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07073 3月19日 曇 不良 （28阪神1）第7日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時10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
1：08．8
1：08．7

重
重

34 ラッシュストーム 牝3黒鹿54 国分 恭介 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 浜田多実雄 日高 槇本牧場 450－ 21：12．3 25．7�

46 オンザフロウ 牝3鹿 54 田中 健五影 慶則氏 福島 信晴 新ひだか チャンピオンズファーム 458－12 〃 クビ 7．0�
23 モズワッショイ 牝3黒鹿 54

52 △義 英真 �キャピタル・システム 牧浦 充徳 日高 目黒牧場 404－ 41：12．4クビ 15．2�
35 テイエムサンピラー 牝3芦 54 和田 竜二竹園 正繼氏 岩元 市三 登別 ユートピア牧場 492± 0 〃 ハナ 12．1�
712 スリースピナーズ 牝3青鹿54 川田 将雅 H.H．シェイク・モハメド 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 450 ― 〃 アタマ 16．3�
814 マルクデラポム 牝3青鹿54 C．ルメール 三宅 勝俊氏 松下 武士 浦河 昭和牧場 482＋ 21：12．61� 1．4	
815 プリティクイーン 牝3栗 54

53 ☆�島 克駿長谷川光司氏 日吉 正和 新冠 村上 欽哉 436＋ 41：12．91� 15．9

58 ネオヴィッパー 牝3芦 54 菱田 裕二小林 仁幸氏 田所 秀孝 日高 メイプルファーム 452－ 81：13．11� 236．5�
22 スラムダンス 牝3鹿 54 国分 優作山口 敦広氏 松下 武士 新冠 柏木 一則 452＋ 41：13．2� 87．9�
611 ロングブリオ 牝3鹿 54 秋山真一郎中井 敏雄氏 大根田裕之 浦河 荻伏三好フ

アーム 456± 01：13．3� 20．7
47 ホ ー ク ア イ 牝3芦 54 柴田 大知深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 西村 和夫 416－121：13．5� 183．5�
59 ラガーエミリー 牝3黒鹿54 藤田 弘治奥村 啓二氏 池添 学 新ひだか 岡田 猛 B460－ 61：13．81� 85．2�

（金沢）

610 スピードウッド 牝3黒鹿 54
51 ▲三津谷隼人冨沢 敦子氏 崎山 博樹 新ひだか 高橋 義浩 432＋ 41：14．43� 519．3�

11 オ カ ミ サ ン 牝3鹿 54
53 ☆小崎 綾也吉田 勝利氏 森 秀行 新ひだか チャンピオンズファーム 444－ 81：14．61� 127．4�

713 メイショウオムロ 牝3鹿 54 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 �川フアーム 450 ―1：15．55 101．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 25，904，500円 複勝： 96，196，200円 枠連： 14，755，400円
馬連： 59，788，900円 馬単： 38，145，200円 ワイド： 37，517，400円
3連複： 87，310，500円 3連単： 136，988，900円 計： 496，607，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，570円 複 勝 � 1，110円 � 550円 � 750円 枠 連（3－4） 2，390円

馬 連 �� 5，290円 馬 単 �� 15，440円

ワ イ ド �� 1，480円 �� 1，750円 �� 1，280円

3 連 複 ��� 14，900円 3 連 単 ��� 126，190円

票 数

単勝票数 計 259045 的中 � 8052（8番人気）
複勝票数 計 961962 的中 � 22105（8番人気）� 47717（2番人気）� 34120（3番人気）
枠連票数 計 147554 的中 （3－4） 4784（7番人気）
馬連票数 計 597889 的中 �� 8753（12番人気）
馬単票数 計 381452 的中 �� 1852（32番人気）
ワイド票数 計 375174 的中 �� 6505（14番人気）�� 5489（20番人気）�� 7632（12番人気）
3連複票数 計 873105 的中 ��� 4393（33番人気）
3連単票数 計1369889 的中 ��� 787（263番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．7―11．9―12．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．3―35．0―46．9―59．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．3
3 6，11（5，12）（3，9）14（10，15）－（4，13）8，2－7＝1 4 ・（6，11）12（5，14）（3，9）15－10（4，8）2，13，7＝1

勝馬の
紹 介

ラッシュストーム �
�
父 ザ ー ル �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2015．11．1 京都5着

2013．3．12生 牝3黒鹿 母 ラッシュウインド 母母 ラ ク リ ス 5戦1勝 賞金 7，750，000円
※出走取消馬 オーネットハッピー号（疾病〔右後肢フレグモーネ〕のため）
※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 ルールチェリッシュ号
※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。

07074 3月19日 曇 不良 （28阪神1）第7日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時40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

813 ハローマイディア 牡3黒鹿56 和田 竜二飯田 正剛氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 482± 01：52．7 3．3�
57 ツジラピテス 牡3栗 56 池添 謙一辻 俊夫氏 田中 章博 新ひだか シンボリ牧場 472－ 8 〃 クビ 8．5�
11 ハギノスノーボール 牡3芦 56 福永 祐一日隈 良江氏 松田 国英 浦河 村下 明博 488＋ 61：52．8� 1．9�
711 ゴールドファーム 牡3栗 56 戸崎 圭太新井 康司氏 森 秀行 日高 本間牧場 470＋ 21：53．22� 6．0�
45 グレートジーピー 牡3黒鹿56 国分 優作竹下千亜子氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 492＋101：53．3� 21．0�
712 マイネルラザンツ 牡3芦 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新ひだか 藤沢牧場 478－121：53．72� 19．8	
33 サンストックトン 牡3鹿 56 岩部 純二加藤 信之氏 萱野 浩二 浦河 大北牧場 484－ 21：53．91� 558．7

814 ミスターライジン 牡3鹿 56 内田 博幸阿部東亜子氏 崎山 博樹 えりも 能登 浩 488± 01：54．96 56．1�
58 モズリンリン 牡3鹿 56

