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07085 3月17日 曇 稍重 （31阪神1）第8日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10時00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
1：20．3

不良
不良

816 ベ ル ヴ ォ ワ 牝3鹿 54 戸崎 圭太�G1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 462± 01：26．2 3．0�

815 ウ ィ ズ リ ー 牝3栗 54 四位 洋文寺田 寿男氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 450－ 21：26．41� 4．1�
48 ショウサンシルエラ 牝3栗 54 岩田 康誠鈴木 昭和氏 牧田 和弥 日高 モリナガファーム 456－ 81：26．93 6．5�
24 スカーレットサクラ 牝3栗 54 川島 信二新井 浩明氏 宮本 博 安平 ノーザンファーム 498－ 61：27．22 24．5�
611 アレグレモエティー 牝3芦 54 和田 竜二斉藤 等氏 山内 研二 新冠 オリエント牧場 458－ 41：27．41 10．9�
612 サイモンオーキッド 牝3鹿 54 福永 祐一澤田 昭紀氏 松田 国英 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472＋ 2 〃 クビ 4．1	
714 サウンドウイング 牝3栗 54 古川 吉洋増田 雄一氏 吉田 直弘 新冠 飛渡牧場 418－ 21：28．03� 30．9

35 ア カ マ 牝3黒鹿54 酒井 学安部 純史氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 440＋ 81：28．1クビ 21．1�
713 ヒ ル ド 牝3鹿 54 幸 英明杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新ひだか 前谷 武志 438－ 2 〃 ハナ 102．3�
36 ラ ブ グ ラ ー 牝3栗 54

51 ▲三津谷隼人増田 陽一氏 渡辺 薫彦 新冠 武田 修一 464± 0 〃 ハナ 199．6
510 ダンツシャープ 牝3栗 54 国分 恭介山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 千代田牧場 462－ 4 〃 クビ 187．3�
23 サツキシェラザード 牝3青 54 松若 風馬小野 博郷氏 杉山 晴紀 新ひだか 岡田スタツド 428 ―1：29．16 86．9�
11 スズカルージュ 牝3栗 54 藤井勘一郎永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 小島牧場 474－ 21：30．05 26．4�
12 クリノシラヌイ 牝3黒鹿54 中井 裕二栗本 博晴氏 長谷川浩大 千歳 社台ファーム 496－101：30．31� 193．5�
59 タマモキャーンズ 牝3青鹿 54

53 ☆加藤 祥太タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 454－ 4 〃 ハナ 250．5�
47 アクティブガール 牝3黒鹿54 国分 優作平川 浩之氏 坂口 智康 浦河 富菜牧場 472 ―1：31．910 180．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，431，700円 複勝： 38，394，100円 枠連： 13，855，300円
馬連： 50，180，800円 馬単： 22，312，000円 ワイド： 37，493，000円
3連複： 75，140，500円 3連単： 87，710，000円 計： 349，517，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 150円 � 160円 枠 連（8－8） 670円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 1，090円

ワ イ ド �� 330円 �� 520円 �� 560円

3 連 複 ��� 1，580円 3 連 単 ��� 5，800円

票 数

単勝票数 計 244317 的中 � 63162（1番人気）
複勝票数 計 383941 的中 � 78882（1番人気）� 66125（3番人気）� 58162（4番人気）
枠連票数 計 138553 的中 （8－8） 15904（3番人気）
馬連票数 計 501808 的中 �� 60926（2番人気）
馬単票数 計 223120 的中 �� 15313（2番人気）
ワイド票数 計 374930 的中 �� 31343（3番人気）�� 17951（5番人気）�� 16370（6番人気）
3連複票数 計 751405 的中 ��� 35511（3番人気）
3連単票数 計 877100 的中 ��� 10945（8番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―12．3―12．4―12．5―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．0―36．3―48．7―1：01．2―1：13．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベ ル ヴ ォ ワ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2018．11．11 京都2着

2016．1．12生 牝3鹿 母 アルーリングボイス 母母 アルーリングアクト 6戦1勝 賞金 10，600，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリノシラヌイ号・アクティブガール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年4月

17日まで平地競走に出走できない。
タマモキャーンズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年5月17日まで平地
競走に出走できない。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 パリッシュブルー号
（非抽選馬） 1頭 グレイシャスギャル号

07086 3月17日 小雨 稍重 （31阪神1）第8日 第2競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走10時30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
1：08．8
1：08．7

重
重

611 ア ス カ リ 牡3栗 56 M．デムーロ�KTレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 504＋201：13．1 2．9�
816 ミユキメガバックス 牡3黒鹿56 川須 栄彦長井 純一氏 牧田 和弥 むかわ 貞広 賢治 552－ 41：13．2� 6．1�
36 � ヘビーアタック 牡3鹿 56 岩田 康誠岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 米 Pegasus

Stud LLC 490－ 41：13．3	 3．1�
47 タイガーブレイブ 牡3栃栗56 戸崎 圭太石川 幸司氏 牧浦 充徳 新ひだか 徳本 幸雄 468＋ 81：14．25 9．8�
48 ピエナキャプテン 牡3芦 56 古川 吉洋本谷 兼三氏 武 英智 千歳 社台ファーム 460± 0 〃 クビ 7．8�
59 � ステイグリーン 牡3鹿 56 福永 祐一風早 信昭氏 森 秀行 米 Carlos Rafael 488－ 61：14．3� 15．9	
612 クリノワンダフル 牡3栗 56 国分 優作栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 メイプルファーム 424＋ 21：14．51
 365．1

23 � ヴィエントフレスコ 牡3鹿 56 国分 恭介前田 幸治氏 中竹 和也 米

Southern Chase
Farm, Inc., Karen
Dodd & Greg Dodd

478－ 41：14．6クビ 65．2�
510 サンライズロッソ 牡3鹿 56 中井 裕二松岡 隆雄氏 浜田多実雄 浦河 信岡牧場 460 ―1：14．91� 56．9�
815 ニホンピロマーサ 牝3鹿 54 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 466＋101：15．85 357．3
713 グ ラ ン ベ ガ 牝3青鹿54 幸 英明間宮 秀直氏 佐々木晶三 浦河 大西ファーム 422－10 〃 アタマ 132．3�
35 クリノライジン 牡3栗 56

