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07049 3月10日 晴 重 （30阪神1）第5日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走9時55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

22 ア ル ド ー レ 牡3栗 56 古川 吉洋安原 浩司氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 B490－ 21：55．1 1．1�
66 ヴィジャランス 牡3青鹿 56

55 ☆加藤 祥太加藤 誠氏 中竹 和也 浦河 小林 仁 B542－ 6 〃 クビ 95．5�
33 グーテンターク 牡3鹿 56 岩田 康誠馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 492± 01：55．63 7．5�
88 パワフルヴォイス 牡3黒鹿56 和田 竜二 �社台レースホース吉田 直弘 千歳 社台ファーム 496± 01：55．7� 23．7�
77 サイモンバイタル 牡3鹿 56 高倉 稜澤田 昭紀氏 川村 禎彦 新ひだか 田原橋本牧場 452＋ 21：56．23 21．7�
11 アシャカファスト 牡3黒鹿56 幸 英明吉冨 学氏 大根田裕之 新冠 中地 義次 466－ 61：56．41� 63．3	
55 ナリタカピリナ 牝3鹿 54 国分 恭介
オースミ 松下 武士 新ひだか 岡田牧場 478－ 21：56．5� 73．8�
89 モズトルマリン 牡3鹿 56 佐藤 友則 
キャピタル・システム 西村 真幸 日高 奥山 博 504－ 6 〃 アタマ 15．6�

（笠松）

44 ジューンシェイカー 牡3鹿 56 高田 潤吉川 潤氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 458± 01：57．45 127．3
（9頭）

売 得 金
単勝： 20，354，200円 複勝： 56，249，800円 枠連： 6，332，800円
馬連： 28，605，400円 馬単： 23，297，000円 ワイド： 18，456，100円
3連複： 40，335，300円 3連単： 103，760，800円 計： 297，391，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 110円 複 勝 � 100円 � 740円 � 110円 枠 連（2－6） 3，480円

馬 連 �� 3，610円 馬 単 �� 4，350円

ワ イ ド �� 790円 �� 120円 �� 1，410円

3 連 複 ��� 3，030円 3 連 単 ��� 13，800円

票 数

単勝票数 計 203542 的中 � 149386（1番人気）
複勝票数 計 562498 的中 � 448248（1番人気）� 2611（9番人気）� 46751（2番人気）
枠連票数 計 63328 的中 （2－6） 1407（8番人気）
馬連票数 計 286054 的中 �� 6140（9番人気）
馬単票数 計 232970 的中 �� 4009（12番人気）
ワイド票数 計 184561 的中 �� 4114（10番人気）�� 63244（1番人気）�� 2221（17番人気）
3連複票数 計 403353 的中 ��� 9963（10番人気）
3連単票数 計1037608 的中 ��� 5448（38番人気）

ハロンタイム 13．2―12．1―13．9―13．0―12．5―13．1―11．9―12．5―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．3―39．2―52．2―1：04．7―1：17．8―1：29．7―1：42．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．4―3F37．3
1
3
6（9，8）2，7，4（3，5）1・（6，9，8）（2，3）（4，5，7）－1

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

勝馬の
紹 介

ア ル ド ー レ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2017．8．20 札幌7着

2015．4．30生 牡3栗 母 ティックルピンク 母母 ブラッシングプリンセス 4戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ヴィジャランス号の騎手加藤祥太は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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。

07050 3月10日 晴 重 （30阪神1）第5日 第2競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10時25分 （ダート・右）

牝，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

48 ハ ウ リ ン グ 牝3栗 54 福永 祐一 H.H．シェイク・モハメド 大久保龍志 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 468－ 41：25．0 1．7�

36 モンテルース 牝3黒鹿54 古川 吉洋�髙昭牧場 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 468＋ 21：25．85 43．1�
612 ア デ ル 牝3鹿 54 松山 弘平�ノースヒルズ �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 440＋101：25．9� 36．0�
35 メジェールスー 牝3鹿 54 岩田 康誠太田珠々子氏 藤原 英昭 新ひだか 藤原牧場 452± 01：26．53� 5．0�
611 ウォーターレラ 牝3黒鹿54 国分 恭介山岡 良一氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 464－ 21：26．82 12．9	
510 メイショウルクール 牝3鹿 54 �島 良太松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 466－101：27．12 18．7

59 ファンタジーノベル 牝3黒鹿54 佐藤 友則吉田 勝己氏 奥村 豊 安平 ノーザンファーム B454＋ 21：27．63 202．3�

（笠松）

23 ダノンチェリー 牝3鹿 54 C．ルメール�ダノックス 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 466＋ 21：27．81� 5．9�
24 ニホンピロカラス 牝3栗 54

53 ☆加藤 祥太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 418－ 21：27．9� 476．2
714 ラ ン ギ オ ラ 牝3黒鹿54 小牧 太一村 哲也氏 小崎 憲 日高 高山牧場 442－141：28．0� 112．6�
47 ラ フ ァ イ エ 牝3鹿 54 幸 英明寺田 寿男氏 角田 晃一 日高 田端牧場 472－ 61：28．21� 13．5�
713 ジ ャ ミ ン 牝3青鹿54 松田 大作山住 勲氏 千田 輝彦 新ひだか 三石川上牧場 490 ―1：28．41� 85．5�
815 エイシンヘリテイジ 牝3黒鹿54 和田 竜二�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 450＋ 21：28．61� 164．8�
816 テイエムアステル 牝3栗 54 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 494＋141：28．81� 184．6�
11 ジ ョ ユ ウ 牝3黒鹿 54

53 ☆荻野 極藤井聡一郎氏 野中 賢二 日高 チャンピオン
ズファーム 464± 01：29．01 252．2�

12 イチザクイーン 牝3鹿 54
51 ▲三津谷隼人奈良﨑孝一郎氏 安田 翔伍 浦河 三枝牧場 448－ 61：29．1� 461．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，919，000円 複勝： 80，117，800円 枠連： 12，505，200円
馬連： 41，300，400円 馬単： 25，294，400円 ワイド： 28，818，700円
3連複： 59，877，800円 3連単： 87，306，200円 計： 358，139，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 480円 � 390円 枠 連（3－4） 310円