55 ☆小崎 綾也 �キャピタル・システム 村山 明 日高 日高大洋牧場 B460－ 61：55．11� 224．2�
69 ニホンピロスマート 牡3栗 56 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 460－ 61：55．42 86．2
610 ジューンフォルテ 牡3鹿 56

54 △義 英真吉川 潤氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 442± 01：55．5� 719．6�
22 カシノジョウネツ 牡3鹿 56

55 ☆�島 克駿柏木 務氏 日吉 正和 日高 川端 正博 534－ 4 〃 クビ 351．3�
34 ホッコーゲンブ 牡3黒鹿56 小林 徹弥矢部 道晃氏 飯田 祐史 新冠 佐藤牧場 480－ 41：57．110 431．7�
46 メッザルーナ 牝3黒鹿 54

51 ▲三津谷隼人ホースアディクト高橋 義博 新ひだか 堀川 洋之 408－ 81：58．48 255．6�
（14頭）

売 得 金
単勝： 29，685，700円 複勝： 56，467，100円 枠連： 14，912，100円
馬連： 57，715，400円 馬単： 38，300，900円 ワイド： 35，151，200円
3連複： 76，947，100円 3連単： 135，319，900円 計： 444，499，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 110円 � 130円 � 110円 枠 連（5－8） 1，320円

馬 連 �� 1，180円 馬 単 �� 2，210円

ワ イ ド �� 260円 �� 130円 �� 230円

3 連 複 ��� 470円 3 連 単 ��� 4，820円

票 数

単勝票数 計 296857 的中 � 70952（2番人気）
複勝票数 計 564671 的中 � 114781（2番人気）� 51335（3番人気）� 284970（1番人気）
枠連票数 計 149121 的中 （5－8） 8749（5番人気）
馬連票数 計 577154 的中 �� 37892（4番人気）
馬単票数 計 383009 的中 �� 12995（8番人気）
ワイド票数 計 351512 的中 �� 27162（5番人気）�� 91321（1番人気）�� 32460（2番人気）
3連複票数 計 769471 的中 ��� 122502（1番人気）
3連単票数 計1353199 的中 ��� 20337（13番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．5―37．9―50．3―1：02．3―1：14．6―1：27．0―1：39．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハローマイディア �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Mining デビュー 2016．1．9 京都4着

2013．5．30生 牡3黒鹿 母 ハローレイチェル 母母 One Smart Lady 4戦1勝 賞金 9，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メッザルーナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年4月19日まで平地競走

に出走できない。
※サンストックトン号・マイネルラザンツ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

第１回 阪神競馬 第７日



07075 3月19日 曇 不良 （28阪神1）第7日 第3競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走11時10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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

59 ワンミリオンス 牝3鹿 54 福永 祐一 �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 470± 01：23．8 3．6�
36 メイショウグンパイ 牡3黒鹿56 池添 謙一松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 480＋ 21：24．54 5．4�
47 ローゼンタール 牝3栗 54 M．デムーロ岡田 牧雄氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 500＋18 〃 ハナ 20．3�
48 ナ イ ス ワ ン 牡3栗 56 内田 博幸田畑 富子氏 奥村 豊 新ひだか 中橋 清 446＋ 21：24．6� 14．2�
714 タガノモーサン 牡3鹿 56 菱田 裕二八木 良司氏 岡田 稲男 新ひだか 木村 秀則 512＋ 21：24．7� 44．6�
23 ヒデサンエース 牡3栗 56 大下 智井之口二三雄氏 作田 誠二 浦河 富田牧場 B440－ 21：25．33� 199．3	
12 コウザンベル 牡3青鹿56 酒井 学山下 良子氏 湯窪 幸雄 新ひだか 沖田 忠幸 468± 0 〃 クビ 20．7

510 ピ ナ ク ル ズ 牡3黒鹿56 国分 恭介ライオンレースホース� 牧田 和弥 むかわ 真壁 信一 496－141：25．61� 109．3�
815 ジ オ ビ ー ト 牡3黒鹿56 秋山真一郎小関 勝紀氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 474－ 21：25．7� 518．9
611 クリノメルクリウス �3鹿 56

55 ☆�島 克駿栗本 守氏 田所 秀孝 千歳 社台ファーム 440＋ 61：25．8クビ 207．0�
24 カジッタリンゴ 牝3青鹿54 田中 健三宅 勝俊氏 松元 茂樹 浦河 三枝牧場 410－ 41：26．22� 586．0�
612 キクノテソロ 牡3鹿 56 和田 竜二菊池 五郎氏 北出 成人 浦河 高村牧場 484－ 41：26．51� 53．1�
35 シャインスプライト 牡3鹿 56 C．ルメール 布施 光章氏 本田 優 新ひだか 稲葉牧場 524－ 61：26．71	 1．8�
11 アルファヴィル 牡3芦 56 四位 洋文三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 454－ 41：26．8クビ 59．5�
816 ワイルドキッド 牡3栗 56 柴田 大知林 正道氏 浜田多実雄 新ひだか 三石橋本牧場 B486＋301：27．22� 192．7�
713 サンプライス 牝3青鹿54 竹之下智昭加藤 信之氏 千田 輝彦 浦河 山田牧場 454－ 61：28．05 932．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，261，600円 複勝： 54，462，600円 枠連： 19，178，300円
馬連： 60，524，500円 馬単： 38，057，000円 ワイド： 38，418，300円
3連複： 86，311，600円 3連単： 138，422，800円 計： 471，636，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 190円 � 230円 � 820円 枠 連（3－5） 270円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 1，880円

