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07085 3月22日 晴 良 （27阪神1）第8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）
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

816 スズカマドンナ 牝3鹿 54 藤岡 佑介永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 440＋ 41：13．2 26．2�
612 ニホンピログレース 牝3鹿 54 幸 英明小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 496＋ 81：13．3� 11．3�
611� ジェントルヴァウ 牝3鹿 54 浜中 俊窪田 康志氏 藤原 英昭 米 Claiborne

Farm 468 ―1：13．5� 2．5�
714� セイウンデライラ 牝3栗 54 M．デムーロ西山 茂行氏 森 秀行 米 Eaton &

Thorne,Inc. 482－ 61：13．71	 6．9�
24 タイセイメテオ 牡3栗 56 和田 竜二田中 成奉氏 高野 友和 新ひだか 増本 良孝 462＋ 2 〃 クビ 19．6�
510 シ ュ ン イ キ 牡3栗 56 太宰 啓介石川 博氏 川村 禎彦 浦河 宮内牧場 472± 01：14．12
 27．5�
11 ラームリュンヌ 牝3黒鹿54 秋山真一郎 	ローレルレーシング 飯田 祐史 新冠 新冠橋本牧場 470－ 41：14．31
 10．3

713 ペパーミント 牝3鹿 54 �島 良太山本 堅治氏 湯窪 幸雄 日高 いとう牧場 432＋ 21：14．93
 41．0�
23 トウカイクローネ 牡3青鹿56 川須 栄彦内村 正則氏 中村 均 新ひだか 木下牧場 464＋ 41：15．22 13．9�
815� マ ラ ニ ー ノ 牡3鹿 56 岩田 康誠吉田 和美氏 西園 正都 米 Meg Buckley &

Mike Buckley 494± 01：15．3� 4．8
35 コウザンダンサー 牝3栗 54

52 △岩崎 翼山下 良子氏 佐藤 正雄 新冠 北星村田牧場 410± 0 〃 ハナ 250．4�
12 クリノメンタンピン 牝3栗 54 柴田 未崎栗本 博晴氏 作田 誠二 浦河 荻伏三好フ

アーム 406－ 41：15．4
 345．5�
48 ラブミーフウジン 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政小林 祥晃氏 梅田 智之 新ひだか 西村 和夫 398＋ 21：15．5クビ 163．3�
59 ル フ レ 牝3黒鹿54 菱田 裕二山上 和良氏 牧田 和弥 新ひだか 高橋フアーム 468－20 〃 クビ 18．5�
47 ヤマニンプチローブ 牝3栗 54 酒井 学土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 424－ 41：15．71	 311．4�
36 ガールズライン 牝3芦 54

51 ▲三津谷隼人吉永 清美氏 目野 哲也 新ひだか 松本牧場 466＋ 41：16．12
 34．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，322，500円 複勝： 30，887，900円 枠連： 14，390，000円
馬連： 48，373，800円 馬単： 24，666，400円 ワイド： 28，777，200円
3連複： 68，457，600円 3連単： 83，818，800円 計： 322，694，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，620円 複 勝 � 510円 � 280円 � 160円 枠 連（6－8） 500円

馬 連 �� 13，750円 馬 単 �� 28，460円

ワ イ ド �� 3，980円 �� 1，820円 �� 800円

3 連 複 ��� 18，680円 3 連 単 ��� 178，730円

票 数

単勝票数 計 233225 的中 � 7101（9番人気）
複勝票数 計 308879 的中 � 12297（9番人気）� 26832（4番人気）� 67434（1番人気）
枠連票数 計 143900 的中 （6－8） 22032（1番人気）
馬連票数 計 483738 的中 �� 2726（44番人気）
馬単票数 計 246664 的中 �� 650（89番人気）
ワイド票数 計 287772 的中 �� 1799（45番人気）�� 4020（22番人気）�� 9620（5番人気）
3連複票数 計 684576 的中 ��� 2748（71番人気）
3連単票数 計 838188 的中 ��� 340（593番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―12．0―12．4―12．1―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．6―35．6―48．0―1：00．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スズカマドンナ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2014．11．24 京都14着

2012．3．12生 牝3鹿 母 スズカローズマリー 母母 ローズオブスズカ 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔制裁〕 ラームリュンヌ号の騎手秋山真一郎は，3コーナーで外側に斜行したことについて平成27年3月28日から平成27年4月5日ま

で騎乗停止。（被害馬：7番）
※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 ティーベレヌス号

07086 3月22日 晴 良 （27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

11 タガノクレイオス 牡3鹿 56 菱田 裕二八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 486＋ 21：52．5 6．5�

36 オーロラポラリス 牡3鹿 56 太宰 啓介 �サンデーレーシング 沖 芳夫 安平 ノーザンファーム 502－161：53．88 1．5�
815 マコトグランドゥ 牡3栗 56 小牧 太�ディアマント 宮本 博 日高 白井牧場 462－ 41：54．97 9．0�
612 ニホンピロシナバー 牡3青鹿56 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 片岡牧場 480－ 81：55．21� 10．2�
510 エターナルウインド 牡3黒鹿56 幸 英明前田 葉子氏 谷 潔 浦河 岡本 昌市 488－ 21：55．51� 27．0	
35 セイセイセイ 牡3鹿 56 筒井 勇介薪浦 亨氏 西村 真幸 安平 吉田 三郎 430－ 4 〃 クビ 116．4


（笠松）

48 ク ピ ド 牡3鹿 56 荻野 琢真�ミルファーム 伊藤 伸一 新ひだか 友田牧場 450－ 81：55．82 25．7�
713 クリノリュウイーソ 牡3鹿 56 水口 優也栗本 博晴氏 川村 禎彦 新ひだか 松本牧場 470＋ 41：56．86 311．5�
12 ブレイブミノル 牡3鹿 56 藤岡 佑介吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 482± 0 〃 クビ 56．9
714 フローリアンヌ 牝3栗 54

52 △岩崎 翼吉田 千津氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 448－ 21：57．01� 55．9�
47 ローレルトレゾール 牡3鹿 56