馬 連 �� 1，910円 馬 単 �� 2，660円

ワ イ ド �� 740円 �� 680円 �� 3，680円

3 連 複 ��� 6，430円 3 連 単 ��� 20，180円

票 数

単勝票数 計 229190 的中 � 107182（1番人気）
複勝票数 計 801178 的中 � 583774（1番人気）� 12418（8番人気）� 15924（7番人気）
枠連票数 計 125052 的中 （3－4） 30392（1番人気）
馬連票数 計 413004 的中 �� 16694（8番人気）
馬単票数 計 252944 的中 �� 7108（10番人気）
ワイド票数 計 288187 的中 �� 10309（8番人気）�� 11233（7番人気）�� 1895（28番人気）
3連複票数 計 598778 的中 ��� 6978（20番人気）
3連単票数 計 873062 的中 ��� 3136（60番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．8―12．4―12．1―12．5―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―35．0―47．4―59．5―1：12．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハ ウ リ ン グ �
�
父 ハードスパン �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2017．11．19 京都3着

2015．3．27生 牝3栗 母 アースソング 母母 ワールドミュージック 4戦1勝 賞金 10，100，000円
〔制裁〕 ジャミン号の騎手松田大作は，向正面で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番・2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。
（非当選馬） 1頭 ウエスタンヒューズ号
※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５日



07051 3月10日 晴 重 （30阪神1）第5日 第3競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走10時55分 （ダート・右）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

59 マグナレガーロ 牡3青鹿56 武 豊 �シルクレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 472 ―1：52．6 5．8�
713 クルスデルスール 牡3黒鹿56 松山 弘平谷掛 龍夫氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 518 ―1：53．66 21．6�
35 ディキディキ 牡3鹿 56 M．デムーロ �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 530 ―1：54．02� 3．4�
47 フェアレディ 牝3鹿 54 川田 将雅 �カナヤマホール

ディングス 中内田充正 新ひだか 服部 牧場 482 ―1：54．85 2．5�
36 メイショウイザナミ 牝3鹿 54 岩田 康誠松本 好雄氏 角居 勝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 446 ―1：55．86 52．0	
11 キ ャ ン ド ゥ 牡3栗 56 福永 祐一中辻 明氏 大久保龍志 新冠 石郷岡 雅樹 424 ― 〃 ハナ 27．6

23 エ ペ ル ネ 牝3鹿 54 和田 竜二�下河辺牧場 松田 国英 日高 下河辺牧場 470 ―1：56．11� 14．0�
510 オーラロード 牡3青鹿 56

55 ☆加藤 祥太吉田 勝利氏 庄野 靖志 新冠 アサヒ牧場 482 ―1：56．84 54．4�
24 ブランクロワ 牡3芦 56 松田 大作�KTレーシング 岡田 稲男 日高 株式会社カ

ネツ牧場 544 ― 〃 アタマ 79．6
815 ユメノツリー 牝3鹿 54 小牧 太平口 信行氏 寺島 良 浦河 三好牧場 452 ―1：57．11� 72．8�
816 マイネルマリポッサ 牡3黒鹿56 柴田 未崎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 新冠 ビッグレッドファーム 456 ―1：57．84 193．6�
48 マ サ ト 牡3青 56 国分 恭介大倉 佑介氏 藤沢 則雄 新ひだか 酒井 秀紀 438 ―1：58．01� 100．4�
714 ブルービューティ 牝3黒鹿54 佐藤 友則桜井 欣吾氏 寺島 良 新ひだか 飛野牧場 452 ―1：58．42� 8．3�

（笠松）

12 キラーチューン 牡3栗 56 幸 英明�ノースヒルズ 吉村 圭司 浦河 辻 牧場 428 ―1：59．57 27．1�
611 メイショウオオクラ 牡3栗 56 古川 吉洋松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 454 ―2：01．7大差 278．2�
612 ジューンニードル 牡3鹿 56 高田 潤吉川 潤氏 湯窪 幸雄 新冠 村上 雅規 470 ―2：03．29 241．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，411，900円 複勝： 29，256，700円 枠連： 11，654，300円
馬連： 38，656，100円 馬単： 19，836，700円 ワイド： 27，150，500円
3連複： 53，015，500円 3連単： 60，001，600円 計： 262，983，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 200円 � 300円 � 140円 枠 連（5－7） 1，560円

馬 連 �� 3，310円 馬 単 �� 5，450円

ワ イ ド �� 1，150円 �� 330円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 4，220円 3 連 単 ��� 28，800円

票 数

単勝票数 計 234119 的中 � 32026（3番人気）
複勝票数 計 292567 的中 � 36867（3番人気）� 20402（6番人気）� 64965（2番人気）
枠連票数 計 116543 的中 （5－7） 5789（7番人気）
馬連票数 計 386561 的中 �� 9041（12番人気）
馬単票数 計 198367 的中 �� 2727（21番人気）
ワイド票数 計 271505 的中 �� 5679（13番人気）�� 23456（2番人気）�� 6389（11番人気）
3連複票数 計 530155 的中 ��� 9420（12番人気）
3連単票数 計 600016 的中 ��� 1510（90番人気）

ハロンタイム 12．8―10．9―13．1―12．9―12．9―12．8―12．3―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．7―36．8―49．7―1：02．6―1：15．4―1：27．7―1：40．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マグナレガーロ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 アドマイヤベガ 初出走

2015．5．11生 牡3青鹿 母 リ ビ ア ー モ 母母 ラトラヴィアータ 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔その他〕 マイネルマリポッサ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キラーチューン号・メイショウオオクラ号・ジューンニードル号は，「タイムオーバーによる出走制