53 ▲団野 大成栗本 博晴氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 486－ 21：16．75 25．7�
714� エスカレードフジ 牡3鹿 56 中谷 雄太ライオンレースホース� 矢作 芳人 米 Bugle Hill

Farm, LLC 516－ 21：17．12	 27．7�
11 シュネルハルバート 牡3栗 56 高倉 稜野田 善己氏 渡辺 薫彦 新冠 中村 弘昭 416 ―1：17．52	 104．5�
12 ワンダーボーイ 牡3黒鹿56 松若 風馬岡田 牧雄氏 長谷川浩大 新ひだか 岡田スタツド 478－ 21：17．82 231．6�
24 ブルベアビアンコ 牡3鹿 56

55 ☆加藤 祥太 �ブルアンドベア 上村 洋行 新ひだか 岡田スタツド 452－ 21：18．01
 436．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 33，363，600円 複勝： 38，457，800円 枠連： 12，256，500円
馬連： 54，666，800円 馬単： 25，260，300円 ワイド： 39，497，800円
3連複： 75，680，300円 3連単： 96，672，200円 計： 375，855，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 150円 � 130円 枠 連（6－8） 990円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 1，550円

ワ イ ド �� 370円 �� 220円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，060円 3 連 単 ��� 5，330円

票 数

単勝票数 計 333636 的中 � 90683（1番人気）
複勝票数 計 384578 的中 � 75998（2番人気）� 61938（3番人気）� 80973（1番人気）
枠連票数 計 122565 的中 （6－8） 9533（4番人気）
馬連票数 計 546668 的中 �� 38376（4番人気）
馬単票数 計 252603 的中 �� 12169（3番人気）
ワイド票数 計 394978 的中 �� 25662（2番人気）�� 51995（1番人気）�� 25341（3番人気）
3連複票数 計 756803 的中 ��� 53505（1番人気）
3連単票数 計 966722 的中 ��� 13126（8番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―12．5―12．2―11．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―24．0―36．5―48．7―1：00．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア ス カ リ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2018．7．7 中京3着

2016．2．9生 牡3栗 母 フィロンルージュ 母母 スカーレットレディ 6戦1勝 賞金 10，100，000円
〔発走状況〕 クリノライジン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シュネルハルバート号・ワンダーボーイ号・ブルベアビアンコ号は，「タイムオーバーによる出走

制限」のため，平成31年4月17日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ブルベアブロンゾ号

第１回 阪神競馬 第８日



07087 3月17日 小雨 稍重 （31阪神1）第8日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時00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 メイショウランセツ 牡3栗 56 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 川越ファーム 452＋ 61：56．3 6．8�
55 ブルーコンパクタ 牡3鹿 56 藤井勘一郎村上 稔氏 大橋 勇樹 新ひだか 岡田牧場 458＋ 41：56．4� 31．3�
88 シゲルクロダイヤ 牡3鹿 56 古川 吉洋森中 蕃氏 谷 潔 新冠 川島牧場 504－ 41：56．71� 1．4�
33 アンフィニマン 牡3芦 56 和田 竜二�ノースヒルズ �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 512－ 81：57．44 14．8�
89 ショウナンタンゴ 牝3黒鹿54 酒井 学国本 哲秀氏 吉村 圭司 新ひだか 静内フアーム 462－101：58．14 11．6�
77 ミスターホウジュ 牡3鹿 56 蛯名 正義	髙昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 458－ 61：58．31� 7．0

44 タマモパスクワ 牡3鹿 56 �島 克駿タマモ� 川村 禎彦 新ひだか 鹿嶋牧場 462－101：58．83 115．4�
66 ソルジャーバローズ 牡3鹿 56 A．シュタルケ 猪熊 広次氏 清水 久詞 日高 下河辺牧場 462－ 21：59．54 12．2�

（独）

11 オリエンタルハート 牡3鹿 56
53 ▲団野 大成三宅 勝俊氏 高柳 大輔 新冠 オリエント牧場 494－ 81：59．6� 55．6

（9頭）

売 得 金
単勝： 24，524，600円 複勝： 94，206，200円 枠連： 6，407，400円
馬連： 33，480，000円 馬単： 28，236，600円 ワイド： 26，362，600円
3連複： 51，006，800円 3連単： 135，415，500円 計： 399，639，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 160円 � 500円 � 100円 枠 連（2－5） 12，760円

馬 連 �� 12，000円 馬 単 �� 28，810円

ワ イ ド �� 1，920円 �� 190円 �� 690円

3 連 複 ��� 2，470円 3 連 単 ��� 54，240円

票 数

単勝票数 計 245246 的中 � 28560（2番人気）
複勝票数 計 942062 的中 � 39805（3番人気）� 8233（7番人気）� 763895（1番人気）
枠連票数 計 64074 的中 （2－5） 389（18番人気）
馬連票数 計 334800 的中 �� 2161（21番人気）
馬単票数 計 282366 的中 �� 735（38番人気）
ワイド票数 計 263626 的中 �� 2870（19番人気）�� 46912（1番人気）�� 8575（8番人気）
3連複票数 計 510068 的中 ��� 15447（8番人気）
3連単票数 計1354155 的中 ��� 1810（105番人気）

ハロンタイム 13．2―12．1―13．8―13．1―13．5―12．5―12．3―12．6―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．3―39．1―52．2―1：05．7―1：18．2―1：30．5―1：43．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．6―3F38．1
1
3
4，8（1，9）（5，7）（2，6）3
8（4，9，7）（1，2）5（3，6）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウランセツ �
�
父 ダ ン カ ー ク �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2018．10．20 京都3着

2016．3．25生 牡3栗 母 ハ ン ナ リ ト 母母 イシノアパトゥーラ 5戦1勝 賞金 6，800，000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。

07088 3月17日 曇 稍重 （31阪神1）第8日 第4競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走11時30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
1：31．9
1：30．7

良
良

612 エ ピ ロ ー グ 牝3鹿 54 藤井勘一郎藤田 好紀氏 小崎 憲 新ひだか 前田ファーム 452－ 21：36．9 11．9�
611 アークロイヤル 牝3栗 54 A．シュタルケ 原 �子氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 408－ 21：37．0� 3．6�

（独）

11 ボ マ イ ェ 牡3鹿 56 M．デムーロ �カナヤマホールディングス 清水 久詞 日高 下河辺牧場 516－ 8 〃 クビ 3．3�
59 マジェスティ 牡3鹿 56 福永 祐一近藤 英子氏 杉山 晴紀 浦河 辻 牧場 412－ 61：37．42� 5．7�
510 スターオブバラード 牡3黒鹿56 蛯名 正義光安 了氏 荒川 義之 新ひだか 小野 秀治 442－ 21：37．5� 15．0�
47 バンクショット 牡3黒鹿56 戸崎 圭太吉田 勝己氏 池添 学 安平 ノーザンファーム B470－ 21：37．6� 18．2	
24 モズレジーナ 牝3鹿 54 池添 謙一 �キャピタル・システム 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 436 ― 〃 アタマ 7．9

48 ナムラチヨガミ 牝3栗 54 川須 栄彦奈村 信重氏 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 430－101：38．34 207．2�
23 ブルベアロッソ 牝3栗 54 酒井 学 �ブルアンドベア 渡辺 薫彦 新冠 オリエント牧場 432＋ 2 〃 クビ 282．9�
12 キ ュ ロ ン 牡3鹿 56 国分 恭介加藤 誠氏 中竹 和也 新ひだか タイヘイ牧場 472＋ 21：38．51 26．9
816 レッドレイル 牡3黒鹿56 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 448－ 21：38．6� 11．9�
713 サイモンシャルール 牝3青鹿54 小牧 太澤田 昭紀氏 笹田 和秀 浦河 秋場牧場 448＋141：38．91� 200．2�
815 エイユーラトゥール 牡3黒鹿56 幸 英明笹部 義則氏 藤沢 則雄 様似 富田 恭司 434± 01：39．11� 160．6�
714 ファーマトパーズ 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太中西 功氏 牧田 和弥 日高 増尾牧場 426＋ 41：39．2� 478．6�
35 テーオースパーク 牡3栗 56 浜中 俊小笹 公也氏 岡田 稲男 新冠 パカパカ

ファーム 424 ― 〃 クビ 69．2�
36 ジャッジオブナイツ 牡3青鹿56 	島 克駿市川義美ホール

ディングス� 吉村 圭司 日高 オリオンファーム 490－201：40．26 71．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 34，164，100円 複勝： 53，057，600円 枠連： 12，879，400円
馬連： 62，601，800円 馬単： 28，666，800円 ワイド： 45，087，800円
3連複： 86，838，500円 3連単： 103，904，300円 計： 427，200，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，190円 複 勝 � 290円 � 130円 � 150円 枠 連（6－6） 2，710円

馬 連 �� 2，730円 馬 単 �� 6，050円

ワ イ ド �� 810円 �� 650円 �� 340円

3 連 複 ��� 2，920円 3 連 単 ��� 25，970円

票 数

単勝票数 計 341641 的中 � 22807（6番人気）
複勝票数 計 530576 的中 � 34887（7番人気）� 123866（1番人気）� 95119（2番人気）
枠連票数 計 128794 的中 （6－6） 3677（12番人気）
馬連票数 計 626018 的中 �� 17753（10番人気）
馬単票数 計 286668 的中 �� 3552（27番人気）
ワイド票数 計 450878 的中 �� 13352（10番人気）�� 16997（5番人気）�� 37469（2番人気）
3連複票数 計 868385 的中 ��� 22243（8番人気）
3連単票数 計1039043 的中 ��� 2900（83番人気）

ハロンタイム 12．9―11．4―11．8―13．0―12．8―11．4―11．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．3―36．1―49．1―1：01．9―1：13．3―1：24．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．8―3F35．0
3 13（2，7）（1，8，12）（6，11）3，9，4（5，16）－（10，15）14 4 ・（13，7，12）（2，1，11）（3，8，9）4（6，16）（5，10，15）14

勝馬の
紹 介

エ ピ ロ ー グ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ロージズインメイ デビュー 2018．8．12 札幌6着

2016．1．20生 牝3鹿 母 ル イ ー ズ 母母 ベツレヘムスター 7戦1勝 賞金 8，850，000円
※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。
（非抽選馬） 3頭 エイシントドロキ号・ステップシー号・ブルベアカルネ号
※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。



07089 3月17日 曇 稍重 （31阪神1）第8日 第5競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走12時20分 （ダート・右）

牝，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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

813 インバウンド 牝3鹿 54 中谷 雄太保坂 和孝氏 林 徹 安平 ノーザンファーム 490－ 21：25．4 13．2�
46 パ レ ニ ア 牝3鹿 54 �島 克駿今村 明浩氏 高橋 亮 浦河 大島牧場 488－ 61：25．61� 6．8�
45 タマモジャイブ 牝3鹿 54 戸崎 圭太タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 500－ 81：25．7クビ 12．6�
712 チュウワフライヤー 牝3栗 54 岩田 康誠中西 忍氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 506－ 41：25．91� 2．5�
814 ペイシャクレア 牝3鹿 54 福永 祐一北所 直人氏 坂口 智康 浦河 杵臼斉藤牧場 400－101：26．0� 5．8�
58 ヴィルトファン 牝3黒鹿54 A．シュタルケ �カナヤマホールディングス 高柳 瑞樹 平取 赤石牧場 500－161：26．31� 16．5	

