
10019 3月29日 雨 稍重 （27阪神2）第2日 第7競走 ��2，000�サラブレッド系4歳以上
発走13時00分 （芝・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
1：57．8
1：56．1

良
良

11 マイネルフレスコ 牡4栗 57 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 480± 02：03．5 9．0�
（伊）

77 � ショウナンアトラス 牡4鹿 57
55 △小崎 綾也国本 哲秀氏 梅田 智之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490＋ 6 〃 クビ 10．9�
22 ディープウェーブ 牡5青鹿57 川田 将雅万波 健二氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438± 02：03．6クビ 4．7�
33 ピサノナイトレイ 牝4鹿 55 藤岡 佑介市川 義美氏 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 458＋ 4 〃 クビ 30．2�
44 ローレルトルネード 牡4栗 57 松山 弘平 �ローレルレーシング 山内 研二 新ひだか 前田牧場 478－ 22：03．7� 3．0�
810 マイネルプレッジ 牡4鹿 57 柴田 未崎 �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 432－ 22：03．8クビ 4．9	
78 � トスカニーニ 牡5鹿 57 小牧 太田所 英子氏 笹田 和秀 日高 天羽牧場 456－ 42：04．01� 60．4

66 チョウアコガレ 牝4鹿 55

53 △岩崎 翼丸山 隆雄氏 日吉 正和 浦河 草薙 利昭 420－ 22：04．63� 78．6�
55 グランスエルテ 牡5栗 57

56 ☆松若 風馬 �サンデーレーシング 長浜 博之 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 474＋ 82：06．4大差 10．5

89 ヴァーティカルサン 牡5青鹿57 A．シュタルケ �キャロットファーム 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 562＋22 （競走中止） 6．7�

（独）

（10頭）

売 得 金
単勝： 24，532，800円 複勝： 30，453，200円 枠連： 14，540，200円
馬連： 54，175，800円 馬単： 30，811，400円 ワイド： 25，218，100円
3連複： 63，437，100円 3連単： 111，914，800円 計： 355，083，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 240円 � 260円 � 200円 枠 連（1－7） 5，510円

馬 連 �� 4，950円 馬 単 �� 10，650円

ワ イ ド �� 1，400円 �� 640円 �� 650円

3 連 複 ��� 6，540円 3 連 単 ��� 52，440円

票 数

単勝票数 計 245328 的中 � 21763（5番人気）
複勝票数 計 304532 的中 � 32282（4番人気）� 29444（6番人気）� 42114（3番人気）
枠連票数 計 145402 的中 （1－7） 2044（14番人気）
馬連票数 計 541758 的中 �� 8477（21番人気）
馬単票数 計 308114 的中 �� 2168（44番人気）
ワイド票数 計 252181 的中 �� 4413（22番人気）�� 10300（9番人気）�� 10237（10番人気）
3連複票数 計 634371 的中 ��� 7268（27番人気）
3連単票数 計1119148 的中 ��� 1547（202番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―13．2―13．0―12．6―12．4―12．0―12．0―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．9―37．1―50．1―1：02．7―1：15．1―1：27．1―1：39．1―1：51．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルフレスコ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー 2013．11．10 京都6着

2011．5．13生 牡4栗 母 カートゥーン 母母 カリカチユーラ 16戦2勝 賞金 18，260，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時01分に変更。
〔競走中止〕 ヴァーティカルサン号は，競走中に疾病〔右第1指骨粉砕骨折〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※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。

10020 3月29日 小雨 稍重 （27阪神2）第2日 第8競走 1，400�サラブレッド系4歳以上
発走13時30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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

714� ベ ッ ク 牡4栗 57
55 △小崎 綾也細川祐季子氏 牧浦 充徳 平取 稲原牧場 490＋131：24．7 5．6�

24 � サトノユニコーン 牡5鹿 57 小牧 太里見 治氏 橋口弘次郎 新ひだか グランド牧場 B478± 01：25．44 1．6�
23 ティマイドリーム 牡5鹿 57