限」のため，平成30年4月10日まで平地競走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 マイネルマリポッサ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成30年4月10日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ゴールドインレイ号・サンライズスパーク号・フラテッリ号
※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。

07052 3月10日 晴 稍重 （30阪神1）第5日 第4競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走11時25分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量

本 賞 5，000，000円 1，650，000
1，650，000

円
円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．5
1：19．0

良
良

35 コンパウンダー 牡3黒鹿56 M．デムーロ H.H．シェイク・モハメド 石橋 守 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 450－ 41：22．3 2．7�

36 メモリーコロネット 牝3黒鹿54 岩田 康誠�シンザンクラブ 大久保龍志 日高 下河辺牧場 446 ―1：22．4� 34．1�
611 ブレイニーラン 牡3鹿 56 C．ルメール �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 464＋24 〃 同着 2．6�
714 ネオヴォイス 牝3鹿 54 川田 将雅山内 邦一氏 安達 昭夫 新冠 森永 聡 440± 01：22．71� 20．9�
816 アングルティール 牝3黒鹿54 武 豊�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 418＋ 2 〃 クビ 14．1	
12 サツマノクロジョカ 牡3黒鹿56 松田 大作山下 良子氏 作田 誠二 新冠 ヤマタケ牧場 450＋ 41：22．91 350．1

612 アルレーサー 牡3鹿 56 古川 吉洋�エーティー 昆 貢 浦河 杵臼牧場 456＋ 6 〃 クビ 5．5�
48 レジーナファースト 牝3鹿 54 幸 英明ライオンレースホース� 森田 直行 新ひだか 土田農場 474 ―1：23．11� 170．0�
713 ベ ル ノ ー ト 牝3鹿 54 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 408＋ 4 〃 アタマ 40．4
47 エスペランサスカイ 牡3鹿 56 国分 恭介江上 幸�氏 牧田 和弥 浦河 鵜木 唯義 458＋141：23．2	 136．6�
24 
 ケンデスティニー 牡3栗 56 福永 祐一中西 宏彰氏 森 秀行 米

Sequel Thorough-
breds & Hidden
Lake Farm, LLC

474＋ 4 〃 アタマ 9．0�
11 コンゴウサファイア 牝3青鹿 54

53 ☆加藤 祥太金岡 久夫氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 436＋ 41：23．41 526．1�
815 プリズマティコ 牝3鹿 54

53 ☆荻野 極 �サンデーレーシング 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 446 ―1：23．72 155．7�
59 マイアミブルー 牝3鹿 54 森 一馬西田 彰宏氏 松永 昌博 日高 スマイルファーム 466 ―1：23．91� 304．9�
510 セトノブルグ 牡3鹿 56 田中 健難波 澄子氏 南井 克巳 日高 新井 昭二 474－ 8 〃 クビ 99．2�
23 ドッペルゲンガー 牝3栗 54 佐藤 友則松浦 快之氏 杉山 晴紀 新冠 松浦牧場 456± 01：24．11� 298．6�

（笠松）

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，384，400円 複勝： 35，639，300円 枠連： 12，369，100円
馬連： 47，743，000円 馬単： 23，809，400円 ワイド： 33，208，500円
3連複： 65，423，400円 3連単： 83，936，100円 計： 327，513，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 �
�

560円
140円 枠 連（3－3）（3－6）

1，600円
160円

馬 連 ��
��

1，490円
200円 馬 単 ��

��
2，230円
410円

ワ イ ド ��
��

940円
180円 �� 1，820円

3 連 複 ��� 3，200円 3 連 単 ���
���

8，000円
4，610円

票 数

単勝票数 計 253844 的中 � 73387（2番人気）
複勝票数 計 356393 的中 � 85220（1番人気）� 10271（8番人気）� 74668（2番人気）
枠連票数 計 123691 的中 （3－3） 2140（11番人気）（3－6） 37374（1番人気）
馬連票数 計 477430 的中 �� 9848（12番人気）�� 106394（1番人気）
馬単票数 計 238094 的中 �� 3663（18番人気）�� 23421（2番人気）
ワイド票数 計 332085 的中 �� 7702（13番人気）�� 60498（1番人気）�� 3846（20番人気）
3連複票数 計 654234 的中 ��� 15311（11番人気）
3連単票数 計 839361 的中 ��� 3787（54番人気）��� 6622（25番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．1―11．6―12．0―12．2―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．2―34．3―45．9―57．9―1：10．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コンパウンダー �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Manduro デビュー 2017．10．21 京都2着

2015．3．1生 牡3黒鹿 母 アポセカリー 母母 Sister Maria 4戦1勝 賞金 9，100，000円
※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 センターフィールド号・ビーチキャンドル号
※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。



07053 3月10日 晴 良 （30阪神1）第5日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時15分 （芝・右・外）

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
1：44．5
1：43．9

良
良

712 サトノシリウス 牡3鹿 56 M．デムーロ �サトミホースカンパニー 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 470－ 41：46．8 2．3�
69 ロードザナドゥ 牡3黒鹿56 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 橋田 満 新ひだか ケイアイファーム 478－ 41：46．9� 6．5�
45 ブルベアトリュフ 牡3鹿 56 福永 祐一 �ブルアンドベア 千田 輝彦 浦河 �川 啓一 460＋ 61：47．53� 12．5�
814 ダレモカレモ 牡3栗 56 城戸 義政松田 整二氏 荒川 義之 浦河 一珍棒牧場 448＋ 21：48．45 170．6�
33 リュニヴェール 牝3黒鹿54 武 豊杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 448± 01：48．5� 7．1�
610 アルゴセイコウ 牡3黒鹿56 和田 竜二エンジェルレーシング� 角田 晃一 新冠 川島牧場 464＋ 61：48．6クビ 13．5	
11 アリュマージュ 牝3栃栗54 C．ルメール 
キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 408－ 61：49．13 3．6�
34 ル リ ー 牝3栗 54 古川 吉洋サン 安達 昭夫 新ひだか 幌村牧場 410－ 21：49．2� 313．3�
813 ルールダーマ 牡3栗 56 幸 英明儀賀 好子氏 北出 成人 新ひだか 斉藤スタッド 458－ 8 〃 ハナ 25．4
46 ル プ ス 牝3青鹿54 松山 弘平中辻 明氏 西園 正都 浦河 バンブー牧場 474± 01：49．52 46．1�
22 ヘ ー ザ 牝3栗 54 松田 大作岡田 隆寛氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 426－ 81：49．6� 224．8�
58 セブンポイント 牡3鹿 56