（独）

610 スマートモリガン 牝3青鹿54 松若 風馬大川 徹氏 寺島 良 新ひだか 飛野牧場 462± 01：26．4� 32．0

57 クリスタルオーブ 牝3鹿 54 国分 恭介永田 和彦氏 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 452＋ 41：26．5� 76．1�
69 アッシャムス 牝3鹿 54 浜中 俊�KTレーシング 武井 亮 浦河 桑田牧場 484± 01：26．6� 46．1�
22 ホウオウモントレー 牝3芦 54 幸 英明小笹 芳央氏 矢野 英一 むかわ 市川牧場 482－121：26．92 10．5
711 キララアモーレ 牝3栗 54 和田 竜二吉澤 克己氏 今野 貞一 浦河 辻 牧場 460－ 81：27．0� 59．6�
33 ビオレイメル 牝3栗 54 古川 吉洋ケーエスHD 本田 優 新ひだか 前谷 武志 460＋ 21：27．1� 63．9�
11 アナスタシオ 牝3青鹿54 藤井勘一郎�ノースヒルズ 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 466＋ 21：27．2クビ 9．0�
34 デンコウハピネス 牝3黒鹿54 田中 健田中 康弘氏 坂口 智康 新冠 村上 欽哉 420－ 61：27．3� 43．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 38，778，500円 複勝： 59，151，800円 枠連： 15，956，500円
馬連： 72，300，800円 馬単： 31，804，400円 ワイド： 55，280，100円
3連複： 109，901，700円 3連単： 123，998，300円 計： 507，172，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，320円 複 勝 � 470円 � 250円 � 350円 枠 連（4－8） 1，280円

馬 連 �� 6，000円 馬 単 �� 12，940円

ワ イ ド �� 2，050円 �� 3，390円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 23，820円 3 連 単 ��� 160，530円

票 数

単勝票数 計 387785 的中 � 23481（7番人気）
複勝票数 計 591518 的中 � 30639（8番人気）� 69454（2番人気）� 43316（6番人気）
枠連票数 計 159565 的中 （4－8） 9587（5番人気）
馬連票数 計 723008 的中 �� 9325（21番人気）
馬単票数 計 318044 的中 �� 1842（48番人気）
ワイド票数 計 552801 的中 �� 6904（22番人気）�� 4120（36番人気）�� 13004（9番人気）
3連複票数 計1099017 的中 ��� 3460（80番人気）
3連単票数 計1239983 的中 ��� 560（486番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．7―12．5―12．7―12．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．1―34．8―47．3―1：00．0―1：12．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．6―3F38．1
3 1，10（2，13）12，11（4，14）6，8（3，9）7－5 4 ・（1，10）（2，13）12（6，14）4，8（7，5）（3，9）－11
市場取引馬

勝馬の
紹 介

インバウンド �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Grand Slam デビュー 2018．10．21 東京14着

2016．1．24生 牝3鹿 母 ハイドバウンド 母母 Hidden Dreams 3戦2勝 賞金 12，200，000円
※インバウンド号は，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。

07090 3月17日 小雨 稍重 （31阪神1）第8日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時50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

45 エルモンストロ 牡3鹿 56 福永 祐一�KTレーシング 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 468－ 21：53．9 3．4�
58 マッスルビーチ 牡3黒鹿56 幸 英明岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 452－ 21：54．21� 10．7�
33 クレッセントムーン 牡3栗 56 A．シュタルケ �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 486＋ 81：54．3� 8．0�

（独）

711 ソルトイブキ 牡3黒鹿56 四位 洋文杉浦 敏夫氏 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 476－ 41：54．62 5．8�
22 コ ン カ ラ ー 牡3鹿 56 和田 竜二江口雄一郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 472± 01：55．02� 11．0	
610 ト イ ガ ー 牡3黒鹿56 藤井勘一郎桐谷 敏子氏 村山 明 新冠 高瀬牧場 534＋ 61：55．1� 25．4

712	 ア ヴ ァ ン セ 牡3鹿 56 岩田 康誠飯田 正剛氏 吉村 圭司 米 Dr. Masa-

take Iida 476－ 21：55．2クビ 3．9�
813 シールドヴォルト 牡3鹿 56 
島 克駿飯田 正剛氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 446± 01：55．41� 105．5�
46 シゲルヒカルダイヤ 牡3鹿 56 戸崎 圭太森中 蕃氏 橋田 満 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496－ 8 〃 アタマ 17．4
814 タイセイレオーネ 牡3栗 56 池添 謙一田中 成奉氏 松下 武士 浦河 川越ファーム 474－ 51：55．61� 101．1�
34 エ ナ キ ョ ウ 牡3黒鹿56 古川 吉洋宮原 廣伸氏 吉田 直弘 浦河 ヒダカフアーム 506± 01：56．02� 48．4�
11 タニノマイカ 牝3黒鹿54 
島 良太谷水 雄三氏 寺島 良 新ひだか 西村 和夫 472＋ 21：56．1� 11．9�
57 ロフティネス 牡3鹿 56 松若 風馬吉澤 克己氏 音無 秀孝 新冠 村上牧場 460－ 81：56．3� 77．8�

（13頭）
69 マイネルジェンマ 牡3黒鹿56 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 長谷川浩大 浦河 ヒダカフアーム 458－ 7 （競走除外）

売 得 金
単勝： 34，883，600円 複勝： 51，957，200円 枠連： 15，793，000円
馬連： 62，989，500円 馬単： 28，185，100円 ワイド： 48，028，200円
3連複： 88，428，600円 3連単： 100，466，800円 計： 430，732，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 160円 � 290円 � 230円 枠 連（4－5） 1，600円

馬 連 �� 1，940円 馬 単 �� 2，890円

ワ イ ド �� 740円 �� 600円 �� 1，890円

3 連 複 ��� 6，440円 3 連 単 ��� 27，000円

票 数

単勝票数 差引計 348836（返還計 1873） 的中 � 79998（1番人気）
複勝票数 差引計 519572（返還計 3600） 的中 � 104279（1番人気）� 40291（6番人気）� 55981（4番人気）
枠連票数 差引計 157930（返還計 316） 的中 （4－5） 7644（8番人気）
馬連票数 差引計 629895（返還計 7448） 的中 �� 25162（5番人気）
馬単票数 差引計 281851（返還計 3301） 的中 �� 7293（7番人気）
ワイド票数 差引計 480282（返還計 8767） 的中 �� 16962（6番人気）�� 21160（4番人気）�� 6196（23番人気）
3連複票数 差引計 884286（返還計 18747） 的中 ��� 10289（21番人気）
3連単票数 差引計1004668（返還計 19968） 的中 ��� 2697（87番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―13．6―13．1―13．2―12．9―12．6―12．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―37．8―50．9―1：04．1―1：17．0―1：29．6―1：41．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エルモンストロ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．7．15 中京1着

