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07085 3月19日 晴 良 （29阪神1）第8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）

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
1：48．5
1：47．8

重
重

36 ブランニューカップ 牝3青鹿54 C．ルメール 吉田 千津氏 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 438＋ 41：54．6 7．3�
59 ワンダーレアリサル 牝3鹿 54 小牧 太山本 信行氏 石橋 守 新ひだか 城地 清満 482 ― 〃 ハナ 14．7�
714 サイモンミラベル 牝3栗 54 藤岡 康太澤田 昭紀氏 梅田 智之 安平 追分ファーム 472＋101：54．81 3．2�
48 サツキシラユリ 牝3黒鹿54 太宰 啓介小野 博郷氏 湯窪 幸雄 新冠 ベルモント

ファーム 472－ 41：55．01� 11．7�
24 ローズシュクレ 牝3栗 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 446－ 81：55．1� 24．2�
510 ト コ シ エ 牝3黒鹿54 岩田 康誠 	Gリビエール・

レーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 506＋ 61：55．52� 10．0

47 ピンクスター 牝3鹿 54 池添 謙一チームユッキレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 462± 0 〃 アタマ 3．1�
35 ガーランドワルツ 牝3鹿 54 中谷 雄太 �シルクレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 468＋ 21：55．6� 96．0�
12 ベルメーリャ 牝3鹿 54 幸 英明吉田 安惠氏 森田 直行 安平 追分ファーム 532－ 21：55．81� 10．0
611 パープルミネルバ 牝3鹿 54

53 ☆義 英真松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 468－ 21：56．43� 58．9�

612 ボストンアプリコ 牝3鹿 54
51 ▲森 裕太朗�宮内牧場 岩元 市三 安平 吉田牧場 428± 01：57．03� 208．4�

713 クリノエカテリーナ 牝3鹿 54
51 ▲藤田菜七子栗本 博晴氏 藤沢 則雄 むかわ サイファーム 438± 01：57．21� 44．3�

815 レッドラペル 牝3栗 54
52 △坂井 瑠星 	東京ホースレーシング 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450－ 81：57．94 114．0�
816 シェッドラスター 牝3鹿 54 田中 健 �社台レースホース北出 成人 安平 追分ファーム 452－ 41：58．11� 87．5�
23 ウイングフリオーソ 牝3鹿 54 小林 徹弥 �杵臼斉藤牧場 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 452＋101：58．52� 68．7�
11 ヤマニンフィオレロ 牝3鹿 54

51 ▲富田 暁土井 薫氏 浅見 秀一 日高 道見牧場 B464－ 2 （競走中止） 160．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，612，700円 複勝： 36，492，800円 枠連： 13，782，900円
馬連： 54，112，800円 馬単： 25，120，800円 ワイド： 37，111，800円
3連複： 79，461，700円 3連単： 92，284，700円 計： 358，980，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 220円 � 440円 � 150円 枠 連（3－5） 1，980円

馬 連 �� 7，960円 馬 単 �� 12，860円

ワ イ ド �� 2，060円 �� 510円 �� 1，520円

3 連 複 ��� 8，280円 3 連 単 ��� 63，780円

票 数

単勝票数 計 206127 的中 � 22437（3番人気）
複勝票数 計 364928 的中 � 42307（3番人気）� 16563（7番人気）� 76990（2番人気）
枠連票数 計 137829 的中 （3－5） 5388（8番人気）
馬連票数 計 541128 的中 �� 5263（23番人気）
馬単票数 計 251208 的中 �� 1465（43番人気）
ワイド票数 計 371118 的中 �� 4419（22番人気）�� 20159（3番人気）�� 6084（17番人気）
3連複票数 計 794617 的中 ��� 7194（23番人気）
3連単票数 計 922847 的中 ��� 1049（188番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．4―37．9―50．7―1：03．4―1：16．4―1：28．9―1：41．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブランニューカップ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Almutawakel デビュー 2016．10．1 阪神8着

2014．3．30生 牝3青鹿 母 シルヴァーカップ 母母 Ribblesdale 6戦1勝 賞金 7，050，000円
〔競走中止〕 ヤマニンフィオレロ号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