55 ☆荻野 極前迫 義幸氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 492 ― 〃 アタマ 38．5�
57 コパノロビンソン 牡3黒鹿56 酒井 学小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 426－ 41：49．81� 366．3�
711 クールビューティー 牝3鹿 54 森 一馬 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 446－121：51．5大差 268．1�
（14頭）

売 得 金
単勝： 27，886，400円 複勝： 45，880，800円 枠連： 11，940，300円
馬連： 49，069，600円 馬単： 25，152，800円 ワイド： 36，546，300円
3連複： 69，604，500円 3連単： 94，047，600円 計： 360，128，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 180円 � 260円 枠 連（6－7） 550円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，230円

ワ イ ド �� 290円 �� 510円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 2，740円 3 連 単 ��� 8，770円

票 数

単勝票数 計 278864 的中 � 95430（1番人気）
複勝票数 計 458808 的中 � 147821（1番人気）� 54456（3番人気）� 32505（6番人気）
枠連票数 計 119403 的中 （6－7） 16536（2番人気）
馬連票数 計 490696 的中 �� 47724（2番人気）
馬単票数 計 251528 的中 �� 15225（3番人気）
ワイド票数 計 365463 的中 �� 36257（2番人気）�� 17924（6番人気）�� 7476（13番人気）
3連複票数 計 696045 的中 ��� 19026（9番人気）
3連単票数 計 940476 的中 ��� 7769（26番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―11．4―11．6―11．9―12．1―12．1―11．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．9―35．3―46．9―58．8―1：10．9―1：23．0―1：34．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F35．9
3 10（1，13）14（6，3）5，9－12，8－7，2，11，4 4 ・（10，13）14（1，5）3（6，9）－12，8－7（2，4）11
市場取引馬

勝馬の
紹 介

サトノシリウス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．2．3 京都2着

2015．3．8生 牡3鹿 母 パールシャドウ 母母 ピュアティー 3戦1勝 賞金 8，150，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クールビューティー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年5月10日まで平

地競走に出走できない。

07054 3月10日 晴 稍重 （30阪神1）第5日 第6競走 ��
��2，000�サラブレッド系4歳以上

発走12時45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
2：01．0
2：01．0

不良
不良

77 ハギノグランコート 牡5栗 57 佐藤 友則日隈 良江氏 高野 友和 新冠 株式会社
ノースヒルズ 526－ 22：06．2 9．4�

（笠松）

89 サウスオブボーダー 牡5鹿 57 国分 恭介三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム B458± 02：06．52 2．0�
55 ジョースターライト 牡5青鹿57 幸 英明上田けい子氏 松下 武士 新ひだか 山際牧場 B462－ 6 〃 ハナ 8．4�
44 シェアザモーメント 牡4鹿 57 岩田 康誠 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 460± 0 〃 アタマ 3．4�
810� ソニックアロー 牡4栗 57 松山 弘平大野 照旺氏 浜田多実雄 米

Machmer Hall,
Carrie Brogden
& Craig Brogden

B530－ 42：06．92	 6．4�
22 ジューンアンカー 牡4栗 57 高田 潤吉川 潤氏 湯窪 幸雄 新冠 長浜 秀昭 B466＋ 82：07．0クビ 54．6	
11 
 ヤマカツリーダー �5黒鹿57 古川 吉洋山田 和夫氏 大根田裕之 新ひだか フジワラフアーム 468－ 4 〃 クビ 111．4

78 ナムラスパルタクス 牡4黒鹿 57

56 ☆荻野 極奈村 信重氏 清水 久詞 日高 ナカノファーム 470＋ 82：07．74 25．2�
33 ブランニューカップ 牝4青鹿55 酒井 学吉田 千津氏 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 444± 02：07．91� 86．8�
66 
 シ ン ゲ キ 牡6栗 57 田中 健 ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 庄野 靖志 日高 槇本牧場 502－ 62：08．21 111．9�
（10頭）

売 得 金
単勝： 24，415，300円 複勝： 37，947，400円 枠連： 8，496，600円
馬連： 40，692，900円 馬単： 24，271，700円 ワイド： 27，707，400円
3連複： 56，955，300円 3連単： 95，859，500円 計： 316，346，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 170円 � 110円 � 180円 枠 連（7－8） 420円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 1，670円

ワ イ ド �� 260円 �� 550円 �� 280円

3 連 複 ��� 1，080円 3 連 単 ��� 6，690円

票 数

単勝票数 計 244153 的中 � 20680（5番人気）
複勝票数 計 379474 的中 � 33047（4番人気）� 205018（1番人気）� 29609（5番人気）
枠連票数 計 84966 的中 （7－8） 15330（2番人気）
馬連票数 計 406929 的中 �� 49002（2番人気）
馬単票数 計 242717 的中 �� 10840（7番人気）
ワイド票数 計 277074 的中 �� 28373（2番人気）�� 11373（7番人気）�� 26344（3番人気）
3連複票数 計 569553 的中 ��� 39472（4番人気）
3連単票数 計 958595 的中 ��� 10379（22番人気）

