牝3鹿 54 国分 恭介森中 蕃氏 武田 博 新冠 中央牧場 414－ 61：15．91� 499．0�
611 ヴェイルオブクララ 牝3栗 54 藤懸 貴志吉田 照哉氏 平田 修 千歳 社台ファーム 438＋161：16．11� 231．2�
47 ニューエトワール 牝3芦 54 川島 信二佐々木政充氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 B440－ 4 〃 ハナ 311．8�
36 ワンダーライツ 牝3黒鹿54 藤岡 康太山本 信行氏 羽月 友彦 新ひだか 米田牧場 460－ 21：16．73� 23．1�
11 ローゼルキュート 牝3鹿 54

51 ▲義 英真村上 稔氏 佐藤 正雄 日高 松平牧場 462＋ 41：17．33� 103．2�
12 リッカウエスト 牝3栗 54 酒井 学立花 幸雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 原口牧場 364－161：17．4� 470．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，783，900円 複勝： 108，091，500円 枠連： 11，516，100円
馬連： 42，690，200円 馬単： 37，160，500円 ワイド： 23，692，200円
3連複： 69，929，800円 3連単： 147，358，900円 計： 467，223，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 100円 � 370円 � 260円 枠 連（6－8） 290円

馬 連 �� 1，210円 馬 単 �� 1，560円

ワ イ ド �� 530円 �� 360円 �� 1，770円

3 連 複 ��� 2，940円 3 連 単 ��� 8，900円

票 数

単勝票数 計 267839 的中 � 161655（1番人気）
複勝票数 計1080915 的中 � 831456（1番人気）� 22007（6番人気）� 36365（4番人気）
枠連票数 計 115161 的中 （6－8） 30066（1番人気）
馬連票数 計 426902 的中 �� 26105（6番人気）
馬単票数 計 371605 的中 �� 17662（7番人気）
ワイド票数 計 236922 的中 �� 11178（6番人気）�� 18213（3番人気）�� 2971（19番人気）
3連複票数 計 699298 的中 ��� 17586（11番人気）
3連単票数 計1473589 的中 ��� 12220（28番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―12．3―12．7―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．5―35．8―48．5―1：00．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メモリーレーン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 End Sweep デビュー 2014．3．8 阪神2着

2011．1．16生 牝3栗 母 ストロングメモリー 母母 アピーリングストーリー 2戦1勝 賞金 7，400，000円
〔制裁〕 ヴェイルオブクララ号の騎手藤懸貴志は，3コーナーで蛇行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：3番・1番・8番）
※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 ディアベビードール号・ムーントラベラー号
（非抽選馬） 1頭 テイエムゴージャス号
※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。

07086 3月23日 晴 稍重 （26阪神1）第8日 第2競走 ��
��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

24 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± 01：55．8 23．1�
11 ガ ル グ イ ユ 牡3栗 56

53 ▲松若 風馬杉山 忠国氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 490± 01：55．9� 17．5�
612 インテグラード 牡3青鹿56 E．ペドロサ�リーヴァ 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 482－ 21：56．11� 38．0�

（独）

35 バイザスターン 牡3鹿 56 岩田 康誠 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム 494＋161：56．31� 1．6�
611 ケルンウィナー 牡3栗 56 	島 克也谷和 光彦氏 松田 国英 浦河 ひるかわ育

成牧場 494－ 81：56．4
 5．1�
（佐賀）

23 ス プ ル ス �3栗 56 浜中 俊水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 472＋12 〃 ハナ 34．3	
59 ミッキーサムソン 牡3鹿 56 和田 竜二野田みづき氏 高橋 康之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506 ―1：56．71
 175．7

714 クリノクレオパトラ 牝3黒鹿 54

51 ▲岩崎 翼栗本 博晴氏 田中 章博 新冠 坂元 芳春 432－ 21：56．8
 186．4�
12 シャイニンシーザー 牡3栗 56 藤懸 貴志市川 義美氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 422－ 21：56．9
 401．8�
36 ローゼロッセ 牝3鹿 54

53 ☆菱田 裕二近藤 克麿氏 宮本 博 安平 ノーザンファーム 468－ 61：57．0
 47．8
48 タ マ モ リ ド 牝3黒鹿54 水口 優也タマモ� 高橋 亮 新ひだか フジワラフアーム 456＋ 81：57．21� 186．7�
510 アドマイヤカロ 牡3栗 56 秋山真一郎近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 550 ―1：57．41 42．0�
47 メイショウヴェスタ 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 438－ 81：57．71
 632．5�
816 シャッツクヴェレ 牡3青鹿56 藤岡 康太青山 洋一氏 村山 明 千歳 社台ファーム 474－ 41：58．23 9．3�
713 セイウンジャイロ 牡3鹿 56 武 豊西山 茂行氏 河内 洋 新冠 川上牧場 478 ―1：58．73 11．1�
815 メイショウマツシマ 牝3青鹿54 小牧 太松本 好雄氏 武田 博 新冠 新冠橋本牧場 446－ 21：59．87 50．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，440，500円 複勝： 47，935，200円 枠連： 12，344，700円
馬連： 43，953，700円 馬単： 33，210，600円 ワイド： 25，775，900円
3連複： 66，453，400円 3連単： 108，917，800円 計： 364，031，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，310円 複 勝 � 580円 � 440円 � 1，200円 枠 連（1－2） 8，270円

馬 連 �� 11，030円 馬 単 �� 29，390円

ワ イ ド �� 2，130円 �� 7，380円 �� 5，890円

3 連 複 ��� 132，910円 3 連 単 ��� 968，450円

票 数

単勝票数 計 254405 的中 � 8704（6番人気）
複勝票数 計 479352 的中 � 22217（6番人気）� 30284（4番人気）� 9851（10番人気）
枠連票数 計 123447 的中 （1－2） 1102（18番人気）
馬連票数 計 439537 的中 �� 2943（30番人気）
馬単票数 計 332106 的中 �� 834（60番人気）
ワイド票数 計 257759 的中 �� 3036（21番人気）�� 852（50番人気）�� 1071（41番人気）
3連複票数 計 664534 的中 ��� 369（180番人気）
3連単票数 計1089178 的中 ��� 83（1092番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―13．0―12．9―12．8―13．1―13．4―13．4―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．6―36．6―49．5―1：02．3―1：15．4―1：28．8―1：42．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．5―3F40．4
1
3
5，11（4，16）8（7，12）（13，15）（1，14）3（2，9）6＝10
5（11，16）4－8－12－7，1，15（14，13）6（2，9，3）－10

