
07067 3月15日 曇 良 （27阪神1）第6日 第7競走 ��
��2，400�サラブレッド系4歳以上

発走13時25分 （芝・右・外）
500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上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
2：24．2
2：22．1

良
良

77 レ オ ニ ー ズ 牡4鹿 56 福永 祐一 �社台レースホース小島 茂之 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 500－ 22：29．5 3．8�

66 ウェーブゴールド 牡4黒鹿56 菱田 裕二万波 健二氏 松田 博資 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 498＋24 〃 ハナ 6．6�
55 フォルトファーレン 牡6黒鹿57 松山 弘平 �キャロットファーム 大和田 成 安平 ノーザンファーム 454－ 22：29．71� 40．7�
89 メイショウビザン 牝4栗 54 川田 将雅松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 498＋ 22：29．8� 3．0�
78 マイネルフレスコ 牡4栗 56 岩田 康誠 �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 480＋ 8 〃 クビ 6．9	
22 コーラルタワー 牡5黒鹿57 幸 英明田和 廣通氏 矢野 英一 新ひだか 鳥谷 勝彦 442－102：30．22� 6．1

11 ローザズカレッジ 牡5黒鹿57 A．シュタルケ �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 474－ 42：30．41 9．9�

（独）

33 ジ リ オ ン 牡5黒鹿57 北村 友一近藤 克麿氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B544－ 22：30．93 14．3�
44 サ チ ヒ メ 牝5青鹿 55

53 △岩崎 翼林 孝輝氏 日吉 正和 日高 鹿戸 美明 446± 02：31．21	 153．2
810
 ジンライムデザイア 牡4黒鹿56 国分 優作飯田総一郎氏 南田美知雄 日高 千葉飯田牧場 466± 02：32．9大差 277．5�
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売 得 金
単勝： 24，560，900円 複勝： 32，061，500円 枠連： 12，100，500円
馬連： 56，256，500円 馬単： 32，271，100円 ワイド： 27，306，200円
3連複： 67，082，500円 3連単： 125，054，500円 計： 376，693，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 160円 � 280円 � 680円 枠 連（6－7） 1，210円

馬 連 �� 1，430円 馬 単 �� 2，490円

ワ イ ド �� 560円 �� 1，930円 �� 3，670円

3 連 複 ��� 15，930円 3 連 単 ��� 55，380円

票 数

単勝票数 計 245609 的中 � 51633（2番人気）
複勝票数 計 320615 的中 � 65582（2番人気）� 28281（5番人気）� 9643（8番人気）
枠連票数 計 121005 的中 （6－7） 7700（5番人気）
馬連票数 計 562565 的中 �� 30483（6番人気）
馬単票数 計 322711 的中 �� 9707（9番人気）
ワイド票数 計 273062 的中 �� 13536（6番人気）�� 3532（21番人気）�� 1827（26番人気）
3連複票数 計 670825 的中 ��� 3157（43番人気）
3連単票数 計1250545 的中 ��� 1637（179番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―12．5―12．7―12．5―12．6―12．9―13．1―12．8―12．0―11．6―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．7―24．1―36．6―49．3―1：01．8―1：14．4―1：27．3―1：40．4―1：53．2―2：05．2―2：16．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．1―3F36．3
1
3
・（3，9）（1，4，10）－7（2，8）6－5・（3，9）（1，10）4，7，2（6，8）－5

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

勝馬の
紹 介

レ オ ニ ー ズ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Alzao デビュー 2013．11．2 東京12着

2011．1．26生 牡4鹿 母 ミスアナレオ 母母 Monkey Business 11戦2勝 賞金 20，050，000円
※レオニーズ号は，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。

07068 3月15日 曇 良 （27阪神1）第6日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時55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

712 フィールドメジャー 牝5栗 55 酒井 学地田 勝三氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 446－ 41：12．1 85．1�
815 ナガラブルボン 牡4鹿 57 四位 洋文長良レーシングクラブ 高橋 亮 浦河 グラストレーニ

ングセンター 474± 0 〃 クビ 4．9�
35 ディープミタカ 牡4栗 57 川田 将雅深見 敏男氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 468－ 41：12．31 7．0�
23 トリックデック 牡4栗 57 岩田 康誠前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 470－ 61：12．51� 4．9�
22 サンクフルネス 牡6青 57

55 △岩崎 翼小林竜太郎氏 沖 芳夫 日高 いとう牧場 476＋121：12．6クビ 53．9�
713 マ チ ル ダ 牝4栗 55 中井 裕二萩 英男氏 飯田 雄三 日高 中川 哲也 470± 0 〃 クビ 19．5�
610 エ ゴ イ ス ト 牝4鹿 55 菱田 裕二田端 修氏 加用 正 日高 タバタファーム 480－ 21：12．81 32．6	
814 ボールドジャパン 牡4鹿 57 M．デムーロ増田 陽一氏 中村 均 新冠 武田 修一 514＋ 21：13．01� 6．9

47 ウォーターショパン 牡4黒鹿57 武 豊山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 460± 0 〃 クビ 5．5�
34 ロードメビウス 牡4鹿 57 和田 竜二 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム B500－ 41：13．1クビ 40．8
59 ピンクプリンセス 牝4芦 55 大下 智木村 久子氏 服部 利之 日高 沖田牧場 B516＋ 21：13．31� 47．6�
46 タガノビーンズ 牝4鹿 55

52 ▲加藤 祥太八木 秀之氏 西橋 豊治 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 422－ 21：13．4� 19．9�

611 タマモライト 牡4鹿 57 松山 弘平タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 450－121：13．82� 36．7�
11 メイショウカフウ 牡4鹿 57 武 幸四郎松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 470＋ 21：14．12 31．7�
58 ワイレアワヒネ 牝4栗 55 幸 英明横瀬 兼二氏 池添 兼雄 新冠 対馬 正 484－ 81：14．2� 8．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 28，664，300円 複勝： 42，373，500円 枠連： 23，222，500円
馬連： 76，142，100円 馬単： 35，218，000円 ワイド： 40，089，800円
3連複： 100，511，700円 3連単： 129，734，400円 計： 475，956，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 8，510円 複 勝 � 1，850円 � 180円 � 230円 枠 連（7－8） 1，850円

馬 連 �� 24，380円 馬 単 �� 79，550円

ワ イ ド �� 6，580円 �� 7，770円 �� 630円

3 連 複 ��� 41，920円 3 連 単 ��� 475，030円

票 数

単勝票数 計 286643 的中 � 2692（15番人気）
複勝票数 計 423735 的中 � 4432（15番人気）� 74706（1番人気）� 49441（4番人気）
枠連票数 計 232225 的中 （7－8） 9719（9番人気）
馬連票数 計 761421 的中 �� 2420（64番人気）
馬単票数 計 352180 的中 �� 332（160番人気）
ワイド票数 計 400898 的中 �� 1511（69番人気）�� 1277（74番人気）�� 17615（3番人気）
3連複票数 計1005117 的中 ��� 1798（131番人気）
3連単票数 計1297344 的中 ��� 198（1213番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―11．7―12．0―11．8―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．8―35．5―47．5―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フィールドメジャー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2012．10．28 京都1着

2010．4．10生 牝5栗 母 ギャラリートーク 母母 ヒットザスポット 20戦2勝 賞金 22，200，000円
〔発走状況〕 メイショウカフウ号は，枠内駐立不良〔坐る〕。