53 ▲城戸 義政 �ローレルレーシング 中竹 和也 新冠 川島牧場 488＋ 6 〃 ハナ 149．0�
23 サントノーレ 牝3栗 54 岩田 康誠吉田 修氏 村山 明 新冠 長浜牧場 472－ 61：57．21 25．0�
24 カネトシエトワール 牡3鹿 56 �島 良太兼松 利男氏 沖 芳夫 青森 長谷地 義正 434－ 6 〃 クビ 412．0�
59 トーアチチカカ 牡3鹿 56 池添 謙一高山ランド� 牧田 和弥 豊浦トーア牧場 B484－121：57．62� 45．0�
816 ジョーグラファイト 牡3鹿 56 川須 栄彦上田けい子氏 中竹 和也 新ひだか 高橋 修 492－ 21：58．02� 174．9�
611 インクレディブル 牡3鹿 56 秋山真一郎前田 葉子氏 中村 均 浦河 谷川牧場 508－ 81：58．63� 17．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，352，100円 複勝： 45，754，400円 枠連： 14，539，600円
馬連： 45，934，500円 馬単： 29，245，900円 ワイド： 27，716，600円
3連複： 59，681，100円 3連単： 96，005，600円 計： 341，229，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 150円 � 110円 � 180円 枠 連（1－3） 500円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 1，620円

ワ イ ド �� 190円 �� 800円 �� 310円

3 連 複 ��� 1，300円 3 連 単 ��� 9，790円

票 数

単勝票数 計 223521 的中 � 27370（2番人気）
複勝票数 計 457544 的中 � 46512（2番人気）� 257029（1番人気）� 30171（3番人気）
枠連票数 計 145396 的中 （1－3） 22437（2番人気）
馬連票数 計 459345 的中 �� 74758（1番人気）
馬単票数 計 292459 的中 �� 13471（6番人気）
ワイド票数 計 277166 的中 �� 44096（1番人気）�� 7200（9番人気）�� 22185（2番人気）
3連複票数 計 596811 的中 ��� 34244（1番人気）
3連単票数 計 960056 的中 ��� 7106（22番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．2―37．5―50．1―1：02．5―1：15．0―1：27．8―1：40．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．5
1
3
1，9（3，15）（10，16）12－（2，8，13）－（5，11，14）－6，4，7
1，9，15（3，10，16）12－（13，6）2（5，8）－14（4，11，7）

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

勝馬の
紹 介

タガノクレイオス �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2014．10．19 京都5着

2012．1．31生 牡3鹿 母 オーベルジュ 母母 タガノラピス 5戦1勝 賞金 5，700，000円
〔発走状況〕 インクレディブル号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔調教再審査〕 インクレディブル号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トーアチチカカ号・ジョーグラファイト号・インクレディブル号は，「タイムオーバーによる出走制限」

のため，平成27年4月22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。
（非抽選馬） 1頭 ノーブルクリスタル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の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22日 晴 良 （27阪神1）第8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

815 リリーウイナー 牡3鹿 56 秋山真一郎土井 孝夫氏 平田 修 日高 下河辺牧場 534＋201：25．2 6．6�
35 アリエスジューゴー 牡3鹿 56 �島 良太武井 祥久氏 武田 博 むかわ 小林 孝幸 480－ 2 〃 クビ 22．1�
612 ジューンブラジリエ 牡3鹿 56 和田 竜二吉川 潤氏 今野 貞一 安平 追分ファーム 460± 01：25．3クビ 4．0�
24 ライムチェイサー 牡3鹿 56 藤岡 佑介杉山 忠国氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 462－ 21：25．51� 3．3�
23 エイダイサンデー 牡3芦 56 幸 英明�東振牧場 田中 章博 むかわ 東振牧場 426± 01：25．82 48．7�
12 ヴェスペルティリオ 牡3鹿 56

54 △岩崎 翼	G1レーシング 千田 輝彦 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 464－14 〃 アタマ 45．1


611 ブロードキャスト 牡3芦 56 浜中 俊前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 508－ 6 〃 アタマ 12．3�

48 メイショウクオン 牡3鹿 56
53 ▲城戸 義政松本 好�氏 角田 晃一 日高 千葉飯田牧場 498－101：25．9� 68．8

816 ショウナンカウィー 牡3栗 56 岩田 康誠国本 哲秀氏 浜田多実雄 新冠 ハシモトフアーム 478－ 81：26．21� 5．8�
11 アイファーハート 牝3黒鹿54 筒井 勇介中島 稔氏 坪 憲章 新冠 川上牧場 426－ 21：26．73 409．1�

（笠松）

510 サウンドフォース 牡3栗 56 武 豊増田 雄一氏 佐藤 正雄 日高 碧雲牧場 480－121：26．91� 6．5�
714 シンゼンライカー 牡3黒鹿56 酒井 学原 司郎氏 飯田 祐史 浦河トラストスリーファーム 452＋ 21：27．22 54．1�
713 ヒトミヲトジテ 牝3青鹿54 川須 栄彦 	グランデオーナーズ 吉田 直弘 浦河 信成牧場 468＋ 61：27．41 157．2�
47 ユウシンガー 牡3芦 56 小林 徹弥	アイテツ 森 秀行 浦河 鎌田 正嗣 460－ 41：27．72 336．6�
36 デルニエアトゥー 	3黒鹿56 小牧 太前田 晋二氏 鈴木 孝志 千歳 社台ファーム B476－ 41：28．87 100．1�
59 コスモプランニング 牡3黒鹿56 菱田 裕二岡田 繁幸氏 五十嵐忠男 新ひだか 酒井 秀紀 B486＋ 4 （競走中止） 280．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，091，600円 複勝： 35，752，200円 枠連： 15，132，200円
馬連： 46，672，500円 馬単： 25，295，900円 ワイド： 29，083，100円
3連複： 67，609，900円 3連単： 91，220，600円 計： 332，858，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 230円 � 410円 � 160円 枠 連（3－8） 3，130円

馬 連 �� 6，020円 馬 単 �� 8，610円

ワ イ ド �� 1，730円 �� 540円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 6，410円 3 連 単 ��� 46，180円

票 数

単勝票数 計 220916 的中 � 26582（5番人気）
複勝票数 計 357522 的中 � 40227（4番人気）� 18378（7番人気）� 70762（2番人気）
枠連票数 計 151322 的中 （3－8） 3745（10番人気）
馬連票数 計 466725 的中 �� 6004（18番人気）
馬単票数 計 252959 的中 �� 2201（32番人気）
ワイド票数 計 290831 的中 �� 4149（18番人気）�� 14591（6番人気）�� 6435（13番人気）
3連複票数 計 676099 的中 ��� 7904（20番人気）
3連単票数 計 912206 的中 ��� 1432（146番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．6―35．6―47．9―1：00．1―1：12．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リリーウイナー �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 Halo デビュー 2014．10．12 東京2着