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

勝馬の
紹 介

ゼンノスサノヲ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 サンダーガルチ デビュー 2013．9．29 阪神16着

2011．3．22生 牡3栗 母 ウインディアナ 母母 ニ ヤ ー 11戦1勝 賞金 5，500，000円
※アドマイヤカロ号・セイウンジャイロ号・ミッキーサムソン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

第１回 阪神競馬 第８日



07087 3月23日 晴 稍重 （26阪神1）第8日 第3競走 ��1，400�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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

610 クレイジージョー 牡3黒鹿 56
53 ▲城戸 義政河内 孝夫氏 藤岡 健一 新冠 中地 康弘 490－ 41：27．0 25．2�

713 ガ ン ジ ー 牡3栗 56 D．バルジュー 岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 486＋ 6 〃 ハナ 1．4�
（伊）

47 クリアザコースト 牡3鹿 56 松山 弘平谷掛 龍夫氏 加用 正 千歳 社台ファーム 528－ 81：27．1� 13．1�
712 センティグレード 牡3青鹿56 池添 謙一 H.H．シェイク・モハメド 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 518－ 21：27．41� 21．9�
58 マサノジュエリー 牝3鹿 54 武 豊猪野毛雅人氏 加藤 敬二 浦河 馬道 繁樹 464＋ 4 〃 クビ 11．4�
815 オーディンバローズ 牡3青鹿56 小牧 太猪熊 広次氏 武田 博 浦河 鎌田 正嗣 490± 01：27．5クビ 7．2�
35 ショウナンサンタ 牡3鹿 56 岩田 康誠	湘南 中村 均 浦河 三嶋牧場 458－ 61：27．82 24．4

11 モズノハナミチ 牡3鹿 56 秋山真一郎北側 雅司氏 中尾 秀正 浦河 谷川牧場 472＋ 21：27．9クビ 153．2�
46 ダノンブレイブ 牡3栗 56 E．ペドロサ�ダノックス 安田 隆行 日高 下河辺牧場 540＋101：28．11� 22．1

（独）

59 イゾラベッラ 牡3芦 56 A．シュタルケ 金子真人ホールディングス� 村山 明 日高 日高大洋牧場 B528－ 41：28．84 140．3�
（独）

611 タガノトラベラー 牝3鹿 54 和田 竜二八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 448＋161：29．0� 49．8�

34 アグネスハピネス 牝3栗 54
53 ☆菱田 裕二渡辺 孝男氏 �島 一歩 千歳 社台ファーム 430－181：29．1� 37．8�

22 チ コ リ ー 牝3黒鹿54 松田 大作山上 和良氏 牧田 和弥 日高 長谷部牧場 456－201：29．31 362．1�
23 クリノハッチャン 牝3鹿 54 古川 吉洋栗本 博晴氏 南井 克巳 日高 三輪牧場 460± 01：29．72� 191．2�
814 シゲルソウシュウ 牡3鹿 56 岡田 祥嗣森中 蕃氏 五十嵐忠男 浦河 中村 雅明 434－101：30．01� 538．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 30，419，400円 複勝： 111，743，500円 枠連： 13，394，500円
馬連： 50，882，400円 馬単： 41，100，700円 ワイド： 28，538，200円
3連複： 77，771，100円 3連単： 139，490，100円 計： 493，339，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，520円 複 勝 � 440円 � 110円 � 240円 枠 連（6－7） 860円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 3，820円

ワ イ ド �� 560円 �� 1，880円 �� 340円

3 連 複 ��� 3，030円 3 連 単 ��� 30，820円

票 数

単勝票数 計 304194 的中 � 9521（8番人気）
複勝票数 計1117435 的中 � 21548（8番人気）� 801737（1番人気）� 49772（3番人気）
枠連票数 計 133945 的中 （6－7） 11561（5番人気）
馬連票数 計 508824 的中 �� 31622（4番人気）
馬単票数 計 411007 的中 �� 7961（12番人気）
ワイド票数 計 285382 的中 �� 12637（7番人気）�� 3363（20番人気）�� 23214（2番人気）
3連複票数 計 777711 的中 ��� 18954（10番人気）
3連単票数 計1394901 的中 ��� 3341（98番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．5―35．5―48．2―1：00．7―1：13．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クレイジージョー �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2014．2．1 京都6着

2011．4．1生 牡3黒鹿 母 ラヴリージョウ 母母 ラブラブジョウ 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 ガンジー号の騎手D．バルジューは，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：10番・12

番）
※出走取消馬 オーミシャンクス号（疾病〔感冒〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 マルヨラピド号
（非抽選馬） 3頭 シャンディロメラ号・マヤステファニー号・ライトニングロアー号
※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。

07088 3月23日 晴 稍重 （26阪神1）第8日 第4競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走11時25分 （ダート・右）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

36 メイショウウタゲ 牡3栗 56 小林 徹弥松本 好雄氏 安達 昭夫 新冠 隆栄牧場 502 ―1：57．0 112．5�
11 ナリタモード 牝3栗 54 秋山真一郎�オースミ 藤沢 則雄 浦河 江渡 繁治 452 ― 〃 アタマ 52．1�
24 ラドンナデルラーゴ 牝3栗 54 浜中 俊山本 英俊氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 478 ―1：57．32 18．7�
612 グレートアイランド 牡3鹿 56 松山 弘平�G1レーシング 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468 ―1：57．51� 8．8�
59 リリーヒーロー 牡3栗 56 藤懸 貴志土井 孝夫氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 522 ― 〃 ハナ 11．1�
12 カツラッシュ 牡3黒鹿56 酒井 学北側 雅勝氏 �島 一歩 新ひだか グランド牧場 510 ―1：57．6	 25．7	
47 アロハエコモマイ 牝3黒鹿54 川須 栄彦名古屋友豊� 高野 友和 新冠 パカパカ