ワ イ ド �� 380円 �� 1，280円 �� 2，120円

3 連 複 ��� 8，770円 3 連 単 ��� 27，470円

票 数

単勝票数 計 362616 的中 � 80403（2番人気）
複勝票数 計 544626 的中 � 86915（2番人気）� 65898（3番人気）� 13505（6番人気）
枠連票数 計 191783 的中 （3－5） 54381（1番人気）
馬連票数 計 605245 的中 �� 44686（4番人気）
馬単票数 計 380570 的中 �� 15165（6番人気）
ワイド票数 計 384183 的中 �� 29234（3番人気）�� 7346（13番人気）�� 4328（19番人気）
3連複票数 計 863116 的中 ��� 7376（22番人気）
3連単票数 計1384228 的中 ��� 3652（77番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．6―12．1―12．0―12．6―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―22．9―34．5―46．6―58．6―1：11．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワンミリオンス �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Yankee Victor デビュー 2016．1．10 京都3着

2013．4．17生 牝3鹿 母 シーズインポッシブル 母母 Difficult 3戦1勝 賞金 6，500，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 シルバーメール号・スプレーモゲレイロ号・ナムラリボン号・メイショウトーリ号
（非抽選馬） 1頭 スープレックス号

07076 3月19日 曇 不良 （28阪神1）第7日 第4競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走11時40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

11 ソリティール 牡3栗 56 M．デムーロ�G1レーシング 吉田 直弘 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 484 ―1：53．1 7．8�

612 ワンダードゥエーロ 牡3黒鹿56 柴田 大知山本 信行氏 河内 洋 新ひだか フクダファーム 474 ―1：53．63 6．6�
24 マグナムインパクト 牡3鹿 56 川田 将雅広尾レース� 藤原 英昭 新ひだか 木村 秀則 528 ―1：53．81� 2．8�
510 ジ ー パ ワ ー 牡3鹿 56

54 △義 英真大久保和夫氏 田中 章博 浦河 駿河牧場 472 ―1：54．33 64．1�
23 ア ネ モ イ 牡3黒鹿56 内田 博幸平井 裕氏 森 秀行 日高 白井牧場 498 ―1：54．4� 46．1�
815 カフェブリッツ 牡3鹿 56 藤岡 佑介西川 光一氏 池江 泰寿 新ひだか 三石橋本牧場 576 ―1：54．93 5．1	
611 カツヤドーム 牡3栗 56 菱田 裕二一村 哲也氏 岡田 稲男 日高 株式会社カ

ネツ牧場 478 ― 〃 クビ 13．5

713 ベッラヴィータ 牝3鹿 54 和田 竜二前田 葉子氏 小崎 憲 新冠 株式会社

ノースヒルズ 426 ―1：55．64 216．1�
48 	 キラリジェームス 牡3鹿 54 福永 祐一吉田 和美氏 池添 学 豪 Alpara Lodge 528 ―1：55．91
 17．1�
59 ロイヤルネイビー 牡3黒鹿 56

55 ☆小崎 綾也谷掛 龍夫氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 470 ―1：56．0� 20．4
816 イルティモーネ �3黒鹿56 �島 良太藤田 孟司氏 角田 晃一 新冠 川上牧場 452 ―1：56．21� 202．7�
47 パズドリーム 牡3栗 56

55 ☆�島 克駿岡 浩二氏 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 444 ―1：56．52 305．2�

36 ニホンピロフィート 牡3栗 56 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 512 ―1：56．82 72．7�
714 シロインジャー 牝3白 54 C．ルメール �シルクレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 526 ―1：58．18 7．6�
12 シルヴィーズモード 牝3青 54 秋山真一郎�大樹ファーム 平田 修 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム 482 ― 〃 クビ 40．3�
35 ホウオウシップ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太小笹 芳央氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 494 ―2：04．6大差 32．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，885，300円 複勝： 44，872，700円 枠連： 18，802，100円
馬連： 61，574，400円 馬単： 30，212，000円 ワイド： 34，721，800円
3連複： 79，063，000円 3連単： 97，899，100円 計： 401，030，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 220円 � 200円 � 150円 枠 連（1－6） 1，420円

馬 連 �� 2，670円 馬 単 �� 6，060円

ワ イ ド �� 910円 �� 500円 �� 410円

3 連 複 ��� 2，920円 3 連 単 ��� 25，540円

票 数

単勝票数 計 338853 的中 � 34341（5番人気）
複勝票数 計 448727 的中 � 46384（4番人気）� 55468（3番人気）� 92310（1番人気）
枠連票数 計 188021 的中 （1－6） 10220（6番人気）
馬連票数 計 615744 的中 �� 17867（10番人気）
馬単票数 計 302120 的中 �� 3734（24番人気）
ワイド票数 計 347218 的中 �� 9154（8番人気）�� 17801（3番人気）�� 22901（2番人気）
3連複票数 計 790630 的中 ��� 20274（5番人気）
3連単票数 計 978991 的中 ��� 2778（60番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．7―37．2―49．3―1：02．0―1：15．0―1：28．0―1：40．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．1―3F38．1
1
3
・（4，6）11（8，16）14，13（1，12）10，2（7，9）（3，15）－5・（11，14）16（4，6）1，8，10（12，13）－2－（9，15）7，3＝5

2
4

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

勝馬の
紹 介

ソリティール �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 エンドスウィープ 初出走

2013．3．29生 牡3栗 母 スパイラルリング 母母 ウェディングバンド 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ホウオウシップ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年4月19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 パルトネルラーフ号



07077 3月19日 曇 重 （28阪神1）第7日 第5競走 ��
��2，400�サラブレッド系3歳

発走12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
2：24．2
2：22．1

良
良

714 ナリタピクシー 牝3鹿 54 福永 祐一�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム 506－102：30．1 40．6�
612 アナザープラネット 牡3鹿 56 C．ルメール 市川義美ホール

ディングス� 角居 勝彦 新ひだか フジワラフアーム 486－ 22：30．42 3．5�
815 エアワイバーン 牡3青鹿56 戸崎 圭太 �ラッキーフィールド角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 530－16 〃 ハナ 15．5�
11 ワークショップ 牡3鹿 56 和田 竜二小林 薫氏 石橋 守 新冠 錦岡牧場 502－ 42：30．5� 32．1�
816 ロードプレミアム 牡3黒鹿56 M．デムーロ �ロードホースクラブ 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム 488＋ 4 〃 ハナ 1．5�
23 メイケイオリオン 牡3青鹿56 四位 洋文名古屋競馬� 木原 一良 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B446± 02：31．24 161．7	
35 マイネルブランブル 牡3芦 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 502± 02：31．3� 94．7