2012．4．8生 牡3鹿 母 スリーソウツ 母母 Three Secrets 4戦1勝 賞金 10，550，000円
〔競走中止〕 コスモプランニング号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症したため4コーナーで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 コウザンジョウオー号・メイショウケンザン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

07088 3月22日 晴 良 （27阪神1）第8日 第4競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走11時30分 （芝・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
1：57．8
1：56．1

良
良

713 サンライズセンス 牡3栗 56
54 △岩崎 翼松岡 隆雄氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 496± 02：03．2 2．3�

815 ハギノパトリオット 牡3黒鹿56 岩田 康誠日隈 良江氏 松田 国英 えりも エクセルマネジメント 458－ 82：03．51� 7．6�
59 ナムラオツウ 牝3鹿 54 A．シュタルケ 奈村 信重氏 福島 信晴 日高 いとう牧場 410＋ 82：03．82 7．7�

（独）

510 アウトゼアー 牡3鹿 56 和田 竜二薪浦 亨氏 西橋 豊治 新ひだか 木下牧場 492－ 42：04．01� 7．2�
11 スパークルジョイ 牝3鹿 54 藤岡 佑介吉田 勝己氏 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 430－122：04．32 101．6�
47 タイセイブレイド 牡3黒鹿56 浜中 俊田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 446± 02：04．4� 3．3�
12 コスモサンズサン 牡3栗 56 柴田 未崎 	ビッグレッドファーム 森田 直行 浦河 大北牧場 460＋ 2 〃 クビ 202．8

36 アキトビーナス 牝3栗 54 酒井 学岡田 昭利氏 西園 正都 千歳 社台ファーム 458 ―2：04．71� 61．8�
24 ウイングタイガー 牝3鹿 54 小林 徹弥 �ミキハウスHKサービス 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 436－ 42：05．01� 63．0
612 タケデンタップ 牝3青鹿 54

51 ▲三津谷隼人武市 進吾氏 高橋 義博 新冠 新冠橋本牧場 412－ 62：05．53 292．1�
35 マサノボーラー 牝3栗 54

51 ▲城戸 義政猪野毛雅人氏 日吉 正和 新ひだか 猪野毛牧場 446－ 4 〃 ハナ 335．0�
23 メイショウコルシカ 牡3黒鹿56 幸 英明松本 好雄氏 中村 均 新ひだか 平野牧場 458 ― 〃 ハナ 68．3�
48 ゴールドヴィーヴル 牝3黒鹿54 菱田 裕二杉山 忠国氏 松田 博資 新ひだか 明治牧場 432± 0 〃 クビ 55．3�
816 エレガンスレディ 牝3鹿 54 小牧 太国田 正忠氏 森田 直行 新冠 ハシモトフアーム 438－182：05．6� 111．6�
611 タマモスマッシュ 牡3鹿 56 水口 優也タマモ� 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 440± 02：05．7� 395．2�
714 グレイトフルレガロ 牝3鹿 54 川須 栄彦 	社台レースホース笹田 和秀 安平 追分ファーム 462 ―2：09．5大差 27．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，663，100円 複勝： 30，640，900円 枠連： 13，751，300円
馬連： 48，086，400円 馬単： 28，953，700円 ワイド： 27，648，800円
3連複： 62，551，800円 3連単： 99，958，800円 計： 335，254，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 180円 � 180円 枠 連（7－8） 870円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 1，540円

ワ イ ド �� 280円 �� 350円 �� 560円

3 連 複 ��� 1，610円 3 連 単 ��� 5，550円

票 数

単勝票数 計 236631 的中 � 79903（1番人気）
複勝票数 計 306409 的中 � 97647（1番人気）� 36285（4番人気）� 35302（5番人気）
枠連票数 計 137513 的中 （7－8） 12233（4番人気）
馬連票数 計 480864 的中 �� 34761（4番人気）
馬単票数 計 289537 的中 �� 14051（5番人気）
ワイド票数 計 276488 的中 �� 26622（2番人気）�� 20458（4番人気）�� 11579（8番人気）
3連複票数 計 625518 的中 ��� 29108（5番人気）
3連単票数 計 999588 的中 ��� 13057（13番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―12．9―12．8―12．4―12．3―12．1―11．8―11．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．2―37．1―49．9―1：02．3―1：14．6―1：26．7―1：38．5―1：50．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サンライズセンス �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．12．21 阪神5着

2012．4．11生 牡3栗 母 レミニセンス 母母 グレイエミネンス 4戦1勝 賞金 9，700，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グレイトフルレガロ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年4月22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。



07089 3月22日 晴 良 （27阪神1）第8日 第5競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走12時20分 （ダート・右）

牝，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
1：08．8
1：08．7

重
重

67 スキースクール 牝3青鹿54 幸 英明 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 468－ 81：11．8 3．1�

812 タガノヴェルリー 牝3鹿 54 菱田 裕二八木 良司氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 428－ 21：12．65 13．6�

68 オールオブユー 牝3栗 54 M．デムーロ三田 昌宏氏 浅見 秀一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 490－ 61：12．7� 7．5�

55 � ウチデノコヅチ 牝3栗 54 岩田 康誠菅原 広隆氏 羽月 友彦 新ひだか 小河 豊水 442± 01：12．8クビ 21．8�
33 トーホウレゼルヴ 牝3黒鹿54 武 豊東豊物産� 藤原 英昭 浦河 有限会社

吉田ファーム 436－ 81：13．01� 6．0�
11 ト ワ エ モ ア 牝3鹿 54 浜中 俊中辻 明氏 日吉 正和 日高 アイズスタッド株式会社 472－ 21：13．74 3．0	
710� アシドベリー 牝3鹿 54 和田 竜二
槇本牧場 柴田 光陽 日高 槇本牧場 436－ 41：13．91� 260．1�
44 サンレイルージュ 牝3鹿 54 �島 良太永井 啓弍氏 西橋 豊治 様似 様似共栄牧場 442－ 11：14．32� 221．8�
56 ハルマッタン 牝3鹿 54