56 ☆松若 風馬田畑 利彦氏 西村 真幸 浦河 鎌田 正嗣 486－101：25．61� 99．8�
35 アドマイヤオウジャ 牡5鹿 57 藤岡 佑介近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 464＋ 21：25．7� 8．5�
713 フィオリート 牡5芦 57

54 ▲城戸 義政松田 整二氏 牧浦 充徳 様似 猿倉牧場 520＋18 〃 クビ 290．6�
59 リッシンロケット 牡5芦 57 松山 弘平小原 該一氏 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 472＋ 61：25．8� 34．4�
815 サンレイデジタル 牡4黒鹿57 �島 良太永井 啓弍氏 西橋 豊治 浦河 高昭牧場 482－ 21：26．01� 17．2	
48 オーディンバローズ 牡4青鹿 57

54 ▲�島 克駿猪熊 広次氏 武田 博 浦河 鎌田 正嗣 498＋ 21：26．1クビ 45．9

510 タイセイマジック 牡4鹿 57 中谷 雄太田中 成奉氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 480± 01：26．31� 23．6�
12 ハドソンシチー 牡5黒鹿 57

55 △岩崎 翼 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 幌村牧場 454－101：26．4クビ 29．9
11 � クリノロッキー 牡5栗 57 岡田 祥嗣栗本 博晴氏 作田 誠二 日高 ヤナガワ牧場 510＋ 11：26．5� 116．3�
611 キクノブレイン 牡5黒鹿57 D．バルジュー 菊池 五郎氏 奥村 豊 浦河 松田 憲一 486＋ 4 〃 アタマ 57．1�

（伊）

36 ヒ ラ リ ア ス 牝4鹿 55
52 ▲三津谷隼人岡田 牧雄氏 飯田 雄三 新ひだか 本桐牧場 452± 01：26．6� 225．4�

816 ロードストーム 	4青鹿57 国分 恭介 �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 474＋ 2 〃 ハナ 147．1�
612 ボージェスト 牝4栗 55 A．シュタルケ 吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 474＋101：27．02� 8．7�

（独）

47 バイオレットムーン 牡5栗 57 大下 智池田 實氏 服部 利之 日高 沖田牧場 528＋101：27．31� 412．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，903，700円 複勝： 54，273，200円 枠連： 16，740，500円
馬連： 63，107，700円 馬単： 41，374，600円 ワイド： 31，641，900円
3連複： 79，849，800円 3連単： 140，860，500円 計： 459，751，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 180円 � 110円 � 910円 枠 連（2－7） 570円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 1，260円

ワ イ ド �� 300円 �� 6，940円 �� 2，170円

3 連 複 ��� 13，330円 3 連 単 ��� 59，060円

票 数

単勝票数 計 319037 的中 � 44926（2番人気）
複勝票数 計 542732 的中 � 44809（2番人気）� 321201（1番人気）� 5465（11番人気）
枠連票数 計 167405 的中 （2－7） 22434（3番人気）
馬連票数 計 631077 的中 �� 89245（1番人気）
馬単票数 計 413746 的中 �� 24492（4番人気）
ワイド票数 計 316419 的中 �� 31519（2番人気）�� 1055（50番人気）�� 3458（23番人気）
3連複票数 計 798498 的中 ��� 4492（38番人気）
3連単票数 計1408605 的中 ��� 1729（162番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．7―35．7―48．1―1：00．4―1：12．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F36．6
3 13（6，9，15）（4，14）（3，10）（11，16）1（8，7）5（2，12） 4 13（9，15，14）6，4（3，10）11（1，8）（7，16）（2，5）－12

勝馬の
紹 介

�ベ ッ ク �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 Royal Academy

2011．5．10生 牡4栗 母 マチカネベニザクラ 母母 Doff the Derby 5戦1勝 賞金 16，300，000円
初出走 JRA

※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 サンシカゴ号
※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。


