
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