52 △岩崎 翼�G1レーシング 河内 洋 千歳 社台ファーム 478＋ 41：14．72� 6．9
811 ニホンピロヘーラー 牝3鹿 54 藤岡 佑介小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 484－ 41：16．08 57．6�
22 キングアンドクイン 牝3黒鹿 54

51 ▲城戸 義政山住 勲氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 462＋101：16．1クビ 101．8�
79 ダンシングワンダー 牝3栗 54 秋山真一郎窪田 康志氏 中内田充正 千歳 社台ファーム 470－ 21：20．8大差 71．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 31，808，700円 複勝： 41，440，000円 枠連： 14，311，000円
馬連： 58，212，200円 馬単： 34，987，400円 ワイド： 32，039，000円
3連複： 78，247，700円 3連単： 123，502，800円 計： 414，548，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 280円 � 210円 枠 連（6－8） 1，100円

馬 連 �� 2，040円 馬 単 �� 3，330円

ワ イ ド �� 830円 �� 480円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 4，020円 3 連 単 ��� 16，200円

票 数

単勝票数 計 318087 的中 � 79591（2番人気）
複勝票数 計 414400 的中 � 95689（1番人気）� 30771（6番人気）� 47966（5番人気）
枠連票数 計 143110 的中 （6－8） 10055（6番人気）
馬連票数 計 582122 的中 �� 22059（9番人気）
馬単票数 計 349874 的中 �� 7859（14番人気）
ワイド票数 計 320390 的中 �� 9798（12番人気）�� 18280（6番人気）�� 6701（16番人気）
3連複票数 計 782477 的中 ��� 14590（13番人気）
3連単票数 計1235028 的中 ��� 5525（55番人気）

ハロンタイム 12．1―10．4―11．4―12．3―12．8―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．5―33．9―46．2―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スキースクール �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 Storm Cat デビュー 2014．10．14 京都3着

2012．1．12生 牝3青鹿 母 スノーキトゥン 母母 Embassy 5戦2勝 賞金 15，100，000円
〔その他〕 ダンシングワンダー号は，発走後に砂をかぶり，歩様を乱し減速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〕 ニホンピロヘーラー号・キングアンドクイン号・ダンシングワンダー号は，「タイムオーバーによる出

走制限」のため，平成27年4月22日まで平地競走に出走できない。

07090 3月22日 晴 良 （27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

45 ブラヴィッシモ 牡3鹿 56 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B494－ 61：22．1 1．6�
11 グレイトチャーター 牡3鹿 56 和田 竜二�ノースヒルズ �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478－ 61：22．42 8．2�
69 シゲルチャグチャグ 牝3鹿 54 太宰 啓介森中 蕃氏 武田 博 新冠 長浜牧場 470－ 81：22．72 26．7�
57 エリーティアラ 牝3青鹿54 小牧 太谷川 正純氏 武市 康男 新ひだか 土田農場 B458－ 41：22．8クビ 15．9�
813 アズマクィーン 牝3鹿 54

52 △岩崎 翼東 哲次氏 河内 洋 日高 木村牧場 454± 0 〃 クビ 9．4�
34 テイエムダンシング 牡3鹿 56 A．シュタルケ 竹園 正繼氏 山内 研二 日高 戸川牧場 472＋ 21：23．01� 32．1	

（独）

22 フェアラフィネ 牝3芦 54 川須 栄彦髙樽さゆり氏 森田 直行 日高 豊洋牧場 434－ 61：23．21	 62．4

610 ノーブルルージュ 牝3黒鹿54 秋山真一郎吉木 伸彦氏 宮本 博 日高 門別牧場 442＋ 2 〃 クビ 28．6�
712 マコトグナイゼナウ 牡3青鹿56 岩田 康誠�ディアマント �島 一歩 安平 ノーザンファーム 430－ 61：23．51
 12．6�
46 プ リ ズ ム 牡3鹿 56 幸 英明 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476± 01：23．82 29．4
711 セレッソブランコ 牝3芦 54

51 ▲城戸 義政三宅 勝俊氏 奥村 豊 日高 天羽 禮治 450－ 21：23．9	 121．3�
58 ビジューミニョン 牝3青鹿54 武 豊 �社台レースホース吉村 圭司 千歳 社台ファーム 462－ 21：24．0	 25．7�
814 キッズライトオン 牡3栗 56 菱田 裕二瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 422＋ 21：24．21 11．3�
33 � ナ ナ チ ャ ン 牝3黒鹿54 筒井 勇介�ホースケア 笹野 博司 青森 諏訪牧場 430－ 71：25．58 313．3�

（笠松） （笠松）

（14頭）

売 得 金
単勝： 30，672，200円 複勝： 51，447，400円 枠連： 19，057，500円
馬連： 70，212，400円 馬単： 43，445，700円 ワイド： 38，826，900円
3連複： 92，615，400円 3連単： 153，530，800円 計： 499，808，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 190円 � 380円 枠 連（1－4） 820円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 1，080円

ワ イ ド �� 360円 �� 750円 �� 2，080円

3 連 複 ��� 4，850円 3 連 単 ��� 12，590円

票 数

単勝票数 計 306722 的中 � 144652（1番人気）
複勝票数 計 514474 的中 � 227452（1番人気）� 48932（2番人気）� 19324（7番人気）
枠連票数 計 190575 的中 （1－4） 17854（3番人気）
馬連票数 計 702124 的中 �� 60850（4番人気）
馬単票数 計 434457 的中 �� 30098（3番人気）
ワイド票数 計 388269 的中 �� 30484（2番人気）�� 12988（8番人気）�� 4370（23番人気）
3連複票数 計 926154 的中 ��� 14298（17番人気）
3連単票数 計1535308 的中 ��� 8841（26番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．4―11．7―11．6―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―34．6―46．3―57．9―1：09．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F35．8
3 2，12，5（11，6）1，8，4（7，13）14，10－9－3 4 2，12（5，11，6）1（4，8）（7，13）（14，10）9＝3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ブラヴィッシモ �
�
父 Fastnet Rock �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2014．7．6 中京5着

2012．2．18生 牡3鹿 母 メイキアシー 母母 Gwynn 9戦2勝 賞金 17，700，000円
〔制裁〕 グレイトチャーター号の騎手和田竜二は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて平成27年3月28日から平成27年