ハロンタイム 13．0―11．5―11．8―13．3―12．7―12．9―12．5―12．3―12．7―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．5―36．3―49．6―1：02．3―1：15．2―1：27．7―1：40．0―1：52．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．5
1
3
10（8，9）－7，4－2，6，5，1，3・（10，9）7（8，4，6）－（2，5）1－3

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

勝馬の
紹 介

ハギノグランコート �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2015．10．17 京都2着

2013．4．8生 牡5栗 母 ハギノサフィラ 母母 ハギノアウグラーレ 22戦2勝 賞金 32，200，000円
※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。



07055 3月10日 晴 稍重 （30阪神1）第5日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時15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

611 マ リ エ ラ 牡5鹿 57
54 ▲三津谷隼人栗山 良子氏 �島 一歩 日高 新井 昭二 540＋ 61：11．6 11．5�

714 ダブルスプリット 牡4栗 57 松田 大作�KTレーシング 西園 正都 日高 山際 辰夫 B488－ 21：11．7� 6．7�
815 エイシンムー 牝4鹿 55

54 ☆荻野 極�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 494± 01：11．8� 68．8�
816 スズカアカデミー 牡4鹿 57 古川 吉洋永井 啓弍氏 藤沢 則雄 むかわ 新井牧場 486－ 8 〃 ハナ 7．6�
35 ビップソルダー 牡4鹿 57 福永 祐一鈴木 邦英氏 清水 久詞 浦河 駿河牧場 484－ 2 〃 ハナ 9．7�
713� リッカクロフネ 牡6芦 57 酒井 学立花 幸雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 原口牧場 492＋ 2 〃 クビ 15．9	
24 オーミシューマン 牡4鹿 57 佐藤 友則岩﨑 僖澄氏 大橋 勇樹 新冠 松木 加代 460＋ 21：12．01	 16．7


（笠松）

11 メイショウトキン 
5黒鹿57 国分 恭介松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 富田牧場 482＋ 2 〃 ハナ 219．2�
48 ロングベスト 牡4鹿 57 幸 英明中井 敏雄氏 大根田裕之 浦河 荻伏三好フ

アーム 504＋ 21：12．1� 8．5�
510 イソノヴィグラス 牡5栗 57 岡田 祥嗣岩﨑 僖澄氏 作田 誠二 新冠 坂元牧場 470＋ 21：12．3� 52．8
612 メイショウマイカゼ 牝5黒鹿55 岩田 康誠松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 452± 01：12．62 18．2�
36 イイデメモリー 牝4鹿 55 松山 弘平松本 俊廣氏 北出 成人 新冠 山岡ファーム 548± 01：12．81	 79．7�
12 バルコラベーロ 牡4栗 57

56 ☆加藤 祥太 �サンデーレーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 494＋14 〃 クビ 13．2�
59 テイエムハヤブサ 牡5青鹿57 高倉 稜竹園 正繼氏 武 英智 浦河 駿河牧場 470－ 21：12．9クビ 151．4�
23 ゼ セ ル 牡4鹿 57 和田 竜二杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 川島牧場 482－ 21：13．64 2．9�
47 ア オ ア ラ シ 牝4黒鹿55 城戸 義政松田 整二氏 松下 武士 平取 びらとり牧場 456＋121：13．8� 61．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，813，800円 複勝： 42，402，100円 枠連： 16，214，200円
馬連： 65，486，600円 馬単： 27，437，400円 ワイド： 44，653，100円
3連複： 93，431，100円 3連単： 98，072，700円 計： 417，511，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，150円 複 勝 � 470円 � 210円 � 1，870円 枠 連（6－7） 1，170円

馬 連 �� 3，130円 馬 単 �� 6，680円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 14，240円 �� 6，570円

3 連 複 ��� 77，680円 3 連 単 ��� 311，850円

票 数

単勝票数 計 298138 的中 � 20640（6番人気）
複勝票数 計 424021 的中 � 22111（8番人気）� 65886（2番人気）� 4932（13番人気）
枠連票数 計 162142 的中 （6－7） 10664（3番人気）
馬連票数 計 654866 的中 �� 16193（10番人気）
馬単票数 計 274374 的中 �� 3079（26番人気）
ワイド票数 計 446531 的中 �� 11987（9番人気）�� 788（87番人気）�� 1718（57番人気）
3連複票数 計 934311 的中 ��� 902（187番人気）
3連単票数 計 980727 的中 ��� 228（918番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．5―11．7―12．3―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．9―34．4―46．1―58．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．7―3F37．2
3 6（3，11）13，2，15，16，4（1，5，8）－12，14（7，10）－9 4 ・（6，11）13，3（2，15）16（4，5，8）1－12，14，10，9，7

勝馬の
紹 介

マ リ エ ラ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Desert King デビュー 2015．8．1 札幌9着

2013．3．10生 牡5鹿 母 ホウショウルビー 母母 Gaily Field 15戦2勝 賞金 26，700，000円
※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。

07056 3月10日 晴 良 （30阪神1）第5日 第8競走 ��3，900�第20回阪神スプリングジャンプ（Ｊ・ＧⅡ）
発走13時50分 （ 芝 ）
4歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�
減，J・GⅠ競走1着馬2�増，J・GⅡ競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード4：19．8良

22 アップトゥデイト 牡8芦 62 林 満明今西 宏枝氏 佐々木晶三 新冠 株式会社
ノースヒルズ 536＋ 64：23．4 1．2�

55 グッドスカイ 牝5黒鹿58 森 一馬杉立 恭平氏 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム 478－ 64：24．78 10．7�
33 ルペールノエル 牡8黒鹿60 高田 潤 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤原 英昭 新ひだか 大典牧場 520± 04：24．91� 7．7�
88 リスヴェリアート 牡8鹿 60 北沢 伸也�G1レーシング 松元 茂樹 安平 追分ファーム 460＋ 44：25．0� 32．1�
77 シンキングダンサー 牡5栗 60 金子 光希佐藤 雄司氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 470－ 24：25．42� 10．7�
66 サンレイデューク 牡10鹿 61 難波 剛健永井 啓弍氏 高橋 義忠 新ひだか 岡野牧場 462＋ 44：26．14 31．5	
11 マイネルフィエスタ 牡8芦 60 植野 貴也 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 タニグチ牧場 510± 04：27．05 22．0