510 オ ズ マ 牡3芦 56

53 ▲坂井 瑠星新井 康司氏 森 秀行 新ひだか 片山牧場 436－ 82：32．47 598．1�
611� モ ズ ジ ョ イ 牡3栗 56 内田 博幸 �キャピタル・システム 矢作 芳人 米

Kenneth L.
Ramsey & Sarah
K. Ramsey

B512－ 22：32．82	 18．0�
48 ゴールデンゲート 牡3黒鹿56 藤岡 佑介 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500－ 42：33．01 9．9
59 スリーアリアン 牝3鹿 54 
島 良太永井商事� 西橋 豊治 新ひだか 武 牧場 438＋ 22：33．1� 331．3�
713 コウエイスズラン 牝3鹿 54 酒井 学西岡 静男氏 松元 茂樹 新ひだか 桜井牧場 454－ 62：34．37 248．6�
47 ヒラボクケーワン 牡3栗 56 秋山真一郎�平田牧場 加藤 敬二 日高 下河辺牧場 522＋ 62：35．15 394．0�
12 ビップピュアハート 牝3栗 54 国分 優作鈴木 邦英氏 清水 久詞 平取 坂東牧場 390－202：37．8大差 461．1�
36 フェリアデアブリル �3黒鹿56 菱田 裕二岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 新冠 オリエント牧場 440－102：40．2大差 529．1�
24 メイショウレクセラ 牝3鹿 54

53 ☆
島 克駿松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 454－ 62：46．6大差 72．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 37，235，700円 複勝： 95，515，300円 枠連： 19，069，900円
馬連： 73，359，800円 馬単： 50，056，700円 ワイド： 41，913，100円
3連複： 95，955，300円 3連単： 169，029，300円 計： 582，135，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，060円 複 勝 � 1，100円 � 300円 � 740円 枠 連（6－7） 2，750円

馬 連 �� 5，600円 馬 単 �� 16，530円

ワ イ ド �� 1，520円 �� 2，930円 �� 960円

3 連 複 ��� 15，820円 3 連 単 ��� 156，900円

票 数

単勝票数 計 372357 的中 � 7329（7番人気）
複勝票数 計 955153 的中 � 21017（7番人気）� 96523（2番人気）� 32327（5番人気）
枠連票数 計 190699 的中 （6－7） 5356（9番人気）
馬連票数 計 733598 的中 �� 10145（14番人気）
馬単票数 計 500567 的中 �� 2271（29番人気）
ワイド票数 計 419131 的中 �� 7083（14番人気）�� 3589（23番人気）�� 11525（9番人気）
3連複票数 計 959553 的中 ��� 4547（36番人気）
3連単票数 計1690293 的中 ��� 781（262番人気）

ハロンタイム 12．6―10．6―12．4―12．5―12．8―13．4―12．9―13．3―13．4―12．0―11．5―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�
12．6―23．2―35．6―48．1―1：00．9―1：14．3―1：27．2―1：40．5―1：53．9―2：05．9―2：17．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ナリタピクシー �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Green Desert デビュー 2015．11．14 京都13着

2013．1．26生 牝3鹿 母 ローズジプシー 母母 Krisalya 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走状況〕 マイネルブランブル号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビップピュアハート号・フェリアデアブリル号・メイショウレクセラ号は，「タイムオーバーによる出

走制限」のため，平成28年4月19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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アスターサムソン号・ライペンミノル号
（非抽選馬） 1頭 ラペルトワ号

07078 3月19日 曇 不良 （28阪神1）第7日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時05分（番組第8競走を順序変更） （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，55�
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

66 バイナリーコード 牝4栗 55 M．デムーロ �社台レースホース野中 賢二 千歳 社台ファーム 476＋ 21：51．9 1．4�
44 メイショウサルーテ 牝5鹿 55

53 △義 英真松本 好雄氏 本田 優 浦河 太陽牧場 502± 01：52．11� 24．9�
33 サブトゥエンティ 牝4栗 55

54 ☆小崎 綾也吉田 勝己氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 450＋121：52．2� 23．5�
55 マッカナバラ 牝4芦 55 和田 竜二�協栄 北出 成人 日高 タバタファーム 446－ 41：52．3� 69．7�
11 スナークエンジェル 牝4黒鹿55 	島 良太杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 見上牧場 444－ 21：52．51� 62．4	
77 グッドタイムロール 牝5栗 55

52 ▲坂井 瑠星�ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社
ノースヒルズ 524＋ 41：52．6クビ 7．0


22 クイーンズシアター 牝5鹿 55
54 ☆	島 克駿 �グリーンファーム安田 隆行 千歳 社台ファーム 456－ 41：52．7� 4．2�

88 ガラドリエル 牝4栗 55 内田 博幸�ダイリン 高橋 義忠 浦河 谷川牧場 500± 01：53．23 12．0�
（8頭）

売 得 金
単勝： 31，460，100円 複勝： 91，311，800円 枠連： 発売なし
馬連： 58，529，400円 馬単： 44，896，800円 ワイド： 31，331，600円
3連複： 60，330，700円 3連単： 208，308，300円 計： 526，168，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 320円 � 350円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 1，310円