3月29日まで騎乗停止。（被害馬：11番）
セレッソブランコ号の騎手城戸義政は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番）

※フェアラフィネ号は，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。



07091 3月22日 晴 良 （27阪神1）第8日 第7競走 ��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

78 スズカアドニス 牡5栗 57 M．デムーロ永井 啓弍氏 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 488± 01：52．7 2．7�
44 ケルンウィナー 牡4栗 57 幸 英明谷和 光彦氏 松田 国英 浦河 ひるかわ育

成牧場 504－ 21：53．01� 7．4�
810 アダムズアップル 牡4鹿 57

55 △岩崎 翼吉田 照哉氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 516－ 41：53．1� 15．3�
67 ディライトフル 牡4鹿 57 岩田 康誠�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 480－ 21：53．31� 3．0�
33 メテオライト �6栗 57 A．シュタルケ �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 514－101：53．4クビ 8．6	

（独）

11 シャトーウインド 牡5黒鹿57 四位 洋文円城 幸男氏 松下 武士 日高 宝寄山 忠則 470± 01：53．5� 24．5

811	 トウケイゴールド 牡5鹿 57 黒岩 悠木村 信彦氏 清水 久詞 新ひだか 中村 和夫 492－ 61：53．92
 56．4�
79 スカイライン 牡4青鹿57 菱田 裕二窪田 康志氏 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 474－12 〃 ハナ 33．6�
66 メイショウシシマル 牡4鹿 57 太宰 啓介松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 村下 明博 488－ 21：54．1� 9．0
22 ゼンノスサノヲ 牡4栗 57 藤岡 佑介大迫久美子氏 日吉 正和 新冠 村上 欽哉 488＋ 21：54．42 22．3�
55 	 モズノハナミチ 牡4鹿 57 小牧 太 �キャピタル・システム 中尾 秀正 浦河 谷川牧場 468－ 41：55．35 178．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 26，741，700円 複勝： 39，739，300円 枠連： 13，524，600円
馬連： 64，790，300円 馬単： 36，733，100円 ワイド： 33，553，000円
3連複： 81，195，300円 3連単： 132，157，900円 計： 428，435，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 230円 � 340円 枠 連（4－7） 1，060円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 1，600円

ワ イ ド �� 450円 �� 630円 �� 1，480円

3 連 複 ��� 4，800円 3 連 単 ��� 16，790円

票 数

単勝票数 計 267417 的中 � 76995（1番人気）
複勝票数 計 397393 的中 � 101142（1番人気）� 39478（5番人気）� 23413（6番人気）
枠連票数 計 135246 的中 （4－7） 9832（2番人気）
馬連票数 計 647903 的中 �� 48819（2番人気）
馬単票数 計 367331 的中 �� 17177（4番人気）
ワイド票数 計 335530 的中 �� 20154（3番人気）�� 13843（7番人気）�� 5434（19番人気）
3連複票数 計 811953 的中 ��� 12661（15番人気）
3連単票数 計1321579 的中 ��� 5705（48番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―13．0―12．3―12．4―13．1―12．8―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．0―37．0―49．3―1：01．7―1：14．8―1：27．6―1：39．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F37．9
1
3
4－（1，10）2，8，3（9，7）5（6，11）
4－10（1，8）7（2，3）（6，11）9－5

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スズカアドニス �
�
父 スズカフェニックス �

�
母父 Silver Hawk デビュー 2012．10．14 京都6着

2010．3．12生 牡5栗 母 アイアンドユー 母母 Taba 24戦2勝 賞金 22，920，000円
［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。

07092 3月22日 晴 良 （27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 （芝・右・外）
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
1：44．5
1：43．9

良
良

36 キリシマホーマ 牡4鹿 57 小牧 太土屋 君春氏 橋口弘次郎 宮崎 土屋牧場 518－ 41：48．6 55．7�
47 テーオービックバン 牡4栗 57 藤岡 佑介小笹 公也氏 藤岡 健一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500－ 41：48．7� 30．7�
11 プリンセスアスク 牝4青鹿55 武 豊廣崎 利洋氏 河内 洋 新冠 川上牧場 450± 0 〃 アタマ 4．5�
510 ト ル ス ト イ 牡5鹿 57 M．デムーロ近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 490＋ 21：48．91	 2．7�
612 エーデルグランツ 牡4青鹿57 岩田 康誠 �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 480－ 81：49．0
 6．9�
12 ハギノブシドウ 牡5栗 57 幸 英明日隈 良江氏 松田 国英 平取 坂東牧場 492－ 61：49．1クビ 46．7	
35 エアピザレー 牡4栗 57 浜中 俊 
ラッキーフィールド笹田 和秀 千歳 社台ファーム 474－ 81：49．2
 3．9�
611 サンマルホーム 牡5栗 57 太宰 啓介相馬 勇氏 山内 研二 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 B434－ 41：49．41	 57．5�
48 ガーリッシュハート 牝4鹿 55 秋山真一郎 �社台レースホース野中 賢二 千歳 社台ファーム 468－ 6 〃 クビ 53．1
815 キタサンキンボシ 牡4栗 57 荻野 琢真�大野商事 梅田 智之 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 484＋ 4 〃 ハナ 32．9�
714 ティーエスネオ 牡4芦 57 菱田 裕二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 518－ 21：49．61 154．1�
23 ブレイクアウト 牡4青鹿 57

54 ▲城戸 義政安原 浩司氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 474－ 4 〃 ハナ 31．2�
816 ペプチドウインド 牡5鹿 57 畑端 省吾沼川 一彦氏 西村 真幸 浦河 杵臼牧場 470－10 〃 アタマ 449．8�
59 マウイノカオイ 牡5鹿 57

55 △岩崎 翼金子真人ホール
ディングス
 村山 明 日高 白井牧場 478＋ 21：49．81	 18．0�

24 グ ラ ー ネ 牡6鹿 57 A．シュタルケ �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 474＋ 21：50．01	 35．1�
（独）

713� ミッキーピオーネ 牡5芦 57 川須 栄彦野田みづき氏 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 510－121：50．21	 155．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 33，684，700円 複勝： 43，772，500円 枠連： 19，919，600円
馬連： 77，020，100円 馬単： 39，738，500円 ワイド： 40，794，200円
3連複： 101，560，100円 3連単： 147，068，700円 計： 503，558，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，570円 複 勝 � 1，030円 � 610円 � 210円 枠 連（3－4） 3，020円