07086 3月19日 晴 良 （29阪神1）第8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）
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

35 シャイニングボルト 牡3黒鹿56 小牧 太�ラ・メール 友道 康夫 浦河 辻 牧場 B466± 01：25．9 1．4�
816� アルファベット 牡3芦 56 福永 祐一馬場 幸夫氏 石坂 正 米 Mr. & Mrs. Char-

les McGinnes 486 ―1：26．43 4．9�
714 トゥルーヒーロー 牡3黒鹿 56

55 ☆加藤 祥太芹澤 精一氏 作田 誠二 浦河 高村牧場 466－ 81：26．61 10．4�
59 テイエムアレグレス 牡3栗 56 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 カミイスタット 474＋ 21：27．45 91．3�
12 ラッレグラーレ 牡3鹿 56 太宰 啓介エデンアソシエーション 目野 哲也 新ひだか 藤本牧場 490± 01：27．5� 18．9�
11 シェアマインズ 牡3青鹿 56

55 ☆	島 克駿小田 吉男氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム B460－ 41：27．6� 117．2	
815 ゼットラック 牡3黒鹿56 川島 信二
フォーレスト 宮 徹 浦河 杵臼牧場 472＋ 61：27．7� 314．8�
24 ヴ ァ ル ト 牡3鹿 56 藤岡 康太
ターフ・スポート森田 直行 日高 モリナガファーム 482 ― 〃 クビ 31．1�
611 ヒロノオンリーワン 牡3黒鹿 56

55 ☆義 英真小野 博郷氏 崎山 博樹 新ひだか 山田牧場 506－ 41：27．8
 240．6
47 ヨンハブラック 牡3青 56 国分 優作三宅 勝俊氏 牧田 和弥 新冠 石田牧場 444 ― 〃 アタマ 72．4�
510 ナリノスマイル 牝3鹿 54

51 ▲荻野 極成塚 清志氏 	島 一歩 千歳 社台ファーム 452－ 61：27．9� 40．6�
23 ヤマニンレガトゥス 牡3鹿 56

53 ▲富田 暁土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 480－ 21：28．21
 392．9�
36 シビックファミユ 牡3黒鹿56 川須 栄彦國枝久美子氏 松元 茂樹 新冠 上井農場 490＋ 41：28．3� 116．8�
48 � マイネルケントニス 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 米 Lakland
Farm 492－ 4 〃 同着 13．4�

612 オンワードミシガン 牡3芦 56
55 ☆小崎 綾也樫山 章子氏 村山 明 新冠 高橋 忍 B430－ 41：28．4
 274．4�

（15頭）
713 ジョーアラビカ 牡3芦 56 幸 英明上田けい子氏 沖 芳夫 浦河 杵臼斉藤牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 25，147，400円 複勝： 95，279，800円 枠連： 14，048，800円
馬連： 46，471，900円 馬単： 33，566，900円 ワイド： 28，585，100円
3連複： 61，665，700円 3連単： 116，334，300円 計： 421，099，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 100円 � 130円 � 150円 枠 連（3－8） 320円

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 460円

ワ イ ド �� 180円 �� 200円 �� 500円

3 連 複 ��� 690円 3 連 単 ��� 1，540円

票 数

単勝票数 差引計 251474（返還計 2184） 的中 � 143607（1番人気）
複勝票数 差引計 952798（返還計 1340） 的中 � 754631（1番人気）� 51407（2番人気）� 39200（3番人気）
枠連票数 差引計 140488（返還計 85） 的中 （3－8） 33959（1番人気）
馬連票数 差引計 464719（返還計 8698） 的中 �� 111620（1番人気）
馬単票数 差引計 335669（返還計 7012） 的中 �� 54043（1番人気）
ワイド票数 差引計 285851（返還計 3985） 的中 �� 47536（1番人気）�� 37384（2番人気）�� 11495（5番人気）
3連複票数 差引計 616657（返還計 20888） 的中 ��� 66363（1番人気）
3連単票数 差引計1163343（返還計 41939） 的中 ��� 54663（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―35．5―48．2―1：00．9―1：13．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シャイニングボルト �
�
父 ストリートセンス �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2017．2．11 京都6着