ワ イ ド �� 480円 �� 610円 �� 2，520円

3 連 複 ��� 4，240円 3 連 単 ��� 12，670円

票 数

単勝票数 計 314601 的中 � 170015（1番人気）
複勝票数 計 913118 的中 � 711952（1番人気）� 18416（5番人気）� 16101（6番人気）
馬連票数 計 585294 的中 �� 43092（4番人気）
馬単票数 計 448968 的中 �� 25546（5番人気）
ワイド票数 計 313316 的中 �� 17785（6番人気）�� 13453（7番人気）�� 2945（17番人気）
3連複票数 計 603307 的中 ��� 10654（13番人気）
3連単票数 計2083083 的中 ��� 11919（35番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―13．7―12．5―12．0―12．2―12．3―12．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．2―37．9―50．4―1：02．4―1：14．6―1：26．9―1：39．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．5―3F37．3
1
3
・（6，7）（5，8）（2，4）（1，3）
4（8，2）6（5，7）3，1

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

勝馬の
紹 介

バイナリーコード 
�
父 ネオユニヴァース 

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2015．3．8 阪神8着

2012．4．29生 牝4栗 母 シークレットコード 母母 マジックコード 8戦2勝 賞金 21，160，000円



07079 3月19日 曇 重 （28阪神1）第7日 第7競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走13時35分 （芝・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
1：19．9
1：19．0

良
良

59 キアロスクーロ 牡3黒鹿56 C．ルメール 水上 行雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 498＋141：22．6 5．1�
816 ハクサンルドルフ 牡3黒鹿56 国分 恭介河﨑 五市氏 西園 正都 新ひだか チャンピオンズファーム 454－ 61：22．81� 6．3�
12 オーヴィレール 牝3芦 54 福永 祐一下河�行雄氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 470＋181：23．01 27．3�
815 ファインニードル 牡3鹿 56 川田 将雅 H.H．シェイク・モハメド 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470－ 2 〃 クビ 5．7�
713 ナイトオブナイツ 牡3栗 56 菱田 裕二市川義美ホール

ディングス� 池添 兼雄 千歳 社台ファーム 440＋ 81：23．1� 26．7	
510	 キングライオン 牡3栗 56

53 ▲坂井 瑠星ライオンレースホース� 矢作 芳人 米
Nursery Place,
Donaldson &
Broadbent

490± 01：23．2クビ 38．0

24 ウェーブヒーロー 牡3鹿 56 和田 竜二万波 健二氏 平田 修 新冠 新冠橋本牧場 500± 0 〃 アタマ 11．2�
36 
 リ ッ ジ マ ン 牡3鹿 56 藤岡 佑介�辻牧場 庄野 靖志 浦河 辻 牧場 434± 01：23．41� 22．2
612 ショウナンアヴィド 牡3青鹿56 池添 謙一�湘南 須貝 尚介 日高 中原牧場 488＋ 61：23．5クビ 7．0�
23 クリノサンレオ 牡3栗 56 酒井 学栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 434± 01：23．6� 87．0�
714 サクレメジャー 牡3栗 56

55 ☆小崎 綾也 K.S．ヤップ氏 村山 明 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム B516± 01：23．7� 31．1�

11 
 サハラファイター 牡3鹿 56 内田 博幸本間 茂氏 山内 研二 新ひだか へいはた牧場 498－ 21：23．8� 186．2�
611 クラシックリディア 牝3黒鹿54 戸崎 圭太 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 434＋ 21：24．01� 20．4�
35 タガノヴィアーレ 牝3栗 54 M．デムーロ八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 516－ 2 〃 クビ 4．1�
47 カシノエイシ 牡3鹿 56 国分 優作柏木 務氏 日吉 正和 鹿児島 柏木 務 542－ 41：24．1� 373．9�
48 � ガンバレショコラ 牝3栗 54 藤田 弘治 �ファーストビジョン鈴木 正也 平取 川向高橋育

成牧場 476－ 91：24．63 451．6�
（金沢） （金沢）

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，485，500円 複勝： 64，061，200円 枠連： 28，335，200円
馬連： 93，162，700円 馬単： 41，498，700円 ワイド： 51，781，600円
3連複： 123，950，200円 3連単： 148，820，200円 計： 589，095，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 210円 � 230円 � 670円 枠 連（5－8） 830円

馬 連 �� 2，370円 馬 単 �� 4，290円

ワ イ ド �� 910円 �� 2，350円 �� 3，480円

3 連 複 ��� 21，050円 3 連 単 ��� 90，970円

票 数

単勝票数 計 374855 的中 � 58718（2番人気）
複勝票数 計 640612 的中 � 90239（3番人気）� 77676（4番人気）� 20421（10番人気）
枠連票数 計 283352 的中 （5－8） 26264（3番人気）
馬連票数 計 931627 的中 �� 30338（9番人気）
馬単票数 計 414987 的中 �� 7254（16番人気）
ワイド票数 計 517816 的中 �� 15221（9番人気）�� 5599（28番人気）�� 3743（46番人気）
3連複票数 計1239502 的中 ��� 4415（77番人気）
3連単票数 計1488202 的中 ��� 1186（314番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．5―11．9―11．6―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．7―34．2―46．1―57．7―1：10．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キアロスクーロ �
�
父 スタチューオブリバティ �

�
母父 コロナドズクエスト デビュー 2015．10．31 京都3着

2013．3．4生 牡3黒鹿 母 プレシャスエルフ 母母 プレシャスフラワー 4戦2勝 賞金 15，300，000円
〔発走状況〕 サクレメジャー号は，枠入り不良。
※タガノヴィアーレ号・ナイトオブナイツ号は，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，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

07080 3月19日 曇 重 （28阪神1）第7日 第8競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走14時05分（番組第6競走を順序変更） （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

59 マインシャッツ 牡3栗 56 池添 謙一吉田 照哉氏 西浦 勝一 千歳 社台ファーム 484± 01：49．9 4．0�
48 フォンターナリーリ 牝3鹿 54 C．ルメール 吉田 和美氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 478－ 4 〃 クビ 3．2�
36 スーパーライナー 牡3鹿 56 福永 祐一谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム B488－141：51．17 3．4�
23 マイネルアトゥー 牡3青鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 434－ 21：51．52� 61．0�
510 トウケイフクキタル 牡3栗 56 国分 優作木村 信彦氏 湯窪 幸雄 日高 道見牧場 462－ 6 〃 アタマ 37．0�
612 シゲルキハダマグロ 牡3栗 56