2016．2．4生 牡3鹿 母 ミンティエアー 母母 ヒットザスポット 7戦2勝 賞金 20，277，000円
〔競走除外〕 マイネルジェンマ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。疾病〔キ甲部打撲傷〕を発症したため競走除外。発走時刻6分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 マイネルジェンマ号は，平成31年3月18日から平成31年4月16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，主として騎乗中の国名を表示している。



07091 3月17日 曇 稍重 （31阪神1）第8日 第7競走 ��
��2，400�サラブレッド系4歳以上

発走13時20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
2：24．1
2：20．6

良
良

69 エイシンクリック 牡5鹿 57 岩田 康誠�栄進堂 坂口 智康 浦河 栄進牧場 476＋ 42：29．2 4．7�
44 バリオラージュ 牡5鹿 57 A．シュタルケ �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム B464－ 42：29．51� 4．7�

（独）

710 ピッツィカート 	6鹿 57 和田 竜二 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 470－18 〃 クビ 4．5�
33 サダムラピュタ 牡4黒鹿56 松若 風馬大西 定氏 平田 修 新ひだか 矢野牧場 B478± 02：30．13
 7．7�
57 ゴールドパッキャオ 牡4栗 56 池添 謙一増田 和啓氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 466－ 82：30．2クビ 7．9	
812 アサクサスポット 牡4鹿 56 中谷 雄太田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 516－ 42：30．3� 73．6

22 グランノーブル 	6鹿 57 幸 英明三宅 勝俊氏 佐々木晶三 新冠 オリエント牧場 488－ 42：30．4
 152．6�
813 シェアザモーメント 牡5鹿 57 福永 祐一 �キャロットファーム 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 478± 0 〃 アタマ 10．4�
45 マサハヤスター 牡5栗 57 中井 裕二中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 488＋ 82：30．5
 89．9
11 タガノシャルドネ 牡5鹿 57 藤井勘一郎八木 秀之氏 川村 禎彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 458＋ 6 〃 ハナ 28．6�
56 � リードザフィールド 牡5栗 57

56 ☆加藤 祥太岡田 牧雄氏 大江原 哲 米 Brereton C. Jones
& B. Ned Jones 458＋ 22：30．71� 16．3�

68 クローディオ 	7鹿 57 浜中 俊 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 476± 02：31．33
 9．7�
711 レッドアルディ 	4鹿 56 島 克駿 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 486＋ 42：34．7大差 38．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 27，876，000円 複勝： 41，985，100円 枠連： 14，522，700円
馬連： 63，484，100円 馬単： 25，985，200円 ワイド： 42，359，100円
3連複： 86，710，700円 3連単： 103，413，200円 計： 406，336，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 160円 � 160円 � 160円 枠 連（4－6） 750円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 2，520円

ワ イ ド �� 400円 �� 430円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，610円 3 連 単 ��� 8，330円

票 数

単勝票数 計 278760 的中 � 47253（2番人気）
複勝票数 計 419851 的中 � 66667（2番人気）� 67173（1番人気）� 66029（3番人気）
枠連票数 計 145227 的中 （4－6） 15004（2番人気）
馬連票数 計 634841 的中 �� 44631（2番人気）
馬単票数 計 259852 的中 �� 7728（5番人気）
ワイド票数 計 423591 的中 �� 27601（1番人気）�� 24968（3番人気）�� 25354（2番人気）
3連複票数 計 867107 的中 ��� 40265（1番人気）
3連単票数 計1034132 的中 ��� 8999（4番人気）

ハロンタイム 12．9―11．2―12．5―12．7―12．5―12．6―12．5―12．3―11．8―11．9―13．1―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．9―24．1―36．6―49．3―1：01．8―1：14．4―1：26．9―1：39．2―1：51．0―2：02．9―2：16．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F38．2
1
3
2－13，5－10（4，12）11，8，6，9（3，7）－1
2＝13－5，10（4，9）12（8，7）（6，11）3－1

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

勝馬の
紹 介

エイシンクリック �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 キャロルハウス デビュー 2017．3．19 阪神11着

2014．3．3生 牡5鹿 母 エイシンサンサン 母母 エイシンギヤロツプ 17戦3勝 賞金 31，323，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レッドアルディ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年4月17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。

07092 3月17日 晴 稍重 （31阪神1）第8日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時50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
1：48．5
1：47．8

重
重

810 ウェルカムゴールド 牡4栗 57 戸崎 圭太 �キャロットファーム 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 522＋101：54．2 2．7�
78 パキュートハート 牡4鹿 57 岩田 康誠中野 和子氏 石橋 守 むかわ 桑原牧場 518－ 21：55．37 2．7�
11 ギガバッケン 牡4鹿 57 M．デムーロ �ノルマンディーサラブレッドレーシング 中川 公成 新ひだか 岡田スタツド 556－101：55．93� 4．8�
33 ブロンズケイ 牡4黒鹿57 �島 良太畑佐 博氏 角田 晃一 新冠 細川農場 522＋ 81：56．0� 7．8�
89 ダイシンステルラ 牝4黒鹿55 川須 栄彦大八木信行氏 牧田 和弥 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 444＋ 21：56．1クビ 23．9	
77 ミラクルユニバンス 牡6栗 57 藤井勘一郎亀井 哲也氏 村山 明 千歳 社台ファーム 454－ 21：56．31	 25．7

66 マイヨヴェール 牡4鹿 57 酒井 学�ヤナガワ牧場 飯田 祐史 日高 ヤナガワ牧場 548± 0 〃 クビ 29．4�
44 
 クリノクノイチ 牝4黒鹿55 小牧 太栗本 博晴氏 中尾 秀正 日高 日西牧場 454－141：56．72� 126．1�
55 アントーニオ �4栗 57 �島 克駿ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 436－ 41：57．23 18．7
22 ライトブリンガー 牡6栗 57 幸 英明�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 B474＋10 〃 アタマ 71．9�

（10頭）

売 得 金
単勝： 31，894，200円 複勝： 33，560，700円 枠連： 10，679，500円
馬連： 63，171，800円 馬単： 31，433，300円 ワイド： 37，080，800円
3連複： 80，253，200円 3連単： 131，036，600円 計： 419，110，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 120円 � 110円 � 140円 枠 連（7－8） 360円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 860円