2014．3．15生 牡3黒鹿 母 ティファニーケイス 母母 ベ イ ダ ー 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔出走取消〕 ジョーアラビカ号は，疾病〔右後肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔制裁〕 トゥルーヒーロー号の調教師作田誠二は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000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。
（非当選馬） 2頭 シゲルポインター号・メイショウアッパレ号

第１回 阪神競馬 第８日



07087 3月19日 晴 良 （29阪神1）第8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）

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 テイエムグッドマン 牡3鹿 56 幸 英明竹園 正繼氏 福島 信晴 新ひだか 本桐牧場 488－ 21：55．5 1．5�
35 コールアングレ 牡3青鹿56 岩田 康誠水上ふじ子氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 450－121：55．71� 5．3�
713 ジューンスキント 牡3栗 56

55 ☆義 英真吉川 潤氏 崎山 博樹 新ひだか シンボリ牧場 466＋ 21：55．8� 37．1�
23 メイショウトコシエ 牡3栗 56

55 ☆�島 克駿松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 450－ 61：56．11� 19．7�
59 クールモンスター 牡3鹿 56 国分 恭介山内 邦一氏 安達 昭夫 新冠 森永 聡 508－ 21：56．31� 54．0�
58 ディライトラッシュ 牡3鹿 56

53 ▲荻野 極 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 西園 正都 浦河 小倉牧場 494－ 6 〃 クビ 26．1	

611 デンコウグロリアス 牡3鹿 56
53 ▲森 裕太朗田中 康弘氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 474－ 41：56．93� 49．2


815 ストリートスマート 牡3鹿 56
55 ☆岩崎 翼畑佐 博氏 石橋 守 新ひだか グランド牧場 484 ―1：57．0� 33．8�

11 モズフレミントン 牡3鹿 56
54 △坂井 瑠星 �キャピタル・システム 矢作 芳人 日高 目黒牧場 450－ 61：57．1� 7．7�

46 クリノワシントン 牡3栗 56
53 ▲藤田菜七子栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 横井 哲 418－10 〃 クビ 149．1

712 キングスーサ 牡3栗 56 小牧 太田上 雅春氏 飯田 雄三 新ひだか ヒサイファーム 480 ―1：57．2クビ 105．2�
814 ゲットグローリー 牡3鹿 56 古川 吉洋�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 486－ 41：57．41 71．6�
34 サクラゴール 牡3栗 56

55 ☆小崎 綾也�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 484－10 〃 クビ 317．1�
47 ウォースパイト 牡3芦 56 中谷 雄太 �シルクレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 518＋ 41：57．61� 13．8�
610 アイファーアラート 牝3鹿 54 小林 徹弥中島 稔氏 目野 哲也 新冠 川上牧場 378－ 41：59．8大差 582．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 30，528，600円 複勝： 119，457，100円 枠連： 13，806，400円
馬連： 55，696，400円 馬単： 39，311，700円 ワイド： 38，729，900円
3連複： 85，953，600円 3連単： 144，321，000円 計： 527，804，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 200円 � 390円 枠 連（2－3） 450円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 680円

ワ イ ド �� 260円 �� 610円 �� 1，870円

3 連 複 ��� 2，260円 3 連 単 ��� 5，680円

票 数

単勝票数 計 305286 的中 � 157174（1番人気）
複勝票数 計1194571 的中 � 931280（1番人気）� 42479（3番人気）� 17262（7番人気）
枠連票数 計 138064 的中 （2－3） 23510（1番人気）
馬連票数 計 556964 的中 �� 95144（1番人気）
馬単票数 計 393117 的中 �� 43158（1番人気）
ワイド票数 計 387299 的中 �� 43504（1番人気）�� 15583（6番人気）�� 4661（17番人気）
3連複票数 計 859536 的中 ��� 28437（5番人気）
3連単票数 計1443210 的中 ��� 18392（9番人気）

ハロンタイム 12．8―11．9―14．3―12．3―13．2―13．1―13．0―12．5―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．7―39．0―51．3―1：04．5―1：17．6―1：30．6―1：43．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F37．9
1
3
6，2（1，8）（7，9）（12，15）（13，14）11（3，5）－4，10
6（2，8）（1，7，9）（13，14，5）－（11，12）15－（3，4）－10