55 ☆�島 克駿森中 蕃氏 田中 章博 新ひだか タガミファーム 436－ 2 〃 アタマ 196．3	
12 ワンダーアビルマン 牡3黒鹿56 和田 竜二山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 494＋ 41：51．6	 6．8

815 クリノリトミシュル 牝3鹿 54 古川 吉洋栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 日高 宝寄山 忠則 484＋ 21：51．7クビ 39．1�
24 ディスピュート 牡3鹿 56 戸崎 圭太畑佐 博氏 牧田 和弥 日高 長谷川牧場 430－ 41：52．12� 53．4�
714 メイショウダッサイ 牡3黒鹿 56

54 △義 英真松本 好雄氏 飯田 祐史 新ひだか グランド牧場 482＋ 21：52．2クビ 476．5
47 メイショウメイコウ 牡3青鹿56 武 幸四郎松本 好雄氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 470－ 61：52．41
 131．7�
11 � アンナペレンナ 牝3芦 54 内田 博幸中辻 明氏 西園 正都 米 Extern De-

velopments 508－ 21：53．14 38．0�
816 ドゥドゥドゥ 牡3青鹿 56

53 ▲坂井 瑠星�ターフ・スポート矢作 芳人 日高 モリナガファーム 458－ 21：53．31� 105．1�
35 ダイナミックアロー 牡3鹿 56 秋山真一郎小川 勲氏 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 482＋ 21：54．25 104．5�
713 レッドヴェルサス 牡3鹿 56 M．デムーロ �東京ホースレーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B496－ 81：54．52 12．5�
611 サウンドスタジオ 牡3鹿 56 川田 将雅増田 雄一氏 吉田 直弘 新ひだか 矢野牧場 482－ 61：55．24 29．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，337，600円 複勝： 72，104，000円 枠連： 23，155，000円
馬連： 106，430，600円 馬単： 48，330，700円 ワイド： 56，928，900円
3連複： 131，622，000円 3連単： 187，246，900円 計： 667，155，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 140円 � 120円 � 120円 枠 連（4－5） 740円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 1，750円

ワ イ ド �� 280円 �� 300円 �� 240円

3 連 複 ��� 810円 3 連 単 ��� 4，920円

票 数

単勝票数 計 413376 的中 � 81463（3番人気）
複勝票数 計 721040 的中 � 111491（3番人気）� 173402（1番人気）� 157432（2番人気）
枠連票数 計 231550 的中 （4－5） 24055（3番人気）
馬連票数 計1064306 的中 �� 95521（3番人気）
馬単票数 計 483307 的中 �� 20660（7番人気）
ワイド票数 計 569289 的中 �� 50011（2番人気）�� 46956（3番人気）�� 62597（1番人気）
3連複票数 計1316220 的中 ��� 121131（1番人気）
3連単票数 計1872469 的中 ��� 27552（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．8―36．1―48．5―1：00．2―1：12．1―1：25．1―1：37．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マインシャッツ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Mineshaft デビュー 2016．1．24 京都2着

2013．3．15生 牡3栗 母 ザッハーマイン 母母 Pulsatilla 4戦2勝 賞金 16，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サウンドスタジオ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年4月19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 トーアライジン号



07081 3月19日 曇 稍重 （28阪神1）第7日 第9競走 ��
��1，800�

す ま

須 磨 特 別
発走14時35分 （芝・右・外）
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 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：43．9

良
良

22 サウンドアプローズ 牡4黒鹿57 福永 祐一増田 雄一氏 高橋 康之 日高 山際 辰夫 494± 01：48．4 3．9�
44 サイモンラムセス 牡6鹿 57 藤岡 佑介澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 B446＋ 41：48．82� 12．9�
66 スズカルパン 牡7鹿 57 和田 竜二永井 宏明氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 466－ 21：48．9クビ 14．9�
88 キングズオブザサン 	5芦 57 C．ルメール �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム 476＋ 81：49．0
 5．0�
55 � エイシンエルヴィン 牡5鹿 57 M．デムーロ�栄進堂 中尾 秀正 愛 K. K. Ei-

shindo 488－ 4 〃 ハナ 1．7	
77 ブレイヴリー 牡5鹿 57 古川 吉洋岡田 牧雄氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド B492－ 21：49．21� 17．8

11 マルーンドロップ 牝5栗 55 川田 将雅 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 渡辺 薫彦 新ひだか 岡田スタツド 456－ 21：49．51
 51．1�
33 ボールドジャパン 牡5鹿 57 内田 博幸増田 陽一氏 中村 均 新冠 武田 修一 530＋ 41：49．71� 84．4�
89 デリッツァリモーネ 	5鹿 57 秋山真一郎 �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 482＋ 81：52．3大差 75．4
（9頭）

売 得 金
単勝： 37，386，000円 複勝： 121，353，900円 枠連： 15，241，500円
馬連： 83，954，100円 馬単： 60，203，200円 ワイド： 44，468，900円
3連複： 107，615，800円 3連単： 282，135，500円 計： 752，358，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 340円 � 780円 � 780円 枠 連（2－4） 3，460円

馬 連 �� 3，340円 馬 単 �� 5，670円

ワ イ ド �� 670円 �� 740円 �� 1，580円

3 連 複 ��� 9，110円 3 連 単 ��� 41，540円

票 数

単勝票数 計 373860 的中 � 75269（2番人気）
複勝票数 計1213539 的中 � 104074（2番人気）� 39032（5番人気）� 39086（4番人気）
枠連票数 計 152415 的中 （2－4） 3410（8番人気）
馬連票数 計 839541 的中 �� 19462（8番人気）
馬単票数 計 602032 的中 �� 7961（15番人気）
ワイド票数 計 444689 的中 �� 17548（7番人気）�� 15550（8番人気）�� 6915（15番人気）
3連複票数 計1076158 的中 ��� 8859（23番人気）
3連単票数 計2821355 的中 ��� 4924（105番人気）