ワ イ ド �� 190円 �� 280円 �� 230円

3 連 複 ��� 520円 3 連 単 ��� 2，460円

票 数

単勝票数 計 318942 的中 � 91240（2番人気）
複勝票数 計 335607 的中 � 71158（2番人気）� 91157（1番人気）� 49746（3番人気）
枠連票数 計 106795 的中 （7－8） 22910（1番人気）
馬連票数 計 631718 的中 �� 120966（1番人気）
馬単票数 計 314333 的中 �� 27323（2番人気）
ワイド票数 計 370808 的中 �� 52401（1番人気）�� 30796（4番人気）�� 39471（2番人気）
3連複票数 計 802532 的中 ��� 115469（1番人気）
3連単票数 計1310366 的中 ��� 38593（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．8―38．6―51．6―1：05．0―1：17．8―1：30．3―1：42．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウェルカムゴールド �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Deputy Minister デビュー 2017．12．9 阪神1着

2015．5．4生 牡4栗 母 マチカネチコウヨレ 母母 Alysbelle 5戦2勝 賞金 19，200，000円



07093 3月17日 晴 稍重 （31阪神1）第8日 第9競走 ��
��1，200�

さ ん よ う

山 陽 特 別
発走14時25分 （芝・右）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．1
1：06．5

良
良

11 ウインストラグル 牡5黒鹿57 松若 風馬�ウイン 加用 正 浦河 大柳ファーム 486＋ 41：09．6 9．7�
55 ロイヤルメジャー 牝5鹿 55 �島 克駿本間 茂氏 山内 研二 むかわ 上水牧場 460－121：09．81	 21．9�
812 オ フ ク ヒ メ 牝6黒鹿55 中谷 雄太山田 裕仁氏 松下 武士 浦河 金成吉田牧場 460＋ 41：10．01
 155．2�
68 � スペードクイーン 牝6栗 55 幸 英明吉田 和子氏 西村 真幸 米 Robert B. Trus-

sell Jr et al 458－ 8 〃 アタマ 13．7�
56 ミトノアミーゴ 牡4栗 57 福永 祐一ロイヤルパーク 武 英智 浦河 ディアレスト

クラブ 464－ 41：10．21 10．3�
67 ミ ス エ ル テ 牝5鹿 55 戸崎 圭太 	サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 462± 0 〃 クビ 6．4

710 ト ン ボ イ 牝4栗 55 酒井 学幅田 京子氏 西園 正都 浦河 大北牧場 436＋ 61：10．3クビ 4．0�
811 ショウナンアヴィド 牡6青鹿57 藤井勘一郎	湘南 須貝 尚介 日高 中原牧場 B496－ 2 〃 ハナ 122．7�
22 ゲンパチケンシン 牡5芦 57 和田 竜二平野 武志氏 加用 正 浦河 宮内牧場 474－ 6 〃 アタマ 14．3
33 クリノシャンボール 牡6黒鹿57 中井 裕二栗本 博晴氏 川村 禎彦 新ひだか 水上 習孝 496＋ 41：10．72	 62．1�
44 シュエットヌーベル 牝5栗 55 M．デムーロ �ノルマンディーサラブレッドレーシング 羽月 友彦 新ひだか 岡田スタツド B460＋101：10．8	 6．5�
79 ユアスイスイ 牝5栗 55 岩田 康誠ユアストーリー 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B490－ 41：11．22	 3．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 39，762，000円 複勝： 47，591，000円 枠連： 21，676，900円
馬連： 93，147，900円 馬単： 38，749，600円 ワイド： 55，478，000円
3連複： 124，540，500円 3連単： 163，394，400円 計： 584，340，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 970円 複 勝 � 390円 � 630円 � 2，510円 枠 連（1－5） 3，870円

馬 連 �� 13，190円 馬 単 �� 26，060円

ワ イ ド �� 3，610円 �� 17，790円 �� 21，670円

3 連 複 ��� 507，630円 3 連 単 ��� 2，042，430円

票 数

単勝票数 計 397620 的中 � 32732（5番人気）
複勝票数 計 475910 的中 � 35470（7番人気）� 19872（9番人気）� 4563（11番人気）
枠連票数 計 216769 的中 （1－5） 4340（12番人気）
馬連票数 計 931479 的中 �� 5471（34番人気）
馬単票数 計 387496 的中 �� 1115（70番人気）
ワイド票数 計 554780 的中 �� 4008（36番人気）�� 801（58番人気）�� 657（62番人気）
3連複票数 計1245405 的中 ��� 184（205番人気）
3連単票数 計1633944 的中 ��� 58（1109番人気）

ハロンタイム 12．2―10．4―10．7―11．3―12．0―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．6―33．3―44．6―56．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F36．3
3 ・（1，9）－（2，10）（5，8）（3，12）（7，11）－（6，4） 4 ・（1，9）－（2，10）8（5，12）－（3，11）7（6，4）

勝馬の
紹 介

ウインストラグル �
�
父 ショウナンカンプ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2016．12．25 阪神18着

2014．4．23生 牡5黒鹿 母 マルモリバニー 母母 ゴールドバニー 18戦3勝 賞金 35，493，000円

07094 3月17日 晴 稍重 （31阪神1）第8日 第10競走 ��
��2，000�

た じ ま

但馬ステークス
発走15時00分 （芝・右）
4歳以上，1，600万円以下，30．3．17以降31．3．10まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

56 モーヴサファイア 牝5鹿 54 A．シュタルケ 吉田 和美氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 506－ 42：02．1 4．0�
（独）

22 フ ラ ン ツ 牡4鹿 55 池添 謙一近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 434－ 82：02．63 3．3�
33 テリトーリアル 牡5栗 54 岩田 康誠ゴドルフィン 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 482＋ 2 〃 クビ 10．0�
711 メイショウキトラ 牡8栗 52 横山 典弘松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 磯野牧場 498± 02：02．8� 49．4�
57 マイネルファンロン 牡4青鹿55 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 476－10 〃 アタマ 6．8�
710 アルメリアブルーム 牝5鹿 54 浜中 俊 	サンデーレーシング 高橋 康之 安平 追分ファーム 432－ 2 〃 ハナ 14．1

11 レイズアベール 牝5鹿 52 戸崎 圭太 	サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 456－ 42：02．9� 6．5�
812 バイオレントブロー 牡4黒鹿54 中谷 雄太 	キャロットファーム 佐々木晶三 むかわ 上水牧場 482－ 22：03．22 28．1�
44 オブリゲーション 牡6鹿 54 蛯名 正義	辻牧場 奥村 豊 浦河 辻 牧場 478± 02：03．4� 77．0
69 ミスディレクション �5黒鹿55 幸 英明�ノースヒルズ 武 幸四郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 496－ 6 〃 ハナ 11．5�
813 トレクァルティスタ �8黒鹿54 藤井勘一郎 	サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 482＋ 22：03．5	 51．7�
68 シャルルマーニュ 牡4鹿 55 福永 祐一 �カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 新ひだか 山際牧場 502± 02：03．82 17．8�
45 
 アポロテキサス �6鹿 53 松若 風馬アポロサラブレッドクラブ 山内 研二 米 William B.

