
07029 3月8日 晴 良 （26阪神1）第3日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12時15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

24 ホッコータフネス 牡3鹿 56 幸 英明矢部 道晃氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 462－ 22：03．4 3．2�
816 クリノダイコクテン 牡3栃栗56 小牧 太栗本 博晴氏 谷 潔 日高 白井牧場 480＋ 42：03．5� 25．1�
47 メイショウダンロ 牡3黒鹿56 岩田 康誠松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 440＋10 〃 ハナ 61．0�
714 クールオープニング 牡3青鹿56 太宰 啓介前田 晋二氏 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 444－ 2 〃 クビ 7．5�
11 エイシンコアー 牝3鹿 54 藤岡 佑介�栄進堂 小崎 憲 新ひだか 土田 扶美子 450＋ 42：03．6クビ 6．3�
510 マイネボニータ 牝3栗 54 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 コスモヴューファーム 408± 0 〃 クビ 14．3	
713 ウィアーワン 牝3鹿 54 池添 謙一 �グランデオーナーズ 高橋 康之 浦河 中島牧場 488－ 62：03．7クビ 16．5

815 コスモミレディー 牝3栗 54 高倉 稜 �ビッグレッドファーム 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 414－20 〃 クビ 144．9�
35 アレクサンドル 牡3鹿 56 E．ペドロサ 近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 446＋ 62：03．8クビ 27．6

（独）

12 トーホウメビウス 牝3鹿 54 武 豊東豊物産� 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 458－ 22：03．9� 9．4�
612 トップザサブライ �3黒鹿 56

53 ▲城戸 義政�宮内牧場 鈴木 孝志 平取 協栄組合 414－ 2 〃 クビ 82．9�
611 エ ル モ リ ヤ 牡3黒鹿56 浜中 俊国田 正忠氏 牧田 和弥 新ひだか 松本牧場 522＋ 82：04．11	 19．3�
48 マイネルフレスコ 牡3栗 56 D．バルジュー �サラブレッドクラブ・ラフィアン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 478－ 8 〃 ハナ 20．8�

（伊）

59 マコトアラバルダ 牡3黒鹿56 川須 栄彦�ディアマント 
島 一歩 日高 碧雲牧場 470± 02：04．2� 5．5�
23 キングデジタル 牡3鹿 56

55 ☆菱田 裕二伊藤 正男氏 西橋 豊治 新ひだか 上野 正恵 B476± 02：04．73 112．0�
36 ウインドサクセス 牡3栗 56 松山 弘平福原 正博氏 鈴木 孝志 平取 高橋 幸男 B508－ 4 〃 アタマ 73．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，772，700円 複勝： 46，517，800円 枠連： 17，638，500円
馬連： 52，540，500円 馬単： 31，492，400円 ワイド： 29，827，900円
3連複： 81，181，700円 3連単： 114，741，800円 計： 397，713，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 150円 � 570円 � 1，040円 枠 連（2－8） 2，950円

馬 連 �� 3，250円 馬 単 �� 5，210円

ワ イ ド �� 1，160円 �� 2，550円 �� 9，950円

3 連 複 ��� 39，010円 3 連 単 ��� 147，530円

票 数

単勝票数 計 237727 的中 � 59931（1番人気）
複勝票数 計 465178 的中 � 117176（1番人気）� 17749（8番人気）� 9048（12番人気）
枠連票数 計 176385 的中 （2－8） 4417（10番人気）
馬連票数 計 525405 的中 �� 11960（12番人気）
馬単票数 計 314924 的中 �� 4468（17番人気）
ワイド票数 計 298279 的中 �� 6564（10番人気）�� 2871（32番人気）�� 718（80番人気）
3連複票数 計 811817 的中 ��� 1536（119番人気）
3連単票数 計1147418 的中 ��� 574（442番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―12．6―12．6―12．6―12．8―12．2―12．1―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．5―36．1―48．7―1：01．3―1：14．1―1：26．3―1：38．4―1：50．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ホッコータフネス �
�
父 スズカフェニックス �

�
母父 バンブーアトラス デビュー 2013．12．23 阪神3着

2011．3．31生 牡3鹿 母 ホッコーソレイユ 母母 グレースウーマン 4戦1勝 賞金 9，400，000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。

07030 3月8日 晴 稍重 （26阪神1）第3日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時45分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，200，000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