ハロンタイム 12．7―11．8―12．5―12．5―12．7―12．2―11．4―10．9―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．5―37．0―49．5―1：02．2―1：14．4―1：25．8―1：36．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F34．0
3 1－2，7（3，4）8，6，9，5 4 1（2，7）（3，4）8，6，5，9

勝馬の
紹 介

サウンドアプローズ �
�
父 コンデュイット �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2015．1．18 京都4着

2012．2．18生 牡4黒鹿 母 タイキシャイン 母母 タイキトゥインクル 11戦3勝 賞金 48，046，000円

07082 3月19日 曇 重 （28阪神1）第7日 第10競走 ��
��1，200�なにわステークス

発走15時10分 （ダート・右）
4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．7

重
重

44 ウィッシュハピネス 牝4青鹿55 戸崎 圭太前田 晋二氏 沖 芳夫 新冠 株式会社
ノースヒルズ 484－101：10．1 5．7�

33 スマートアヴァロン 牡4黒鹿57 C．ルメール 大川 徹氏 西園 正都 新ひだか グランド牧場 512± 0 〃 クビ 4．0�
811 ゴーインググレート 牡6栗 57 池添 謙一田畑 利彦氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 482＋ 21：10．2クビ 27．9�
812 ガ ン ジ ー 牡5栗 57 武 幸四郎岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 506－ 2 〃 クビ 17．1�
67 � サンライズネオ 牡6黒鹿57 和田 竜二松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 482＋ 21：10．3クビ 18．8�
11 サンライズネガノ 牡6芦 57 	島 克駿松岡 隆雄氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 B500－161：10．51
 29．5�
56 メイショウワダイコ 牡4鹿 57 酒井 学松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 多田 善弘 532＋ 81：10．71 26．6	
55 センターピース 牡4栗 57 福永 祐一水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 470－ 4 〃 ハナ 10．8

79 メイショウツレヅレ 牝7黒鹿55 M．デムーロ松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 太陽牧場 450－ 4 〃 クビ 3．4�
68 オビーディエント 牡7黒鹿57 内田 博幸�ノースヒルズ 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント 476± 01：10．9� 334．5
710 ワ デ ィ 牝5栗 55 川田 将雅 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 484－ 2 〃 ハナ 4．8�
22 ロードガルーダ 牡7青 57 菱田 裕二 �ロードホースクラブ 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム 514＋ 61：11．11
 54．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 55，416，600円 複勝： 93，751，300円 枠連： 36，602，700円
馬連： 161，724，600円 馬単： 69，586，200円 ワイド： 75，213，500円
3連複： 202，952，100円 3連単： 302，222，800円 計： 997，469，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 210円 � 170円 � 670円 枠 連（3－4） 1，090円

馬 連 �� 1，380円 馬 単 �� 2，730円

ワ イ ド �� 570円 �� 3，280円 �� 1，960円

3 連 複 ��� 11，920円 3 連 単 ��� 48，770円

票 数

単勝票数 計 554166 的中 � 76689（4番人気）
複勝票数 計 937513 的中 � 118637（4番人気）� 177338（1番人気）� 27476（10番人気）
枠連票数 計 366027 的中 （3－4） 25988（6番人気）
馬連票数 計1617246 的中 �� 90259（5番人気）
馬単票数 計 695862 的中 �� 19108（10番人気）
ワイド票数 計 752135 的中 �� 36396（4番人気）�� 5641（39番人気）�� 9608（25番人気）
3連複票数 計2029521 的中 ��� 12763（43番人気）
3連単票数 計3022228 的中 ��� 4492（170番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．4―11．6―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．3―45．9―57．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウィッシュハピネス �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Grand Slam デビュー 2014．8．3 小倉6着

2012．4．15生 牝4青鹿 母 フロムスクラッチ 母母 Snow Dance 5戦2勝 賞金 26，159，000円
［他本会外：2戦1勝］



07083 3月19日 曇 稍重 （28阪神1）第7日 第11競走 ��
��2，000�

わ か ば

若葉ステークス
発走15時45分 （皐月賞トライアル） （芝・右）
3歳；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 19，000，000円 7，600，000円 4，800，000円 2，900，000円 1，900，000円
付 加 賞 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

77 アドマイヤダイオウ 牡3鹿 56 M．デムーロ近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 488± 02：02．2 1．7�
66 ナムラシングン 牡3黒鹿56 池添 謙一奈村 睦弘氏 高野 友和 浦河 谷川牧場 506－ 8 〃 ハナ 5．7�
44 ゼンノタヂカラオ 牡3黒鹿56 川田 将雅大迫久美子氏 中内田充正 新冠 村上 欽哉 500－102：03．58 11．5�
89 ノ ガ ロ 牡3栗 56 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 518－ 22：03．6� 6．4�
55 メイショウカクオビ 牡3鹿 56 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 昭和牧場 478－ 42：03．7� 166．8�
33 マイネルラフレシア 牡3栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 438－102：03．8� 13．9	
810 リスペクトアース 牡3黒鹿56 内田 博幸 �グリーンファーム小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式

会社
須野牧場 530－102：04．0� 10．5�
11 ダノンサンシャイン 牡3栗 56 C．ルメール�ダノックス 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 490－ 82：04．1� 20．9�
78 ピースマインド 牡3鹿 56 古川 吉洋小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 438－ 42：04．31	 30．8
22 
 ミトノグラス 牡3鹿 56 藤岡 佑介ロイヤルパーク 大橋 勇樹 新冠 ハクツ牧場 474－ 82：04．4� 378．9�

（10頭）

売 得 金
単勝： 114，219，100円 複勝： 150，707，300円 枠連： 47，658，000円
馬連： 293，691，800円 馬単： 159，369，200円 ワイド： 128，262，600円
3連複： 349，551，900円 3連単： 824，514，600円 計： 2，067，974，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 150円 � 170円 枠 連（6－7） 480円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 640円