ファーム 472 ―1：57．7	 6．4

714 ビーイノベイティブ 牡3鹿 56 E．ペドロサ �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 532 ― 〃 ハナ 4．0�

（独）

48 スターレット 牝3鹿 54 国分 恭介�谷川牧場 牧浦 充徳 浦河 谷川牧場 448 ―1：58．12	 89．1
816 キ ャ ロ ル 牡3黒鹿56 四位 洋文石川 達絵氏 角田 晃一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494 ―1：58．95 9．7�
815 アグネスジェシカ 牝3黒鹿54 藤岡 佑介渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 478 ―1：59．11	 26．3�
611 シャイニードルチェ 牝3鹿 54

53 ☆中井 裕二小林 昌志氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 462 ―1：59．42 83．6�
35 セラミックロード 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣太田 美實氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 452 ―1：59．61� 26．9�
23 セルリアンシュロス 牡3青鹿56 国分 優作�イクタ 福島 信晴 新冠 村本牧場 482 ―1：59．7クビ 89．6�
713 ベ イ シ ス 牡3鹿 56 �島 良太�ノースヒルズ 中村 均 新冠 株式会社

ノースヒルズ 490 ―2：00．01
 3．2�
510 テイエムスイフト 牡3鹿 56 竹之下智昭竹園 正繼氏 木原 一良 日高 テイエム牧場日高支場 482 ―2：00．63	 222．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，360，400円 複勝： 35，015，900円 枠連： 16，418，600円
馬連： 43，255，300円 馬単： 28，103，200円 ワイド： 21，233，500円
3連複： 60，506，700円 3連単： 89，122，600円 計： 317，016，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 11，250円 複 勝 � 2，030円 � 1，740円 � 520円 枠 連（1－3） 10，940円

馬 連 �� 159，620円 馬 単 �� 233，040円

ワ イ ド �� 34，200円 �� 15，890円 �� 5，280円

3 連 複 ��� 433，540円 3 連 単 ��� 2，436，020円

票 数

単勝票数 計 233604 的中 � 1637（15番人気）
複勝票数 計 350159 的中 � 4350（12番人気）� 5124（11番人気）� 19242（7番人気）
枠連票数 計 164186 的中 （1－3） 1108（28番人気）
馬連票数 計 432553 的中 �� 200（108番人気）
馬単票数 計 281032 的中 �� 89（204番人気）
ワイド票数 計 212335 的中 �� 152（106番人気）�� 328（87番人気）�� 997（48番人気）
3連複票数 計 605067 的中 ��� 103（416番人気）
3連単票数 計 891226 的中 ��� 27（2397番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．9―36．9―49．8―1：02．9―1：16．4―1：29．9―1：43．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F54．1―3F40．6
1
3

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

勝馬の
紹 介

メイショウウタゲ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 フ ジ キ セ キ 初出走

2011．5．6生 牡3栗 母 シールビーバック 母母 マロンシェーバー 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔発走状況〕 ナリタモード号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）10頭 アイファーマシェリ号・アドマイヤカロ号・エイシンノエル号・エーデルグランツ号・セイウンジャイロ号・

トーワクリステル号・マウナロア号・ミッキーサムソン号・ラガービックヒーロ号・リンリンクスクス号
※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。



07089 3月23日 晴 良 （26阪神1）第8日 第5競走 ��1，800�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
1：44．5
1：44．1

良
良

23 ブレイヴリー 牡3鹿 56 浜中 俊岡田 牧雄氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 478± 01：47．6 3．2�
59 エアピザレー 牡3栗 56 岩田 康誠 �ラッキーフィールド笹田 和秀 千歳 社台ファーム 478－ 21：48．23� 30．2�
714 エアカミュゼ 牡3黒鹿56 A．シュタルケ �ラッキーフィールド池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 500－ 4 〃 クビ 3．1�

（独）

47 マイネルプレッジ 牡3鹿 56 D．バルジュー �サラブレッドクラブ・ラフィアン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 424＋ 21：48．3クビ 6．8�
（伊）

510 メイショウルンバ 牝3栗 54 武 幸四郎松本 好雄氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 472 ― 〃 ハナ 27．3�
24 ハイプレッシャー 牡3黒鹿56 �島 克也�ノースヒルズ 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 506＋ 41：48．72� 11．5	
（佐賀）

35 ディライトフル 牡3鹿 56 武 豊�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 470－ 21：48．8� 8．8


612 デルマシシマル 牡3青鹿56 松田 大作浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 466－ 61：49．01� 14．5�
11 サンレイサムライ 牡3芦 56 藤岡 康太永井 啓弍氏 高橋 義忠 新ひだか 岡野牧場 518± 01：49．32 12．9�
611 クニサキオペラ 牝3鹿 54 花田 大昂國島 周夫氏 西橋 豊治 新冠 川上 悦夫 446± 01：49．61� 524．8
48 サンレイロッキー 牡3鹿 56 森 一馬永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 458－ 41：50．45 255．8�
12 ジョーチャーリー 牡3黒鹿56 小牧 太上田けい子氏 中竹 和也 浦河 バンブー牧場 466－ 61：50．61� 164．5�
713 ミントジュレップ 牡3青鹿56 秋山真一郎近藤 英子氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 440－ 61：51．13 132．9�
815 モウイイデショウ 牡3鹿 56

53 ▲松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 新ひだか 築紫 洋 456－ 61：51．31� 34．5�
816 ビビッドオーブ 牝3栗 54

53 ☆菱田 裕二 M・
Kenichiホールディング� 高橋 康之 浦河 福岡 光夫 456＋ 81：52．25 141．3�

36 ポ ル ナ ー ダ 牡3栗 56
53 ▲岩崎 翼吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム 442－201：53．58 183．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，839，500円 複勝： 48，725，800円 枠連： 14，825，500円
馬連： 57，385，600円 馬単： 35，334，000円 ワイド： 30，956，300円
3連複： 84，714，700円 3連単： 126，507，500円 計： 424，288，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 570円 � 140円 枠 連（2－5） 1，540円