馬 連 �� 55，210円 馬 単 �� 125，750円

ワ イ ド �� 9，680円 �� 3，440円 �� 1，790円

3 連 複 ��� 84，070円 3 連 単 ��� 627，200円

票 数

単勝票数 計 336847 的中 � 4831（12番人気）
複勝票数 計 437725 的中 � 9568（12番人気）� 17013（6番人気）� 68359（3番人気）
枠連票数 計 199196 的中 （3－4） 5109（12番人気）
馬連票数 計 770201 的中 �� 1081（76番人気）
馬単票数 計 397385 的中 �� 237（153番人気）
ワイド票数 計 407942 的中 �� 1070（67番人気）�� 3053（39番人気）�� 5987（16番人気）
3連複票数 計1015601 的中 ��� 906（179番人気）
3連単票数 計1470687 的中 ��� 170（1129番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―11．8―12．3―12．6―12．4―11．7―11．5―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．8―35．6―47．9―1：00．5―1：12．9―1：24．6―1：36．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．1―3F35．7
3 1，3，2，7（4，5，15）13（6，8，16）（12，14）9，10－11 4 1（3，7）（2，14）（5，15，10）4（6，8，13）（12，16）（9，11）

勝馬の
紹 介

キリシマホーマ �
�
父 ロドリゴデトリアーノ �

�
母父 Dynaformer デビュー 2013．7．27 小倉7着

2011．5．6生 牡4鹿 母 ラッキービクトリー 母母 Silent Performer 10戦2勝 賞金 19，854，000円
［他本会外：2戦0勝］

※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 ディープウェーブ号
※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。



07093 3月22日 晴 良 （27阪神1）第8日 第9競走 ��
��1，400�

す も と

洲 本 特 別
発走14時25分 （ダート・右）
4歳以上，1，000万円以下，26．3．21以降27．3．15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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 413，000円 118，000円 59，000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 スペシャルギフト �4栗 55 浜中 俊 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 494＋ 41：24．2 6．9�
714 カネトシビバーチェ 牝4鹿 53 武 豊兼松 利男氏 大橋 勇樹 浦河 山下 恭茂 440＋ 21：24．3� 11．2�
12 フミノファルコン 牡5黒鹿57．5 A．シュタルケ 谷 二氏 目野 哲也 浦河 笹島 政信 542± 0 〃 アタマ 2．9�

（独）

713	 ライオンズバイツ 牡5鹿 55 秋山真一郎黒岩 晴男氏 浜田多実雄 米 Green
Gates Farm 470－ 81：24．4クビ 5．9�

35 アドマイヤシェル 牡5栗 54 藤岡 佑介近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 532＋ 2 〃 アタマ 22．3�
611
 ヒラボクダッシュ 牡6栗 55 川須 栄彦	平田牧場 加藤 敬二 浦河 大柳ファーム 462－ 21：24．61� 65．6

612 レ ギ ス 牡5栗 57 幸 英明杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 ムラカミファーム 470－ 61：24．7� 62．2�
11 パッシングブリーズ 牡4鹿 55 M．デムーロ三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 480－ 81：24．9� 8．8�
59 ウォーシップマーチ 牡5黒鹿56 四位 洋文谷掛 龍夫氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 462－ 21：25．0� 9．4
48 エンドレスシャイン 牡4鹿 54 和田 竜二岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 日高 白井牧場 434－ 6 〃 クビ 22．3�
815 フローズンロープ 牡4黒鹿54 池添 謙一金子真人ホール

ディングス	 角居 勝彦 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 476＋ 2 〃 ハナ 19．5�

23 タイキソレイユ 牝6黒鹿52 菱田 裕二�大樹ファーム 作田 誠二 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 456＋ 61：25．1クビ 101．3�

47 スランジバール 牡6鹿 54 岩崎 翼�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 488＋ 6 〃 クビ 43．9�
24 モンラッシェ 牡4栗 54 小牧 太吉澤 克己氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 472± 01：25．2� 20．5�
510 ビートゴーズオン 牝4栗 52 酒井 学 �社台レースホース�島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460－ 61：25．83� 27．2�
36 マウンテンファスト 牡6鹿 55 太宰 啓介山本 堅治氏 服部 利之 新ひだか 前田牧場 464－ 21：26．12 166．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，958，700円 複勝： 57，774，600円 枠連： 32，559，800円
馬連： 106，795，400円 馬単： 49，331，100円 ワイド： 51，372，500円
3連複： 136，895，200円 3連単： 188，346，800円 計： 662，034，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 230円 � 320円 � 140円 枠 連（7－8） 1，090円

馬 連 �� 4，850円 馬 単 �� 9，460円

ワ イ ド �� 1，670円 �� 560円 �� 860円

3 連 複 ��� 5，130円 3 連 単 ��� 40，600円

票 数

単勝票数 計 389587 的中 � 44615（3番人気）
複勝票数 計 577746 的中 � 59799（4番人気）� 37582（6番人気）� 137008（1番人気）
枠連票数 計 325598 的中 （7－8） 22992（4番人気）
馬連票数 計1067954 的中 �� 17059（18番人気）
馬単票数 計 493311 的中 �� 3908（33番人気）
ワイド票数 計 513725 的中 �� 7536（20番人気）�� 24777（3番人気）�� 15344（7番人気）
3連複票数 計1368952 的中 ��� 20008（11番人気）
3連単票数 計1883468 的中 ��� 3363（108番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―12．1―12．5―11．8―11．7―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．5―35．6―48．1―59．9―1：11．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スペシャルギフト �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Souvenir Copy デビュー 2014．1．13 京都1着

2011．4．9生 �4栗 母 スーヴェニアギフト 母母 Alleged Gift 10戦3勝 賞金 31，513，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の14頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 ウェイトアンドシー号・ブラボーランサー号・マッシヴヒーロー号・メイショウオトコギ号
（非抽選馬）10頭 アクションバイオ号・ウインヴォイジャー号・ガンジー号・キングズウェザー号・ケイリンボス号・

セトノプロミス号・ツヨシノブルーム号・ハヤブサ号・ラインアンジュ号・ワンダーフォルテ号
※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22日 晴 良 （27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，26．3．21以降27．3．15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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000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
1：57．8
1：56．1