Thompson Jr. 498＋ 42：06．2大差 227．1�
（13頭）

売 得 金
単勝： 62，803，000円 複勝： 85，735，100円 枠連： 30，407，000円
馬連： 153，371，700円 馬単： 62，798，500円 ワイド： 90，429，600円
3連複： 220，943，700円 3連単： 291，720，600円 計： 998，209，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 140円 � 160円 � 240円 枠 連（2－5） 470円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 1，440円

ワ イ ド �� 260円 �� 550円 �� 690円

3 連 複 ��� 1，810円 3 連 単 ��� 7，090円

票 数

単勝票数 計 628030 的中 � 124195（2番人気）
複勝票数 計 857351 的中 � 186249（1番人気）� 146635（2番人気）� 74907（5番人気）
枠連票数 計 304070 的中 （2－5） 49095（1番人気）
馬連票数 計1533717 的中 �� 184551（1番人気）
馬単票数 計 627985 的中 �� 32636（2番人気）
ワイド票数 計 904296 的中 �� 98857（1番人気）�� 39612（3番人気）�� 30516（8番人気）
3連複票数 計2209437 的中 ��� 91507（2番人気）
3連単票数 計2917206 的中 ��� 29794（8番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―12．3―12．4―12．1―12．5―12．0―11．6―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．4―36．7―49．1―1：01．2―1：13．7―1：25．7―1：37．3―1：49．3

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

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

勝馬の
紹 介

モーヴサファイア �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2016．7．3 中京1着

2014．2．5生 牝5鹿 母 モルガナイト 母母 タンザナイト 13戦5勝 賞金 82，617，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 モーヴサファイア号の騎手A．シュタルケは，4コーナーで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：5番）
※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。

１レース目



07095 3月17日 曇 稍重 （31阪神1）第8日 第11競走 ��
��3，000�第67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，30．3．17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，30．3．16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 67，000，000円 27，000，000円 17，000，000円 10，000，000円 6，700，000円
付 加 賞 770，000円 220，000円 110，000円 � コースレコード

中央レコード
3：02．5
3：01．0

良
良

810 シ ャ ケ ト ラ 牡6青鹿57 戸崎 圭太金子真人ホール
ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 518－ 43：06．5 2．2�

67 カフジプリンス 牡6栗 56 中谷 雄太加藤 守氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 528－ 43：07．35 20．3�
11 ロードヴァンドール 牡6栗 56 横山 典弘 �ロードホースクラブ 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム B498－ 23：07．72� 41．2�
66 ソールインパクト 牡7芦 56 福永 祐一窪田 芳郎氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490± 03：07．91 30．7�
79 アドマイヤエイカン 牡6鹿 56 岩田 康誠近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 512－ 23：08．11� 7．8�
22 	 リ ッ ジ マ ン 牡6鹿 57 蛯名 正義	辻牧場 庄野 靖志 浦河 辻 牧場 444－ 23：08．2
 4．2

33 ケ ン ト オ ー 牡7黒鹿56 幸 英明田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 ハクツ牧場 472－ 23：08．51
 24．9�
78 ヴ ォ ー ジ ュ 牡6青鹿56 和田 竜二杉山 忠国氏 西村 真幸 新ひだか 明治牧場 518－ 43：09．13� 14．8�
44 ステイインシアトル 牡8黒鹿56 浜中 俊青芝商事� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 492＋ 23：09．84 21．6
811 コルコバード 牝6黒鹿54 M．デムーロ 	キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 458－ 63：10．01 5．6�
55 サイモンラムセス 牡9鹿 56 小牧 太澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 B464－ 43：18．8大差 119．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 202，853，400円 複勝： 221，893，400円 枠連： 97，316，400円
馬連： 642，185，400円 馬単： 264，708，000円 ワイド： 323，420，600円
3連複： 994，428，600円 3連単： 1，748，231，400円 計： 4，495，037，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 140円 � 390円 � 820円 枠 連（6－8） 980円

馬 連 �� 2，700円 馬 単 �� 3，830円

ワ イ ド �� 960円 �� 1，710円 �� 7，500円

3 連 複 ��� 27，560円 3 連 単 ��� 87，820円

票 数

単勝票数 計2028534 的中 � 721522（1番人気）
複勝票数 計2218934 的中 � 593381（1番人気）� 122212（6番人気）� 51938（10番人気）
枠連票数 計 973164 的中 （6－8） 76189（5番人気）
馬連票数 計6421854 的中 �� 184326（10番人気）
馬単票数 計2647080 的中 �� 51768（13番人気）
ワイド票数 計3234206 的中 �� 90247（10番人気）�� 48544（23番人気）�� 10732（44番人気）
3連複票数 計9944286 的中 ��� 27056（77番人気）
3連単票数 計17482314 的中 ��� 14431（255番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―11．4―12．1―12．3―12．9―12．0―13．0―12．7―13．0―13．0―12．6―12．5―12．1―13．4

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―23．5―34．9―47．0―59．3―1：12．2―1：24．2―1：37．2―1：49．9―2：02．9―2：15．9―2：28．5

2，600� 2，800�
―2：41．0―2：53．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F50．6―3F38．0
1
�
・（5，1）＝8－4－（6，7）－2（9，10）－3－11
1＝10，8，7（6，4）（5，2）（9，3，11）