89 トーアディラン �5栗 60 五十嵐雄祐高山ランド� 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 482＋ 44：27．53 73．7�
44 カシノカーム 牡7芦 60 小野寺祐太柏木 務氏 和田 雄二 青森 一山育成牧場 482－12 （競走中止） 131．8�

（9頭）

売 得 金
単勝： 32，633，800円 複勝： 113，941，000円 枠連： 12，640，700円
馬連： 56，415，100円 馬単： 52，933，600円 ワイド： 46，360，100円
3連複： 89，793，100円 3連単： 282，793，700円 計： 687，511，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 100円 � 140円 � 120円 枠 連（2－5） 510円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 530円

ワ イ ド �� 190円 �� 130円 �� 430円

3 連 複 ��� 460円 3 連 単 ��� 1，320円

票 数

単勝票数 計 326338 的中 � 210348（1番人気）
複勝票数 計1139410 的中 � 881935（1番人気）� 53892（3番人気）� 81370（2番人気）
枠連票数 計 126407 的中 （2－5） 19044（2番人気）
馬連票数 計 564151 的中 �� 84080（2番人気）
馬単票数 計 529336 的中 �� 73669（2番人気）
ワイド票数 計 463601 的中 �� 58879（2番人気）�� 115176（1番人気）�� 19762（5番人気）
3連複票数 計 897931 的中 ��� 143677（1番人気）
3連単票数 計2827937 的中 ��� 154572（3番人気）
上り 1マイル 1：45．9 4F 52．4－3F 39．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
2＝3（5，9）7，8，6＝1
2＝3－5（8，7）－9，6＝1

�
�
2＝3－5，9（8，7）6＝1
2＝3－5（8，7）－6－9－1

勝馬の
紹 介

アップトゥデイト 
�
父 ク ロ フ ネ 

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2012．7．7 中京1着

2010．2．18生 牡8芦 母 リニアミューズ 母母 スリリングディ 障害：18戦7勝 賞金 389，605，000円
〔競走中止〕 カシノカーム号は，3号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。



07057 3月10日 晴 良 （30阪神1）第5日 第9競走 ��
��2，400�ゆ き や な ぎ 賞

発走14時25分 （芝・右・外）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．1
2：22．1

良
良

44 サトノワルキューレ 牝3鹿 54 M．デムーロ �サトミホースカンパニー 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 450－ 62：27．0 4．5�
810 エ タ リ オ ウ 牡3青鹿56 和田 竜二 �Gリビエール・

レーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B456－102：27．1� 3．2�
55 シュナイデン 牡3栗 56 武 豊�G1レーシング 石坂 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472＋ 2 〃 クビ 15．6�
78 ゴールドフラッグ 牡3黒鹿56 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 B500＋ 22：27．52� 29．6�
33 ド レ ー ク 牡3鹿 56 川田 将雅 �シルクレーシング 藤岡 健一 平取 坂東牧場 464－ 22：28．03 4．2	
11 サダムラピュタ 牡3黒鹿56 幸 英明大西 定氏 平田 修 新ひだか 矢野牧場 462－102：28．85 282．7

22 リュヌルージュ 牝3鹿 54 福永 祐一窪田 康志氏 斉藤 崇史 平取 坂東牧場 446＋ 4 〃 アタマ 43．3�
77 タガノスカイハイ 牡3鹿 56 古川 吉洋八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 470－ 62：29．65 87．2�
89 ヴェルテアシャフト 牡3鹿 56 C．ルメール �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 494＋ 22：30．45 2．8
66 � スリルトサスペンス 牝3栗 54 佐藤 友則�ホースケア 湯前 良人 日高 新生ファーム 418－ 12：32．010 696．4�

（笠松） （笠松）

（10頭）

売 得 金
単勝： 60，765，200円 複勝： 64，913，100円 枠連： 18，989，200円
馬連： 107，858，100円 馬単： 59，673，000円 ワイド： 53，930，500円
3連複： 122，240，200円 3連単： 244，194，700円 計： 732，564，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 140円 � 120円 � 250円 枠 連（4－8） 260円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 1，330円

ワ イ ド �� 220円 �� 700円 �� 610円

3 連 複 ��� 1，950円 3 連 単 ��� 8，270円

票 数

単勝票数 計 607652 的中 � 107983（4番人気）
複勝票数 計 649131 的中 � 130594（2番人気）� 174910（1番人気）� 44497（5番人気）
枠連票数 計 189892 的中 （4－8） 55666（1番人気）
馬連票数 計1078581 的中 �� 152574（2番人気）
馬単票数 計 596730 的中 �� 33473（7番人気）
ワイド票数 計 539305 的中 �� 73480（1番人気）�� 17585（8番人気）�� 20636（7番人気）
3連複票数 計1222402 的中 ��� 46790（6番人気）
3連単票数 計2441947 的中 ��� 21396（29番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―12．5―13．1―13．2―12．9―12．8―12．7―11．5―11．5―11．1―11．8

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―23．9―36．4―49．5―1：02．7―1：15．6―1：28．4―1：41．1―1：52．6―2：04．1―2：15．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F45．9―3F34．4
1
3
7，9－2，1，3，10，5－8，6－4
7，9（1，3，2）10，5，4，8－6

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

勝馬の
紹 介

サトノワルキューレ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Roi Normand デビュー 2017．11．18 京都1着

2015．2．2生 牝3鹿 母 ヒアトゥウィン 母母 Ascot Belle 3戦2勝 賞金 19，753，000円
※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。

07058 3月10日 晴 良 （30阪神1）第5日 第10競走 ��
��1，600�うずしおステークス

発走15時00分 （芝・右・外）
牝，4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，55�

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 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．9
1：30．7