良
良

11 レコンダイト 牡5黒鹿56 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 460－ 42：02．2 3．2�
47 モ ビ ー ル 牡7鹿 55 岩田 康誠吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 468± 02：02．41 9．4�
611 マイネオーラム 牝4鹿 53 柴田 未崎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 456－ 6 〃 クビ 28．4�
713 トウカイオーロラ 牡8黒鹿54 秋山真一郎内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 480－102：02．61� 21．9�
24 ローゼンケーニッヒ 牡6黒鹿54 太宰 啓介 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 472－ 42：02．7� 82．8	
612 エルカミーノレアル 牡4鹿 54 藤岡 佑介広尾レース� 小崎 憲 浦河 桑田牧場 480＋ 22：02．8クビ 68．0

35 エアアンセム 牡4黒鹿56 浜中 俊 �ラッキーフィールド吉村 圭司 千歳 社台ファーム 486－ 8 〃 ハナ 5．9�
12 タイセイドリーム 牡5鹿 56 A．シュタルケ 田中 成奉氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 538＋ 8 〃 ハナ 24．7�

（独）

510 グッドスピリッツ �4鹿 55 川須 栄彦杉立 恭平氏 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム 442＋ 2 〃 クビ 8．3
815 ショウナンバーキン 牝5青 52 岩崎 翼国本 哲秀氏 中村 均 新ひだか 静内フアーム 470＋ 42：02．9クビ 171．5�
59 リヤンドファミユ 牡5鹿 57 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 456± 0 〃 ハナ 4．9�
36 コウエイワンマン 牡4黒鹿56 和田 竜二西岡 静男氏 川村 禎彦 新ひだか 田上 稔 522－ 22：03．0	 13．4�
23 ダノンシンフォニー 牡5鹿 56 小牧 太�ダノックス 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 452－ 42：03．1クビ 10．2�
714 アイウォントユー 牡8栗 52 筒井 勇介薪浦 亨氏 西村 真幸 新ひだか 木下牧場 464－102：03．31� 321．9�

（笠松）

816 キッズニゴウハン 牡7栗 54 幸 英明瀬谷 �雄氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム B484－10 〃 クビ 89．5�
48 ザサンデーフサイチ 牡11黒鹿53 武 幸四郎林 進氏 松田 国英 早来 ノーザンファーム B508－ 42：04．910 177．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，218，100円 複勝： 72，773，600円 枠連： 36，078，700円
馬連： 162，146，400円 馬単： 70，647，800円 ワイド： 65，106，600円
3連複： 204，481，000円 3連単： 303，759，600円 計： 963，211，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 150円 � 250円 � 540円 枠 連（1－4） 1，270円

馬 連 �� 1，360円 馬 単 �� 2，210円

ワ イ ド �� 510円 �� 1，530円 �� 3，000円

3 連 複 ��� 12，410円 3 連 単 ��� 47，830円

票 数

単勝票数 計 482181 的中 � 119527（1番人気）
複勝票数 計 727736 的中 � 162216（1番人気）� 69570（4番人気）� 26843（10番人気）
枠連票数 計 360787 的中 （1－4） 21985（4番人気）
馬連票数 計1621464 的中 �� 92091（3番人気）
馬単票数 計 706478 的中 �� 23934（5番人気）
ワイド票数 計 651066 的中 �� 35260（3番人気）�� 10626（20番人気）�� 5296（37番人気）
3連複票数 計2044810 的中 ��� 12352（48番人気）
3連単票数 計3037596 的中 ��� 4604（172番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―12．6―12．7―12．3―12．6―12．4―12．0―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．6―36．2―48．9―1：01．2―1：13．8―1：26．2―1：38．2―1：49．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

レコンダイト �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Last Tycoon デビュー 2012．10．27 京都4着

2010．2．14生 牡5黒鹿 母 モ テ ッ ク 母母 Sudaka 17戦5勝 賞金 85，946，000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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ベルニーニ号・ラディウス号・リメインサイレント号
※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。

１レース目



07095 3月22日 晴 良 （27阪神1）第8日 第11競走 ��
��3，000�第63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，26．3．21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，26．3．20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 65，000，000円 26，000，000円 16，000，000円 9，800，000円 6，500，000円
付 加 賞 714，000円 204，000円 102，000円 � コースレコード

中央レコード
3：02．5
3：01．0

良
良

78 ゴールドシップ 牡6芦 58 岩田 康誠合同会社小林英一
ホールディングス 須貝 尚介 日高 出口牧場 B508－ 83：05．9 1．6�

22 デニムアンドルビー 牝5鹿 54 浜中 俊金子真人ホール
ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 452＋ 43：06．11� 18．6�

11 ラストインパクト 牡5青鹿57 菱田 裕二 �シルクレーシング 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 490＋ 63：06．63 4．9�

66 カレンミロティック 	7栗 56 M．デムーロ鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 454± 03：06．81
 17．9�
89 フーラブライド 牝6鹿 54 酒井 学吉田 和子氏 木原 一良 登別 青藍牧場 484＋ 83：07．11� 48．8	
77 ラブリーデイ 牡5黒鹿57 A．シュタルケ 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 498＋ 83：07．52
 7．3


（独）

33 ス ノ ー ド ン 牡6黒鹿56 秋山真一郎 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 492± 03：07．6
 148．0�

44 スズカデヴィアス 牡4黒鹿55 藤岡 佑介永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 504－ 23：08．02
 11．1�
810 メイショウカドマツ 牡6栗 56 武 豊松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 532± 03：10．0大差 14．9
55 サイモントルナーレ 牡9栗 56 和田 竜二澤田 昭紀氏 田中 清隆 日高 ヤナガワ牧場 B454－143：10．95 314．0�

（10頭）

売 得 金
単勝： 234，298，700円 複勝： 195，232，300円 枠連： 80，762，000円
馬連： 582，737，600円 馬単： 357，247，900円 ワイド： 232，234，200円
3連複： 755，851，100円 3連単： 2，174，987，600円 計： 4，613，351，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 250円 � 140円 枠 連（2－7） 1，400円