2
�
1，5＝8－4（6，7）2，9，10，3，11
1，10（8，7）2，6，3（9，4）11＝5

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シ ャ ケ ト ラ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Singspiel デビュー 2016．6．12 阪神1着

2013．3．17生 牡6青鹿 母 サ マ ー ハ 母母 Genovefa 13戦6勝 賞金 275，125，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりシャケトラ号は，天皇賞（春）（GⅠ）競走に優先出走できる。

07096 3月17日 曇 稍重 （31阪神1）第8日 第12競走 ��
��1，400�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 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

35 � タガノジーニアス 牡6鹿 57
54 ▲団野 大成八木 秀之氏 斉藤 崇史 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B512－ 21：24．3 11．5�
59 テイエムグッドマン 牡5鹿 57 四位 洋文竹園 正繼氏 武 英智 新ひだか 本桐牧場 B492± 01：24．4	 2．6�
612 ハ ゼ ル 牡4栗 57 M．デムーロ杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 ムラカミファーム 498－ 41：24．82	 5．2�
611
 アメリカンファクト 牡4栗 57 福永 祐一吉澤 克己氏 戸田 博文 米 Nesco II Ltd. B502± 01：24．9� 3．2�
12 クリノキング �5栗 57 酒井 学栗本 守氏 湯窪 幸雄 新冠 柏木 一則 B478＋ 81：25．0	 21．9�
24 シアワセデス 牝6鹿 55 幸 英明窪田 康志氏 浜田多実雄 浦河 有限会社

吉田ファーム 482－161：25．1クビ 59．0�
816 テ ィ カ ル �4鹿 57 中井 裕二 	カナヤマホール

ディングス 池添 学 日高 天羽牧場 490－ 2 〃 クビ 26．6

713 ブ ル ー ミ ン 牝5黒鹿55 藤井勘一郎佐々木雄二氏 石坂 公一 浦河 川 啓一 458± 0 〃 アタマ 33．7�
510 フクノグリュック 牡7鹿 57 蛯名 正義福島 祐子氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社

ケイズ B520＋ 21：25．2クビ 84．5�
23 アスターソード 牡4鹿 57 島 良太加藤 久枝氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 446－ 81：25．51� 49．1
714 ウォーターバオバブ 牡6栗 57 国分 恭介山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 494－ 41：25．6	 230．6�
815 リスペクタブル 牡4鹿 57 島 克駿�グランド牧場 橋田 満 新ひだか グランド牧場 482－ 4 〃 アタマ 44．4�
36 キングラディウス 牡6栗 57 池添 謙一菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 新冠橋本牧場 B482－ 61：25．92 187．7�
48 � ワキノアタリ 牝6鹿 55 小牧 太脇山 良之氏 松下 武士 新ひだか 広田牧場 474± 01：26．32	 13．9�
11 バ ル ベ ー ラ 牝5青鹿55 国分 優作 	カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 浦河 酒井牧場 430－ 21：26．51	 43．5�
（15頭）

47 ザ ク イ ー ン 牝5黒鹿55 戸崎 圭太	NICKS 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 488± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 61，937，500円 複勝： 84，074，700円 枠連： 43，238，400円
馬連： 153，369，100円 馬単： 62，191，000円 ワイド： 92，736，100円
3連複： 208，929，800円 3連単： 287，107，200円 計： 993，583，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，150円 複 勝 � 220円 � 120円 � 170円 枠 連（3－5） 1，370円

馬 連 �� 1，220円 馬 単 �� 3，200円

ワ イ ド �� 440円 �� 1，270円 �� 360円

3 連 複 ��� 2，500円 3 連 単 ��� 17，270円

票 数

単勝票数 差引計 619375（返還計 22086） 的中 � 42716（4番人気）
複勝票数 差引計 840747（返還計 29031） 的中 � 74491（4番人気）� 249844（1番人気）� 112106（3番人気）
枠連票数 差引計 432384（返還計 2802） 的中 （3－5） 24414（5番人気）
馬連票数 差引計1533691（返還計133828） 的中 �� 97363（4番人気）
馬単票数 差引計 621910（返還計 50913） 的中 �� 14549（9番人気）
ワイド票数 差引計 927361（返還計 85258） 的中 �� 55021（4番人気）�� 16944（14番人気）�� 70156（2番人気）
3連複票数 差引計2089298（返還計325313） 的中 ��� 62649（6番人気）
3連単票数 差引計2871072（返還計429930） 的中 ��� 12050（38番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．8―12．3―12．1―11．8―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．5―35．3―47．6―59．7―1：11．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�タガノジーニアス �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 Saint Ballado

2013．4．12生 牡6鹿 母 タガノチャーリーズ 母母 Charlies Paradise 34戦3勝 賞金 71，112，000円
初出走 JRA

〔競走除外〕 ザクイーン号は，馬場入場後に左手綱の尾錠が外れ暴走し，疲労が著しいため競走除外。
〔制裁〕 ザクイーン号の調教師角居勝彦は，馬場入場後に同馬の左手綱の尾錠が外れたことについて過怠金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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 メリッサーニ号

４レース目



（31阪神1）第8日 3月17日（日曜日） 曇時々雨一時晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
稍重

競走回数 12回 出走頭数 158頭 本 賞
距離別出走奨励賞
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

306，060，000円
5，180，000円
20，500，000円
1，900，000円
37，080，000円
65，695，000円
4，295，000円
1，516，800円

勝馬投票券売得金
617，272，200円
850，064，700円
294，989，000円
1，504，949，700円
650，330，800円
893，253，700円
2，202，802，900円
3，373，070，500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 10，386，733，500円

総入場人員 16，428名 （有料入場人員 15，478名）



平成31年度 第1回阪神競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，248頭 本 賞
距離別出走奨励賞
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

2，060，280，000円
30，940，000円
165，930，000円
13，120，000円
230，790，000円
506，834，750円
36，087，000円
11，980，800円

勝馬投票券売得金
4，423，114，000円
6，934，952，900円
2，022，782，300円
9，825，497，300円
4，636，978，500円
6，013，216，000円
14，706，234，200円
22，622，900，200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 71，185，675，400円

総入場延人員 114，859名 （有料入場延人員 107，610名）
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