12 ポメグラネイト 牡3栗 56 藤岡 佑介畑佐 博氏 長浜 博之 日高 天羽牧場 544± 01：54．1 25．5�
815 タマモネイヴィー 牡3鹿 56 幸 英明タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 482－ 21：54．41� 40．4�
612 サクセスグローリー 牡3黒鹿56 岩田 康誠髙嶋 祐子氏 藤原 英昭 浦河 有限会社

吉田ファーム 520－101：54．61� 1．1�
47 ハナズリベンジ 牝3黒鹿54 川須 栄彦M．タバート氏 牧田 和弥 新冠 カミイスタット 482＋ 4 〃 クビ 35．3�
611 メイショウスミトモ 牡3鹿 56 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 478± 01：54．92 43．3�
24 フォローハート 牝3黒鹿 54

51 ▲岩崎 翼松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 浦河小林牧場 462± 01：55．0クビ 90．7	
35 ワールドダンス 牡3栗 56 浜中 俊杉山 忠国氏 須貝 尚介 新ひだか 明治牧場 476＋ 41：55．1	 112．2

23 ボールドジャパン 牡3鹿 56 川田 将雅増田 陽一氏 中村 均 新冠 武田 修一 502－ 61：55．31� 82．2�
714 セレッソレアル 牝3栗 54 松田 大作三宅 勝俊氏 松元 茂樹 浦河 昭和牧場 460－ 41：55．4	 39．2�
59 サンライズレーヴ 牡3栗 56

53 ▲義 英真松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 456－ 21：55．82	 258．7

36 レッドロンメル 牡3栗 56 松山 弘平 �東京ホースレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 488± 01：55．9� 18．1�
713 レデントーレ 牡3黒鹿56 秋山真一郎前田 幸治氏 松永 幹夫 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442＋ 41：56．53	 135．4�
816 アカリロンドン 牡3鹿 56

53 ▲城戸 義政小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 服部 牧場 456± 01：56．71� 55．4�
11 ウインレーベン 牡3青鹿56 和田 竜二�ウイン 中村 均 日高 モリナガファーム 444－ 21：57．12	 210．8�
48 フジインザスカイ 牝3鹿 54 川島 信二藤澤眞佐子氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 454－ 61：57．52	 237．2�
510 ヴァイスヴァーサ 牝3栗 54

53 ☆菱田 裕二伊達 敏明氏 今野 貞一 日高 サンシャイン
牧場 442－ 2 （競走中止） 52．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 58，562，400円 複勝： 129，142，600円 枠連： 14，621，000円
馬連： 52，953，400円 馬単： 54，063，800円 ワイド： 34，622，800円
3連複： 74，312，400円 3連単： 182，759，200円 計： 601，037，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，550円 複 勝 � 270円 � 650円 � 110円 枠 連（1－8） 11，760円

馬 連 �� 32，710円 馬 単 �� 84，540円

ワ イ ド �� 4，290円 �� 370円 �� 760円

3 連 複 ��� 5，250円 3 連 単 ��� 206，550円

票 数

単勝票数 計 585624 的中 � 18115（3番人気）
複勝票数 計1291426 的中 � 44614（3番人気）� 14968（9番人気）� 969948（1番人気）
枠連票数 計 146210 的中 （1－8） 918（22番人気）
馬連票数 計 529534 的中 �� 1195（46番人気）
馬単票数 計 540638 的中 �� 472（80番人気）
ワイド票数 計 346228 的中 �� 1793（40番人気）�� 26192（2番人気）�� 11139（8番人気）
3連複票数 計 743124 的中 ��� 10452（21番人気）
3連単票数 計1827592 的中 ��� 653（346番人気）

ハロンタイム 12．8―10．9―12．8―12．7―13．2―13．1―12．6―12．5―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．7―36．5―49．2―1：02．4―1：15．5―1：28．1―1：40．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．7―3F38．6
1
3
2，6（3，12）4，13（1，9，11）16，5，7（8，10）14－15
2，6，3（4，12）（13，7）（1，11）16（5，14）（9，10）8，15

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

勝馬の
紹 介

ポメグラネイト �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2013．11．3 京都13着

2011．1．22生 牡3栗 母 フレンチバージン 母母 ロングバージン 6戦2勝 賞金 15，000，000円
〔競走中止〕 ヴァイスヴァーサ号は，最後の直線コースで前の馬に触れてつまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 ヴァイスヴァーサ号の騎手菱田裕二は，最後の直線コースでの御法（前の馬に接触した）について過怠金100，000円。（被

害馬：8番・9番）