馬 連 �� 5，280円 馬 単 �� 8，260円

ワ イ ド �� 1，390円 �� 240円 �� 1，770円

3 連 複 ��� 5，970円 3 連 単 ��� 41，780円

票 数

単勝票数 計 258395 的中 � 64347（2番人気）
複勝票数 計 487258 的中 � 118955（1番人気）� 14011（9番人気）� 108573（2番人気）
枠連票数 計 148255 的中 （2－5） 7106（8番人気）
馬連票数 計 573856 的中 �� 8023（20番人気）
馬単票数 計 353340 的中 �� 3157（32番人気）
ワイド票数 計 309563 的中 �� 4930（17番人気）�� 38852（1番人気）�� 3808（25番人気）
3連複票数 計 847147 的中 ��� 10487（21番人気）
3連単票数 計1265075 的中 ��� 2235（132番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．5―35．0―47．0―59．3―1：11．6―1：23．7―1：35．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．3―3F36．0
3 16（12，15）－（3，5，8）（1，14）10－13－（9，7）（4，6，11）－2 4 16，12（3，15）（5，8）（1，14）10－（13，7）9（4，11）＝2，6

勝馬の
紹 介

ブレイヴリー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2013．8．4 函館3着

2011．3．9生 牡3鹿 母 ブルーリッジリバー 母母 スカーレツトブルー 10戦1勝 賞金 16，950，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビビッドオーブ号・ポルナーダ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年4月

23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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 ウインボナンザ号・ザナイトビフォー号・テイエムヒッカッタ号・テイエムファラオ号・ヒロノアドバンス号・

ユウキファイター号・ルアノヴァ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

07090 3月23日 晴 良 （26阪神1）第8日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走12時45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

610 キンシノキセキ 牡3鹿 56 浜中 俊若草クラブ 浅見 秀一 新冠 パカパカ
ファーム 478－ 41：22．5 7．6�

59 ウインレーベン 牡3青鹿 56
53 ▲義 英真�ウイン 中村 均 日高 モリナガファーム 442－ 2 〃 クビ 166．6�

815 モンラッシェ 牡3栗 56 小牧 太吉澤 克己氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 464－ 41：22．6� 9．5�
11 ナムラアッパー 牡3鹿 56

53 ▲岩崎 翼奈村 信重氏 福島 信晴 浦河 谷川牧場 406－ 81：22．7� 87．9�
58 ラブリープラネット 牡3栗 56 武 豊三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 472－ 6 〃 クビ 2．1�
47 エ ル ノ ル テ 牝3鹿 54 A．シュタルケ 吉田 勝己氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 450－ 21：22．91	 20．5	

（独）

22 ルミナスパレード 牝3黒鹿54 岩田 康誠 
サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 470＋ 21：23．11	 5．9�
814 タガノアップ 牝3鹿 54 国分 恭介八木 良司氏 河内 洋 新ひだか 岡田スタツド 414＋ 61：23．2� 49．1�
35 ロードフォワード 牡3青鹿56 D．バルジュー �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 436＋ 61：23．3� 67．2

（伊）

712 アブソリュカフェ 牡3黒鹿56 四位 洋文西川 光一氏 小島 太 日高 ヤナガワ牧場 482－ 81：23．4� 6．3�
611 スナークマスカラス 牡3栗 56 太宰 啓介杉本 豊氏 川村 禎彦 日高 藤本ファーム 458－ 6 〃 ハナ 54．8�
46 ベラフォレスタ 牝3黒鹿54 松山 弘平 
社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 464＋ 21：23．61	 57．3�
713 カ メ ッ ト 牡3栗 56 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 細道牧場 448－ 81：23．7� 188．5�
23 スパイスシャワー 牝3鹿 54 藤岡 佑介下河�行雄氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 460± 01：23．8� 28．7�
34 ロードストーム 牡3青鹿56 E．ペドロサ �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム B476± 01：24．54 32．6�

（独）

（15頭）

売 得 金
単勝： 33，863，400円 複勝： 66，006，600円 枠連： 16，907，700円
馬連： 67，375，700円 馬単： 40，191，300円 ワイド： 34，324，800円
3連複： 95，495，100円 3連単： 152，508，200円 計： 506，672，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 230円 � 4，090円 � 310円 枠 連（5－6） 530円

馬 連 �� 70，840円 馬 単 �� 99，870円

ワ イ ド �� 13，550円 �� 830円 �� 15，780円

3 連 複 ��� 191，000円 3 連 単 ��� 1，520，970円

票 数

単勝票数 計 338634 的中 � 35324（4番人気）
複勝票数 計 660066 的中 � 88000（2番人気）� 3394（15番人気）� 59455（5番人気）
枠連票数 計 169077 的中 （5－6） 23708（1番人気）
馬連票数 計 673757 的中 �� 702（77番人気）
馬単票数 計 401913 的中 �� 297（132番人気）
ワイド票数 計 343248 的中 �� 605（75番人気）�� 10829（8番人気）�� 519（79番人気）
3連複票数 計 954951 的中 ��� 369（243番人気）
3連単票数 計1525082 的中 ��� 74（1577番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．1―34．6―46．4―58．2―1：10．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キンシノキセキ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2013．7．27 小倉2着

2011．1．22生 牡3鹿 母 アブソリューション 母母 フリーフォーギブン 10戦2勝 賞金 30，210，000円
〔制裁〕 ナムラアッパー号の騎手岩崎翼は，発走後に外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番・5番）

ルミナスパレード号の騎手岩田康誠は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番）
※出走取消馬 フリオグレイスー号（疾病〔感冒〕のため）
※エルノルテ号は，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。



07091 3月23日 晴 良 （26阪神1）第8日 第7競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走13時15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