良
良

44 メイズオブオナー 牝4鹿 55 M．デムーロ �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 454－ 61：35．4 4．5�
55 ディープジュエリー 牝6鹿 55 武 豊吉田 勝己氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 496－ 8 〃 クビ 7．9�
88 アルジャンテ 牝5芦 55 福永 祐一 �シルクレーシング 尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464－ 81：35．61� 5．9�
77 ハ ウ メ ア 牝4栗 55 C．ルメール �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 466＋ 61：35．7クビ 3．3�
22 テーオービクトリー 牝4鹿 55 松山 弘平小笹 公也氏 岡田 稲男 日高 ヤナガワ牧場 460－ 2 〃 クビ 3．4	
11 ヒ ス ト リ ア 牝4鹿 55 岩田 康誠山口功一郎氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 442－121：35．8	 28．0

89 グレイスミノル 牝6青鹿55 和田 竜二吉岡 實氏 本田 優 新冠 武田牧場 500＋ 2 〃 ハナ 21．4�
33 アンドリエッテ 牝6鹿 55 幸 英明永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 470＋ 81：35．9	 16．7�
66 
 クリノハッチャン 牝7鹿 55 酒井 学栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 三輪牧場 458－ 41：36．43 143．5

（9頭）

売 得 金
単勝： 51，244，200円 複勝： 69，052，300円 枠連： 15，459，300円
馬連： 108，363，400円 馬単： 51，209，300円 ワイド： 61，282，100円
3連複： 126，334，900円 3連単： 225，217，300円 計： 708，162，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 170円 � 240円 � 190円 枠 連（4－5） 2，700円

馬 連 �� 2，030円 馬 単 �� 3，950円

ワ イ ド �� 650円 �� 520円 �� 780円

3 連 複 ��� 4，120円 3 連 単 ��� 22，590円

票 数

単勝票数 計 512442 的中 � 89628（3番人気）
複勝票数 計 690523 的中 � 119690（3番人気）� 66247（5番人気）� 94834（4番人気）
枠連票数 計 154593 的中 （4－5） 4432（11番人気）
馬連票数 計1083634 的中 �� 41249（9番人気）
馬単票数 計 512093 的中 �� 9704（19番人気）
ワイド票数 計 612821 的中 �� 24215（9番人気）�� 31070（7番人気）�� 19659（12番人気）
3連複票数 計1263349 的中 ��� 22957（17番人気）
3連単票数 計2252173 的中 ��� 7225（94番人気）

ハロンタイム 13．4―12．1―12．2―12．1―12．1―11．4―10．7―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．4―25．5―37．7―49．8―1：01．9―1：13．3―1：24．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．6―3F33．5
3 5，9，4，7（1，2，6）（3，8） 4 ・（5，9）（4，7）（1，2，6）（3，8）

勝馬の
紹 介

メイズオブオナー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Holy Roman Emperor デビュー 2016．11．13 京都3着

2014．3．18生 牝4鹿 母 キャサリンオブアラゴン 母母 Monevassia 15戦4勝 賞金 55，210，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



07059 3月10日 晴 稍重 （30阪神1）第5日 第11競走 ��
��1，400�ポラリスステークス

発走15時35分 （ダート・右）
4歳以上；負担重量は，56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200
万円毎1�増

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

814 サトノファンタシー 牡5鹿 56 M．デムーロ �サトミホースカンパニー 松田 国英 日高 下河辺牧場 480＋ 21：22．4 5．8�
58 タガノエスプレッソ 牡6鹿 57 国分 恭介八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 458± 01：22．82� 33．4�
11 ラテンロック 牡7鹿 56 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 日高 白井牧場 492－ 8 〃 クビ 15．0�
69 コウエイエンブレム 牡5栗 56 松山 弘平伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 服部 健太郎 530－ 6 〃 アタマ 2．7�
711	 ルグランフリソン 牡5鹿 56 岩田 康誠前田 幸治氏 中竹 和也 米 Green Lantern

Stables, LLC 488＋ 2 〃 ハナ 5．6�
610 ゴーインググレート 牡8栗 56 古川 吉洋田畑 利彦氏 北出 成人 新ひだか 片岡 博 484－101：23．0
 243．1	
45 ヒラボクプリンス 牡8鹿 56 和田 竜二�平田牧場 安田 翔伍 浦河 大柳ファーム 498－ 81：23．31
 186．2

712 ラインシュナイダー 牡6鹿 57 武 豊大澤 繁昌氏 沖 芳夫 新ひだか 畠山牧場 484＋ 41：23．61
 11．0�
34 レッドゲルニカ 牡5鹿 57 C．ルメール �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 560－ 4 〃 クビ 4．3�
813 ダノングッド 牡6栗 56 福永 祐一�ダノックス 村山 明 浦河 三嶋牧場 B516＋ 41：23．7クビ 27．0
22 タイセイスターリー 牡4鹿 56 佐藤 友則田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B532－101：23．91� 24．8�

（笠松）

46 ツィンクルソード 牡7芦 56 酒井 学 �サンデーレーシング 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 494－ 21：24．0� 189．7�
57 オールザゴー 牡4鹿 56 小牧 太 �サンデーレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492＋ 6 〃 ハナ 52．8�
33 ダイシンサンダー 牡7鹿 56 幸 英明大八木信行氏 戸田 博文 新ひだか グランド牧場 488－141：24．42� 117．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 77，209，100円 複勝： 121，040，600円 枠連： 50，621，200円
馬連： 264，962，500円 馬単： 109，836，300円 ワイド： 125，125，500円
3連複： 369，466，900円 3連単： 546，050，800円 計： 1，664，312，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 270円 � 880円 � 370円 枠 連（5－8） 6，550円