ワ イ ド �� 180円 �� 290円 �� 580円

3 連 複 ��� 1，030円 3 連 単 ��� 2，610円

票 数

単勝票数 計1142191 的中 � 528845（1番人気）
複勝票数 計1507073 的中 � 607370（1番人気）� 198409（2番人気）� 152332（4番人気）
枠連票数 計 476580 的中 （6－7） 76321（2番人気）
馬連票数 計2936918 的中 �� 490005（1番人気）
馬単票数 計1593692 的中 �� 185913（1番人気）
ワイド票数 計1282626 的中 �� 222468（1番人気）�� 106441（3番人気）�� 46253（9番人気）
3連複票数 計3495519 的中 ��� 252599（2番人気）
3連単票数 計8245146 的中 ��� 228382（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．2―37．2―50．2―1：01．8―1：14．1―1：26．1―1：37．8―1：49．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤダイオウ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2015．11．22 京都3着

2013．3．9生 牡3鹿 母 アドマイヤマリン 母母 ベルベットローブ 4戦3勝 賞金 36，297，000円
〔発走状況〕 アドマイヤダイオウ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 アドマイヤダイオウ号は，発走調教再審査。
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりアドマイヤダイオウ号・ナムラシングン号は，皐月賞（GⅠ）競走に優先出走できる。

07084 3月19日 晴 重 （28阪神1）第7日 第12競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走16時25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

58 ハトマークエース 牡4黒鹿57 M．デムーロ山田美喜男氏 庄野 靖志 白老 社台牧場 B470－ 21：24．3 4．2�
713 トップリバティ 牡4黒鹿57 菱田 裕二�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 520＋ 21：24．4� 6．8�
47 ゲネラルプローベ 牡4鹿 57

54 ▲坂井 瑠星前田 葉子氏 宮本 博 浦河 福岡 光夫 474－101：24．61 21．9�
34 � クリノツネチャン 牝5栗 55

53 △義 英真栗本 博晴氏 星野 忍 日高 川島 良一 454＋10 〃 アタマ 64．0�
46 コンクエストシチー 牡4栗 57

56 ☆小崎 綾也 �友駿ホースクラブ 村山 明 新ひだか 幌村牧場 464－101：24．7� 6．7	
712 テセラレフィナード 牝4鹿 55 酒井 学木村 直樹氏 天間 昭一 新冠 大狩部牧場 B448－ 61：24．91	 14．3

23 � タガノロブロイ 牡4鹿 57 戸崎 圭太八木 良司氏 奥村 豊 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 496－ 2 〃 アタマ 13．6�
815� チョウエンペラー 牡5栗 57 国分 優作丸山 隆雄氏 日吉 正和 新ひだか 森 政巳 460－10 〃 アタマ 5．1�
22 � スズカレビン 牡5鹿 57

54 ▲三津谷隼人永井 啓弍氏 目野 哲也 洞
湖 レイクヴィラファーム 486－ 21：25．0クビ 96．6
814� ペプチドムーン 牡5栗 57 和田 竜二沼川 一彦氏 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 472－ 41：25．1� 17．2�
35 ヤマホトトギス 牝5鹿 55 平野 優江川 伸夫氏 竹内 正洋 新冠 川上牧場 472－ 61：25．31	 205．4�
59 カシノランド 牡4黒鹿 57

56 ☆�島 克駿柏木 務氏 松下 武士 日高 日西牧場 470－ 2 〃 ハナ 4．5�
11 � ハワイアンローズ 牝5鹿 55 畑端 省吾吉村 敏治氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 420＋ 41：25．4� 141．9�
610 カシノトラダマシイ 牡4黒鹿57 �島 良太柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 柏木 一則 460－141：25．5クビ 98．6�
611 マ ラ ケ シ ュ 牝4青鹿55 柴田 大知片山 博志氏 佐藤 吉勝 新冠 村上牧場 468－ 61：25．71	 68．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 51，828，000円 複勝： 76，572，400円 枠連： 48，797，900円
馬連： 185，230，400円 馬単： 65，501，400円 ワイド： 81，146，500円
3連複： 206，014，900円 3連単： 288，179，700円 計： 1，003，271，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 170円 � 220円 � 580円 枠 連（5－7） 640円

馬 連 �� 1，850円 馬 単 �� 2，950円

ワ イ ド �� 720円 �� 2，220円 �� 2，610円

3 連 複 ��� 13，100円 3 連 単 ��� 56，200円

票 数

単勝票数 計 518280 的中 � 96897（1番人気）
複勝票数 計 765724 的中 � 145174（1番人気）� 90049（4番人気）� 26642（9番人気）
枠連票数 計 487979 的中 （5－7） 58797（2番人気）
馬連票数 計1852304 的中 �� 82477（6番人気）
馬単票数 計 655014 的中 �� 16616（10番人気）
ワイド票数 計 811465 的中 �� 30292（8番人気）�� 9211（26番人気）�� 7783（30番人気）
3連複票数 計2060149 的中 ��� 11787（44番人気）
3連単票数 計2881797 的中 ��� 3717（195番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．5―11．9―11．9―12．3―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―34．8―46．7―58．6―1：10．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハトマークエース �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2015．2．14 京都1着

2012．1．31生 牡4黒鹿 母 マンイーター 母母 フォーチュン 6戦2勝 賞金 14，600，000円
※カシノトラダマシイ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



（28阪神1）第7日 3月19日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重後稍重
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 163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 手 当

204，960，000円
2，530，000円
8，580，000円
1，060，000円
20，940，000円
62，949，500円
4，238，000円
1，564，800円

勝馬投票券売得金
532，105，700円
1，017，375，800円
286，508，100円
1，295，686，600円
684，158，000円
656，855，400円
1，607，625，100円
2，919，088，000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 8，999，402，700円

総入場人員 10，771名 （有料入場人員 10，023名）
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