711 エーシングリズリー 牡5黒鹿57 和田 竜二�栄進堂 川村 禎彦 浦河 栄進牧場 474＋ 21：13．0 6．4�
712 ス テ ー キ 牡4栗 57 武 豊藤田 浩一氏 池江 泰寿 新冠 松浦牧場 502－ 2 〃 クビ 4．4�
69 コ ラ ン ダ ム 牡5栗 57 岩田 康誠山上 和良氏 牧田 和弥 日高 千葉飯田牧場 510＋ 61：13．21� 2．0�
22 サンライズマーチ 牡4鹿 57

54 ▲松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 466－ 21：13．3	 11．5�
610
� ム ニ ン 牝5鹿 55

52 ▲岩崎 翼一村 哲也氏 森 秀行 豪 Mr C An-
derson 436＋ 21：14．04 193．6�

814 マウンテンファスト 牡5鹿 57 国分 恭介山本 堅治氏 服部 利之 新ひだか 前田牧場 470－ 81：14．1� 8．5	
45 � ナリタマクリス 牡5栗 57 池添 謙一�オースミ 加藤 敬二 千歳 社台ファーム 436± 0 〃 クビ 24．6

57 � ク ー デ タ ー 牡5黒鹿57 水口 優也杉立 恭平氏 川村 禎彦 平取 二風谷ファーム 468－ 21：14．31� 139．9�
11 ゼンノコンゴウ 牡4栗 57 浜中 俊大迫久美子氏 石坂 正 新冠 村上 欽哉 498＋ 8 〃 ハナ 24．5�
34 � チュウワワンダー 牡4鹿 57 川島 信二中西 忍氏 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 478－ 2 〃 ハナ 68．0
33 プリサイストップ 牡7鹿 57

54 ▲義 英真冨沢 敦子氏 崎山 博樹 浦河 川フアーム 490＋ 41：14．4クビ 222．7�
46 サクラフェリース 牝4栗 55 川須 栄彦�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 新和牧場 502± 01：14．61� 31．7�
58 イントゥザストーム 牝5鹿 55 D．バルジュー 金子真人ホールディングス� 村山 明 日高 日高大洋牧場 428－121：15．34 86．3�

（伊）

813� カシノオーブ 牡4鹿 57
54 ▲城戸 義政柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 462± 01：15．61� 452．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 31，386，500円 複勝： 57，231，800円 枠連： 17，575，000円
馬連： 64，449，800円 馬単： 43，153，300円 ワイド： 32，151，800円
3連複： 88，422，000円 3連単： 165，641，400円 計： 500，011，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 170円 � 150円 � 110円 枠 連（7－7） 1，590円

馬 連 �� 1，590円 馬 単 �� 3，380円

ワ イ ド �� 410円 �� 260円 �� 220円

3 連 複 ��� 860円 3 連 単 ��� 9，410円

票 数

単勝票数 計 313865 的中 � 38727（3番人気）
複勝票数 計 572318 的中 � 70468（3番人気）� 85012（2番人気）� 203325（1番人気）
枠連票数 計 175750 的中 （7－7） 8202（7番人気）
馬連票数 計 644498 的中 �� 29979（6番人気）
馬単票数 計 431533 的中 �� 9450（11番人気）
ワイド票数 計 321518 的中 �� 17194（5番人気）�� 32263（2番人気）�� 40123（1番人気）
3連複票数 計 884220 的中 ��� 76612（1番人気）
3連単票数 計1656414 的中 ��� 12994（24番人気）

ハロンタイム 12．6―11．6―12．3―12．3―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―24．2―36．5―48．8―1：00．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エーシングリズリー �
�
父 ゼンノエルシド �

�
母父 Peaks and Valleys デビュー 2011．9．10 阪神5着

2009．3．30生 牡5黒鹿 母 バーリンスワン 母母 Cozumel Kitty 12戦3勝 賞金 28，470，000円
〔制裁〕 チュウワワンダー号の騎手川島信二は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※出走取消馬 スズカブリザード号（疾病〔左肩跛行〕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。

07092 3月23日 晴 良 （26阪神1）第8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

56 ベストリガーズ 牡6鹿 57 岡田 祥嗣 �キャロットファーム 野中 賢二 安平 ノーザンファーム 524＋ 81：53．8 14．9�
813 スズカルパン 牡5鹿 57 武 豊永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 468＋ 41：54．22� 2．6�
33 スズカキングダム 牡5鹿 57 松田 大作永井 啓弍氏 石橋 守 平取 稲原牧場 496－ 41：54．62� 135．9�
710 ワースムーン 牡4鹿 57 浜中 俊橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 510－ 21：54．7� 3．0�
44 ポ ロ タ ン 牝4鹿 55

52 ▲岩崎 翼小田切有一氏 田中 章博 浦河 木村牧場 430－ 61：54．91� 84．0�
812 コウエイアース 牡4鹿 57 和田 竜二西岡 静男氏 川村 禎彦 新ひだか グランド牧場 462＋10 〃 アタマ 11．9	
711� ブラックブッシュ 牡4黒鹿57 高倉 稜小林 秀樹氏 高橋 亮 新ひだか 山本 昇寿 468－ 51：55．11� 60．5

57 デビルズハーツ 牡4鹿 57 四位 洋文安原 浩司氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 482－ 61：55．42 6．9�
45 サクラヴィクトリー 牡5栗 57

56 ☆菱田 裕二�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 新和牧場 476＋ 41：55．5� 8．4
68 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± 01：57．4大差 128．9�
11 プラネットスコア 牡4黒鹿57 小坂 忠士岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 新冠 坂元牧場 472－ 41：57．82� 28．1�
69 タガノバスター 牡4栗 57 岩田 康誠八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 458－ 81：57．9クビ 27．2�
22 ノートゥング 牡4栗 57 	島 良太前田 幸治氏 中村 均 新冠 株式会社

ノースヒルズ 494＋ 81：58．22 252．7�
（13頭）

売 得 金
単勝： 34，204，200円 複勝： 53，584，700円 枠連： 18，823，600円
馬連： 75，572，400円 馬単： 46，907，500円 ワイド： 33，807，700円
3連複： 99，409，400円 3連単： 190，805，500円 計： 553，115，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，490円 複 勝 � 410円 � 150円 � 1，640円 枠 連（5－8） 570円