馬 連 �� 14，680円 馬 単 �� 22，030円

ワ イ ド �� 3，190円 �� 1，290円 �� 3，710円

3 連 複 ��� 44，340円 3 連 単 ��� 284，810円

票 数

単勝票数 計 772091 的中 � 104950（4番人気）
複勝票数 計1210406 的中 � 133579（4番人気）� 31900（9番人気）� 86864（6番人気）
枠連票数 計 506212 的中 （5－8） 5981（18番人気）
馬連票数 計2649625 的中 �� 13988（29番人気）
馬単票数 計1098363 的中 �� 3739（51番人気）
ワイド票数 計1251255 的中 �� 9991（28番人気）�� 25694（15番人気）�� 8583（30番人気）
3連複票数 計3694669 的中 ��� 6249（88番人気）
3連単票数 計5460508 的中 ��� 1390（493番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．2―11．4―11．8―12．0―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．7―33．9―45．3―57．1―1：09．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．5―3F37．1
3 ・（9，14）（13，11）（2，4，12）1，3，10，5，8（7，6） 4 ・（9，14）11，12，2，13（4，1，10）（3，5，8）6，7

勝馬の
紹 介

サトノファンタシー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Tale of the Cat デビュー 2015．12．19 阪神1着

2013．5．4生 牡5鹿 母 ディナーブレイク 母母 Romanticat 15戦6勝 賞金 112，236，000円
〔発走状況〕 ダイシンサンダー号は，枠入り不良。
※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。

07060 3月10日 晴 稍重 （30阪神1）第5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）

1000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000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

56 フォンターナリーリ 牝5鹿 55 川田 将雅吉田 和美氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 490－ 21：52．0 1．7�
11 マイネルボルソー 牡7鹿 57 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 黒岩 陽一 新冠 竹中牧場 482± 01：52．74 189．2�
812 フィールドセンス 牡4鹿 57 福永 祐一前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか 千代田牧場 526± 01：52．8� 17．0�
33 ダノンロッソ 牡4青鹿57 M．デムーロ�ダノックス 松田 国英 安平 ノーザンファーム 440＋ 21：53．01� 4．2�
69 エヴォリューション 牝7鹿 55 松山 弘平岡田 隆寛氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 480－ 61：53．1� 150．7�
22 � メイショウナンプウ 牡4青鹿57 城戸 義政松本 好雄氏 荒川 義之 日高 高柳 隆男 B484＋ 4 〃 アタマ 18．6	
710 サウンドテーブル 牡4黒鹿57 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 新ひだか 金 球美 480－ 41：53．2� 244．1

813 オ ク ラ ホ マ 牡4栗 57 C．ルメール 馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 512＋121：53．3	 5．2�
57 メイショウホウトウ 牡7青鹿57 幸 英明松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 500－ 6 〃 ハナ 72．4�
711 ヴ ィ ッ セ ン 牡7鹿 57

56 ☆荻野 極 シルクレーシング 石坂 正 日高 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 476－ 81：53．51� 40．2�

68 � タ イ マ ツ リ 牡7黒鹿57 岩田 康誠浜RC組合 大橋 勇樹 新ひだか 岡田スタツド 474± 01：53．6� 20．0�
44 ナムラシンウチ 牡4鹿 57 佐藤 友則奈村 信重氏 杉山 晴紀 日高 いとう牧場 B520± 01：54．13 26．4�

（笠松）

（12頭）
45 ウォーターイーグル 牡6黒鹿57 酒井 学山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 526－ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 50，210，100円 複勝： 98，185，400円 枠連： 25，276，000円
馬連： 102，651，900円 馬単： 52，091，000円 ワイド： 60，430，900円
3連複： 118，752，800円 3連単： 209，231，200円 計： 716，829，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 1，560円 � 380円 枠 連（1－5） 7，550円

馬 連 �� 10，570円 馬 単 �� 12，100円

ワ イ ド �� 3，270円 �� 560円 �� 20，140円

3 連 複 ��� 40，810円 3 連 単 ��� 173，760円

票 数

単勝票数 差引計 502101（返還計 30074） 的中 � 228849（1番人気）
複勝票数 差引計 981854（返還計 59802） 的中 � 563209（1番人気）� 6794（11番人気）� 33193（7番人気）
枠連票数 差引計 252760（返還計 1344） 的中 （1－5） 2594（19番人気）
馬連票数 差引計1026519（返還計180994） 的中 �� 7525（21番人気）
馬単票数 差引計 520910（返還計 80407） 的中 �� 3227（31番人気）
ワイド票数 差引計 604309（返還計107971） 的中 �� 4591（30番人気）�� 30378（6番人気）�� 732（56番人気）
3連複票数 差引計1187528（返還計371552） 的中 ��� 2182（76番人気）
3連単票数 差引計2092312（返還計621946） 的中 ��� 873（322番人気）

ハロンタイム 12．8―11．8―13．6―12．9―12．3―11．9―11．8―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．6―38．2―51．1―1：03．4―1：15．3―1：27．1―1：39．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フォンターナリーリ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2015．12．13 阪神2着

2013．5．12生 牝5鹿 母 スカーレットベル 母母 スカーレットレディ 12戦4勝 賞金 49，276，000円
〔競走除外〕 ウォーターイーグル号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。疾病〔右前肢挫創〕を発症したため競走除外。発走時刻6分遅延。
〔制裁〕 マイネルボルソー号の騎手和田竜二は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

サウンドテーブル号の騎手水口優也は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：8番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ウォーターイーグル号は，平成30年3月11日から平成30年4月9日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
※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。



（30阪神1）第5日 3月10日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 151頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

270，770，000円
17，410，000円
1，500，000円
29，620，000円
60，210，000円
4，719，800円
1，449，600円

勝馬投票券売得金
446，247，400円
794，626，300円
202，498，900円
951，805，000円
494，842，600円
563，669，700円
1，265，230，800円
2，130，472，200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 6，849，392，900円

総入場人員 12，312名 （有料入場人員 11，437名）
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