馬 連 �� 1，720円 馬 単 �� 2，020円

ワ イ ド �� 530円 �� 210円 �� 830円

3 連 複 ��� 2，050円 3 連 単 ��� 8，090円

票 数

単勝票数 計2342987 的中 � 1150644（1番人気）
複勝票数 計1952323 的中 � 677097（1番人気）� 122839（7番人気）� 334064（2番人気）
枠連票数 計 807620 的中 （2－7） 44542（6番人気）
馬連票数 計5827376 的中 �� 261543（7番人気）
馬単票数 計3572479 的中 �� 132003（8番人気）
ワイド票数 計2322342 的中 �� 102377（8番人気）�� 332901（1番人気）�� 62353（14番人気）
3連複票数 計7558511 的中 ��� 275869（8番人気）
3連単票数 計21749876 的中 ��� 194830（27番人気）

ハロンタイム 12．7―10．5―11．5―12．5―13．2―12．9―13．0―13．6―12．9―12．6―12．2―12．4―12．0―11．7―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� 2，400�
12．7―23．2―34．7―47．2―1：00．4―1：13．3―1：26．3―1：39．9―1：52．8―2：05．4―2：17．6―2：30．0

2，600� 2，800�
―2：42．0―2：53．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→
→�」 上り4F48．3―3F35．9
1
�
4，10，7（6，9）8，2，3，1－5
4，10（7，8）（6，9，2）（3，1）－5

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

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6芦 母 ポイントフラッグ 母母 パストラリズム 23戦12勝 賞金 1，244，155，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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22日 晴 良 （27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）

牝，1000万円以下；負担重量は，55�

本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，100，000
2，100，000

円
円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

610 マトリョーシカ 牝4黒鹿55 A．シュタルケ �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 502＋ 81：53．1 8．9�
（独）

47 ネヴァーハーツ 牝6栃栗55 幸 英明廣崎 玲子氏 野中 賢二 新冠 川上牧場 474± 01：53．31� 11．9�
611 ナンヨーカノン 牝5青鹿55 菱田 裕二中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 458± 01：53．4クビ 3．7�
712 ラ ブ ユ ー 牝4栗 55 秋山真一郎�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 482－ 8 〃 同着 33．8�
34 タガノベルーガ 牝4鹿 55 浜中 俊八木 良司氏 宮 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 514－ 21：53．61� 6．1�
814� タンスチョキン 牝5鹿 55 岡田 祥嗣栗本 博晴氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 484＋ 4 〃 クビ 21．2	
22 ブルーボサノヴァ 牝4栗 55 池添 謙一 
ブルーマネジメント和田 雄二 新冠 川上牧場 474－ 81：53．8� 35．8�
11 � ブライトエルフ 牝6栗 55 和田 竜二 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 日高 槇本牧場 450－ 41：53．9� 8．2�
35 � カ ク シ ア ジ 牝4鹿 55 藤岡 佑介栗本 博晴氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 426－ 6 〃 ハナ 114．3
46 ハナズリベンジ 牝4黒鹿55 M．デムーロM．タバート氏 牧田 和弥 新冠 カミイスタット 476－ 2 〃 クビ 5．2�
815 セレッソレアル 牝4栗 55 酒井 学三宅 勝俊氏 松元 茂樹 浦河 昭和牧場 472－ 61：54．64 12．6�
58 ソロデビュー 牝6黒鹿55 太宰 啓介�フォーレスト 山内 研二 新ひだか 嶋田牧場 510－ 41：55．13 24．3�
59 レッツサッチャー 牝4栗 55 岩田 康誠大湯 幸栄氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 470－161：55．52� 28．0�
23 サンマルリジイ 牝6黒鹿55 西村 太一相馬 勇氏 山内 研二 浦河 アイオイファーム 508－101：55．6� 116．9�
713 メイショウサルーテ 牝4鹿 55 武 幸四郎松本 好雄氏 本田 優 浦河 太陽牧場 470－141：59．9大差 25．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 46，307，300円 複勝： 60，791，400円 枠連： 44，072，600円
馬連： 187，674，600円 馬単： 62，926，500円 ワイド： 66，219，800円
3連複： 201，539，900円 3連単： 302，344，200円 計： 971，876，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 240円 � 260円 �
�

150円
540円 枠 連（4－6） 530円

馬 連 �� 5，560円 馬 単 �� 9，770円

ワ イ ド �� 1，080円 ��
��

470円
2，330円

��
��

530円
2，390円

3 連 複 ���
���

3，180円
20，040円 3 連 単 ���

���
23，420円
101，260円

票 数

単勝票数 計 463073 的中 � 41353（5番人気）
複勝票数 計 607914 的中 �

�
46851
17212

（5番人気）
（10番人気）

� 43005（6番人気）� 104609（1番人気）

枠連票数 計 440726 的中 （4－6） 64260（1番人気）
馬連票数 計1876746 的中 �� 27803（18番人気）
馬単票数 計 629265 的中 �� 4828（39番人気）
ワイド票数 計 662198 的中 ��

��
9264
20241

（19番人気）
（8番人気）

��
��

23612
4012
（5番人気）
（52番人気）

�� 4122（49番人気）

3連複票数 計2015399 的中 ��� 23942（16番人気）��� 3732（129番人気）
3連単票数 計3023442 的中 ��� 4685（130番人気） ��� 1081（697番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．6―38．3―51．0―1：03．3―1：15．6―1：28．0―1：40．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マトリョーシカ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 キャプテンスティーヴ デビュー 2014．1．13 京都4着

2011．2．18生 牝4黒鹿 母 アイスドール 母母 ビスクドール 7戦3勝 賞金 23，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウサルーテ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年4月22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。

４レース目



（27阪神1）第8日 3月22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 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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

300，610，000円
2，080，000円
6，060，000円
2，120，000円
27，670，000円
2，000，000円
68，419，500円
4，642，000円
1，670，400円

勝馬投票券売得金
582，119，400円
706，006，500円
318，098，900円
1，498，656，200円
803，219，900円
673，371，900円
1，910，686，100円
3，896，702，200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 10，388，861，100円

総入場人員 22，821名 （有料入場人員 21，844名）



平成27年度 第1回阪神競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，337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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

2，017，400，000円
12，480，000円
58，320，000円
14，500，000円
183，750，000円
2，000，000円
530，030，000円
38，613，000円
12，835，200円

勝馬投票券売得金
3，964，337，900円
5，733，233，100円
2，372，187，100円
10，841，003，000円
5，467，443，300円
4，828，424，400円
13，809，113，600円
24，105，860，500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 71，121，602，900円

総入場延人員 122，982名 （有料入場延人員 115，712名）
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