馬 連 �� 2，210円 馬 単 �� 5，660円

ワ イ ド �� 760円 �� 10，280円 �� 2，460円

3 連 複 ��� 42，680円 3 連 単 ��� 223，520円

票 数

単勝票数 計 342042 的中 � 18176（6番人気）
複勝票数 計 535847 的中 � 30099（6番人気）� 136391（2番人気）� 6302（11番人気）
枠連票数 計 188236 的中 （5－8） 24632（2番人気）
馬連票数 計 755724 的中 �� 25238（9番人気）
馬単票数 計 469075 的中 �� 6123（23番人気）
ワイド票数 計 338077 的中 �� 11611（9番人気）�� 777（51番人気）�� 3329（25番人気）
3連複票数 計 994094 的中 ��� 1719（79番人気）
3連単票数 計1908055 的中 ��� 630（427番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―13．5―12．7―12．6―12．5―12．5―12．6―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―37．7―50．4―1：03．0―1：15．5―1：28．0―1：40．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ベストリガーズ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Rainbow Quest デビュー 2010．12．26 阪神9着

2008．2．12生 牡6鹿 母 グリーティングス 母母 Kissing Cousin 12戦3勝 賞金 25，050，000円



07093 3月23日 晴 良 （26阪神1）第8日 第9競走 ��
��1，200�

た ん ば

丹 波 特 別
発走14時25分 （芝・右）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．1
1：06．5

良
良

510� フォーチュンスター 	5鹿 57 岩田 康誠前田 幸治氏 鈴木 孝志 新冠 ノースヒルズマネジメント 518－ 61：09．2 1．9�
12 シンジュボシ 牝4栗 55 D．バルジュー �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 坂口 正則 浦河 駿河牧場 490－ 2 〃 クビ 7．8�
（伊）

611 シンデレラボーイ 牡4鹿 57 中谷 雄太田畑 利彦氏 矢作 芳人 浦河 高昭牧場 490± 01：09．3
 8．6�
35 メ ロ ー ト 牡6黒鹿57 太宰 啓介小林 茂行氏 湯窪 幸雄 新ひだか 田中 裕之 472＋ 4 〃 ハナ 78．3�
816 ヤ マ ノ レ オ 	4栗 57 和田 竜二山泉 恵宥氏 山内 研二 新ひだか キヨタケ牧場 488＋121：09．51� 45．0�
612 ヤマニンボンプアン 牝6鹿 55 森 一馬土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 492＋ 61：09．71� 76．4	
713 サンキストロード 牡4鹿 57 藤岡 康太 
社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム 508＋ 2 〃 クビ 20．8�
47 サンマルクイーン 牝5栗 55 藤岡 佑介相馬 勇氏 大橋 勇樹 浦河 笹島 政信 456＋ 2 〃 ハナ 23．6�
11 カシノエルフ 牡5栗 57 酒井 学柏木 務氏 日吉 正和 鹿児島 柏木 務 500± 01：09．8
 243．2
23 トキノゲンジ 牡6鹿 57 武 豊中野 正則氏 梅田 康雄 浦河 小倉牧場 516＋201：09．9
 5．3�
714 ビットスターダム 牡6芦 57 菱田 裕二馬場 祥晃氏 大根田裕之 日高 合資会社カ

ネツ牧場 466－ 21：10．0
 117．8�
59 � リアリーサムシング 牡6栗 57 国分 恭介吉田 修氏 坪 憲章 新ひだか タガミファーム 478＋ 8 〃 ハナ 186．2�
48 エランドール 牝6鹿 55 川須 栄彦
辻牧場 坪 憲章 浦河 辻 牧場 446＋ 6 〃 アタマ 83．0�
24 タマモコントラバス 牡7黒鹿57 池添 謙一タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 前田牧場 474± 01：10．1� 32．0�
815 アドマイヤクーガー 牡6栗 57 小牧 太近藤 利一氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470＋ 41：10．41� 11．6�
36 タガノトネール 	4鹿 57 島 良太八木 良司氏 島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 478－ 41：10．82
 53．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 40，182，500円 複勝： 74，964，500円 枠連： 24，688，000円
馬連： 108，978，000円 馬単： 64，827，800円 ワイド： 49，709，400円
3連複： 147，578，400円 3連単： 262，755，200円 計： 773，683，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 210円 � 210円 枠 連（1－5） 920円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 1，310円

ワ イ ド �� 370円 �� 300円 �� 850円

3 連 複 ��� 1，930円 3 連 単 ��� 6，760円

票 数

単勝票数 計 401825 的中 � 167405（1番人気）
複勝票数 計 749645 的中 � 243228（1番人気）� 76032（4番人気）� 76163（3番人気）
枠連票数 計 246880 的中 （1－5） 19918（4番人気）
馬連票数 計1089780 的中 �� 87213（3番人気）
馬単票数 計 648278 的中 �� 36606（3番人気）
ワイド票数 計 497094 的中 �� 34407（3番人気）�� 44248（2番人気）�� 12935（9番人気）
3連複票数 計1475784 的中 ��� 56498（4番人気）
3連単票数 計2627552 的中 ��� 28720（8番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．4―11．5―11．2―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．5―46．0―57．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�フォーチュンスター �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Gone West

2009．3．7生 	5鹿 母 グローリーブラッド 母母 Ski Dancer 7戦2勝 賞金 38，800，000円
地方デビュー 2012．12．7 船橋

※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 エーシンマイェスタ号・ゴールデンクラウン号
（非抽選馬） 1頭 マンドレイク号
※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。

07094 3月23日 晴 良 （26阪神1）第8日 第10競走 ��
��2，000�

た じ ま

但馬ステークス
発走15時00分 （芝・右）
4歳以上，1，600万円以下，25．3．16以降26．3．16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 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

33 リヤンドファミユ 牡4鹿 56 池添 謙一 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 450－ 82：00．1 3．5�

11 フロアクラフト 牝4黒鹿53 松山 弘平 �キャロットファーム 西園 正都 安平 ノーザンファーム 500－ 82：00．31� 7．2�
813� ロードロックスター 牡8鹿 53 D．バルジュー �ロードホースクラブ 笹田 和秀 愛 K.I. Farm 500－16 〃 クビ 66．2�

（伊）

69 リメインサイレント 牝4鹿 53 和田 竜二 �社台レースホース田中 章博 千歳 社台ファーム 492＋102：00．51 3．3�
45 � ヒ ュ ウ マ 牡4鹿 55 浜中 俊林 正道氏 矢作 芳人 米 Aaron Sones 490－ 42：00．6	 17．0	
22 ジャイアントリープ 牡4芦 55 岩田 康誠 �キャロットファーム 村山 明 安平 ノーザンファーム 496－ 42：00．7クビ 5．6

711 カ ノ ン 牝4鹿 52 高倉 稜 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 464＋ 22：00．8� 25．3�
57 トウカイオーロラ 牡7黒鹿54 酒井 学内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 480－10 〃 アタマ 33．9�
812 アドマイヤケルソ 牡6栗 55 小牧 太近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 478－ 8 〃 ハナ 19．2
44 � ワールドブルー 牡8鹿 50 小林 徹弥 �ブルーマネジメント森 秀行 米 Fusao

Sekiguchi 498－ 22：00．9� 228．5�
68 フィロパトール 牝5鹿 52 菱田 裕二高橋 一恵氏 武藤 善則 浦河 大島牧場 460－ 62：01．53� 12．6�
710 スマートリバティー 牡6鹿 54 古川 吉洋大川 徹氏 宮 徹 新ひだか 広田牧場 454－ 22：01．6クビ 43．0�
56 ヒロノプリンス 牡4鹿 55 国分 優作サンエイ開発� 村山 明 日高 オリオンファーム 458± 02：02．13 19．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 49，462，000円 複勝： 85，346，500円 枠連： 31，580，900円
馬連： 161，387，700円 馬単： 84，468，700円 ワイド： 62，959，000円
3連複： 207，412，400円 3連単： 375，408，000円 計： 1，058，025，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 180円 � 250円 � 1，240円 枠 連（1－3） 1，580円

馬 連 �� 1，620円 馬 単 �� 2，490円

ワ イ ド �� 660円 �� 3，430円 �� 7，180円

3 連 複 ��� 32，140円 3 連 単 ��� 112，670円

票 数

単勝票数 計 494620 的中 � 111697（2番人気）
複勝票数 計 853465 的中 � 158003（2番人気）� 94428（4番人気）� 13617（12番人気）
枠連票数 計 315809 的中 （1－3） 14806（6番人気）
馬連票数 計1613877 的中 �� 73877（5番人気）
馬単票数 計 844687 的中 �� 25068（8番人気）
ワイド票数 計 629590 的中 �� 25168（5番人気）�� 4394（41番人気）�� 2071（60番人気）
3連複票数 計2074124 的中 ��� 4764（100番人気）
3連単票数 計3754080 的中 ��� 2459（357番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―12．2―11．6―12．3―11．9―12．2―11．8―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．6―35．8―47．4―59．7―1：11．6―1：23．8―1：35．6―1：47．5

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

リヤンドファミユ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2012．12．9 阪神2着

2010．4．27生 牡4鹿 母 オリエンタルアート 母母 エレクトロアート 7戦3勝 賞金 46，965，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15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。

２レース目



07095 3月23日 晴 良 （26阪神1）第8日 第11競走 ��
��3，000�第62回阪 神 大 賞 典（ＧⅡ）

発走15時35分 （芝・右）
4歳以上；負担重量は，4歳55�5歳以上56�，牝馬2�減，25．3．16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，25．3．15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）

兵庫県知事賞・京阪神ビルディング株式会社賞（1着）
賞 品

本 賞 62，000，000円 25，000，000円 16，000，000円 9，300，000円 6，200，000円
付 加 賞 644，000円 184，000円 92，000円 � コースレコード

中央レコード
3：02．5
3：02．5

良
良

11 ゴールドシップ 牡5芦 58 岩田 康誠小林 英一氏 須貝 尚介 日高 出口牧場 B508＋103：06．6 1．7�
88 アドマイヤラクティ 牡6鹿 56 四位 洋文近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 484－ 63：07．23� 15．6�
22 	 バ ン デ 牡4鹿 55 松田 大作林 正道氏 矢作 芳人 愛 Kildaragh

Stud B498－10 〃 クビ 4．5�
66 サトノノブレス 牡4黒鹿56 浜中 俊里見 治氏 池江 泰寿 洞
湖 メジロ牧場 512－ 23：08．26 4．3�
89 ヒットザターゲット 牡6栗 57 武 豊前田 晋二氏 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント 518－ 23：08．3クビ 15．2�
55 エーシンミラージュ 牡6鹿 56 D．バルジュー �栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 530＋ 83：08．83 84．7	

（伊）

33 サイモントルナーレ 牡8栗 56 横山 和生澤田 昭紀氏 田中 清隆 日高 ヤナガワ牧場 454－ 43：09．54 182．0

77 タマモベストプレイ 牡4栗 55 和田 竜二タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 492－ 4 〃 クビ 31．5�
44 	 エーシンスピーダー 牡5栗 56 太宰 啓介�栄進堂 西園 正都 米 Colts Neck

Stables LLC 484－ 23：10．24 162．3�
（9頭）

売 得 金
単勝： 214，668，900円 複勝： 249，166，800円 枠連： 72，624，400円
馬連： 409，787，000円 馬単： 344，879，500円 ワイド： 154，448，000円
3連複： 504，799，900円 3連単： 2，008，075，900円 計： 3，958，450，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 200円 � 150円 枠 連（1－8） 480円

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 1，240円

ワ イ ド �� 310円 �� 190円 �� 540円

3 連 複 ��� 1，120円 3 連 単 ��� 4，060円

票 数

単勝票数 計2146689 的中 � 1047965（1番人気）
複勝票数 計2491668 的中 � 1050322（1番人気）� 216663（4番人気）� 367359（3番人気）
枠連票数 計 726244 的中 （1－8） 111830（3番人気）
馬連票数 計4097870 的中 �� 324245（4番人気）
馬単票数 計3448795 的中 �� 206779（5番人気）
ワイド票数 計1544480 的中 �� 119981（4番人気）�� 239236（2番人気）�� 59862（8番人気）
3連複票数 計5047999 的中 ��� 334622（4番人気）
3連単票数 計20080759 的中 ��� 365496（13番人気）

ハロンタイム 13．3―12．2―12．7―12．5―12．5―12．4―12．6―12．9―12．8―12．4―12．7―12．6―11．8―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
13．3―25．5―38．2―50．7―1：03．2―1：15．6―1：28．2―1：41．1―1：53．9―2：06．3―2：19．0―2：31．6

2，600� 2，800�
―2：43．4―2：54．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゴールドシップ 
�
父 ステイゴールド 

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2011．7．9 函館1着

2009．3．6生 牡5芦 母 ポイントフラッグ 母母 パストラリズム 17戦10勝 賞金 967，115，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりゴールドシップ号は，天皇賞（春）（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。

07096 3月23日 晴 良 （26阪神1）第8日 第12競走 ��
��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

712 フミノメモリー 牡4黒鹿57 国分 優作谷 二氏 西浦 勝一 新冠 須崎牧場 524－ 21：53．6 2．7�
610 スズカウラノス 牡5鹿 57 川須 栄彦永井 啓弍氏 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 462－ 21：53．81� 12．3�
47 ランドマーキュリー 牡4栗 57 北村 友一木村 昌三氏 安達 昭夫 新冠 ハクツ牧場 508－ 6 〃 クビ 4．5�
814 アーバンレジェンド 牝4栗 55 岩田 康誠吉田 照哉氏 松田 博資 千歳 社台ファーム 450－16 〃 ハナ 14．8�
23 オーシャンパワー 牡6鹿 57 浜中 俊松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 バンダム牧場 454－101：53．9クビ 18．9�
611 キングスバーン 牡5鹿 57 小牧 太林 正道氏 大久保龍志 浦河 酒井牧場 510＋ 2 〃 ハナ 9．3�
59 トゥヴァビエン 牡4黒鹿 57

54 ▲義 英真玉井 宏和氏 梅田 康雄 浦河 小倉牧場 528－ 2 〃 ハナ 38．7	
815 タマモベルモット 牡4鹿 57

54 ▲岩崎 翼タマモ
 河内 洋 新冠 対馬 正 482－ 61：54．22 31．3�
35 コピーライター 牡4鹿 57 小坂 忠士グリーンスウォード境 直行 新ひだか 米田牧場 510－ 41：54．41� 44．7�
22 ディープルマン 牡6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 506－ 1 〃 クビ 33．8
58 ダイヴァーダウン 牡5栗 57 森 一馬吉岡 泰治氏 松永 昌博 新ひだか 桑嶋 峰雄 466＋161：54．5クビ 63．6�
713 チェスナットバロン 牡5栗 57 A．シュタルケ 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 560－ 61：54．81	 5．2�

（独）

34 クラウンシュバルツ 牡4栗 57 太宰 啓介
クラウン 大根田裕之 青森 一山育成牧場 464－ 41：55．54 225．9�
46 シゲルアケビ 牝5鹿 55 藤懸 貴志森中 蕃氏 谷 潔 新ひだか 広田牧場 466＋ 4 〃 ハナ 129．8�
11 カ ト ラ ス 
4芦 57

56 ☆中井 裕二村上 稔氏 大橋 勇樹 小清水 千島北斗牧場 454－ 81：55．82 33．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 53，330，400円 複勝： 87，608，400円 枠連： 41，807，700円
馬連： 206，046，800円 馬単： 82，279，100円 ワイド： 66，561，800円
3連複： 229，239，200円 3連単： 420，474，800円 計： 1，187，348，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 240円 � 160円 枠 連（6－7） 500円

馬 連 �� 1，430円 馬 単 �� 2，250円

ワ イ ド �� 470円 �� 250円 �� 690円

3 連 複 ��� 1，810円 3 連 単 ��� 8，820円

票 数

単勝票数 計 533304 的中 � 156890（1番人気）
複勝票数 計 876084 的中 � 228414（1番人気）� 74724（5番人気）� 150218（2番人気）
枠連票数 計 418077 的中 （6－7） 61938（2番人気）
馬連票数 計2060468 的中 �� 113736（4番人気）
馬単票数 計 822791 的中 �� 27093（6番人気）
ワイド票数 計 665618 的中 �� 33657（3番人気）�� 75743（1番人気）�� 21497（6番人気）
3連複票数 計2292392 的中 ��� 93481（3番人気）
3連単票数 計4204748 的中 ��� 35194（10番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―13．7―12．7―12．1―12．4―12．5―12．7―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―37．6―50．3―1：02．4―1：14．8―1：27．3―1：40．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フミノメモリー �
�
父 Lemon Drop Kid �

�
母父 Storm Cat デビュー 2013．3．2 阪神6着

2010．4．30生 牡4黒鹿 母 クロスウォーターⅡ 母母 Bay Harbor 12戦3勝 賞金 30，570，000円
〔制裁〕 チェスナットバロン号の騎手A．シュタルケは，1コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：7番・12

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。

４レース目



（26阪神1）第8日 3月23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 174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 手 当

291，910，000円
2，080，000円
7，080，000円
1，860，000円
26，790，000円
67，550，000円
4，677，000円
1，670，400円

勝馬投票券売得金
588，941，600円
1，025，421，200円
292，506，700円
1，331，764，600円
881，616，200円
564，158，600円
1，731，732，100円
4，187，065，900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 10，603，206，900円

総入場人員 21，924名 （有料入場人員 20，679名）



平成26年度 第1回阪神競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，339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 手 当

1，995，410，000円
8，210，000円
48，230，000円
13，100，000円
179，660，000円
521，274，500円
38，473，600円
12，854，400円

勝馬投票券売得金
3，845，301，500円
7，289，475，600円
2，072，578，300円
9，292，630，400円
5，786，232，600円
3，954，812，600円
12，550，834，000円
26，382，616，000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 71，174，481，000円

総入場延人員 123，468名 （有料入場延人員 115，316名）
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