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

テイエムグッドマン �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ミ シ エ ロ デビュー 2016．7．31 小倉6着

2014．5．12生 牡3鹿 母 ケンチャメワン 母母 セイントセーラ 10戦1勝 賞金 14，350，000円
※キングスーサ号・ストリートスマート号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

07088 3月19日 晴 良 （29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25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
1：32．0
1：30．7

良
良

59 サトノマサムネ 牡3鹿 56 福永 祐一里見 治氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 464＋ 41：37．3 40．3�
611 インヘリットデール 牝3鹿 54 川田 将雅 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 462 ―1：37．4� 25．1�
714 ダンツストーク 牝3青鹿54 北村 友一山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 岡田スタツド 426－ 8 〃 ハナ 44．9�
816 スマートウェールズ 牡3黒鹿56 武 豊大川 徹氏 石坂 正 浦河 杵臼牧場 450－ 4 〃 ハナ 3．7�
48 プ ロ キ シ マ 牝3青 54 C．ルメール �G1レーシング 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 460＋ 81：37．61 2．7	
12 メイショウテンシャ 牡3芦 56 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 466＋ 2 〃 ハナ 3．1

713 フ ナ ウ タ 牝3栗 54 吉田 隼人谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 468－ 2 〃 クビ 15．7�
510 レディアリエッタ 牝3鹿 54 岩田 康誠寺田千代乃氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 450± 01：37．7クビ 12．4�
815 アビイロード 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 420－ 81：38．33� 179．5
36 マイネルソノリティ 牡3鹿 56 丹内 祐次 �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 446＋ 2 〃 クビ 88．9�
47 エイシンクリック 牡3鹿 56 松山 弘平�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 486 ―1：38．4クビ 94．6�
24 エイシンルックス 牝3鹿 54 中谷 雄太�栄進堂 高橋 康之 新ひだか 築紫 洋 438－ 81：38．61� 421．4�
23 テーオーヘラクレス 牡3黒鹿56 国分 恭介小笹 公也氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 470＋ 41：38．7� 452．8�
35 ニシノフローラル 牝3鹿 54 四位 洋文西山 茂行氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 484－ 8 〃 クビ 28．5�
11 ショウナンパルミラ 牡3黒鹿56 藤岡 康太国本 哲秀氏 梅田 智之 日高 木村牧場 492＋ 61：38．91� 319．2�
612 ベルウッドルイス 牡3栗 56 幸 英明鈴木 照雄氏 加用 正 浦河 市川フアーム 478 ―1：39．22 263．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，717，800円 複勝： 46，809，700円 枠連： 17，316，200円
馬連： 73，261，200円 馬単： 37，909，000円 ワイド： 43，910，500円
3連複： 108，157，800円 3連単： 152，447，100円 計： 515，529，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，030円 複 勝 � 930円 � 790円 � 790円 枠 連（5－6） 7，870円

馬 連 �� 45，600円 馬 単 �� 94，770円

ワ イ ド �� 9，390円 �� 9，660円 �� 9，660円

3 連 複 ��� 288，670円 3 連 単 ��� 1，842，060円

票 数

単勝票数 計 357178 的中 � 7075（8番人気）
複勝票数 計 468097 的中 � 13131（9番人気）� 15710（8番人気）� 15816（7番人気）
枠連票数 計 173162 的中 （5－6） 1705（19番人気）
馬連票数 計 732612 的中 �� 1245（43番人気）
馬単票数 計 379090 的中 �� 300（101番人気）
ワイド票数 計 439105 的中 �� 1208（41番人気）�� 1174（42番人気）�� 1174（42番人気）
3連複票数 計1081578 的中 ��� 281（204番人気）
3連単票数 計1524471 的中 ��� 60（1138番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―12．6―13．2―13．0―11．7―10．8―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．3―36．9―50．1―1：03．1―1：14．8―1：25．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F34．2
3 14，11，13（15，10）（4，8，16）（2，5，6）（1，7，9）（3，12） 4 14，11（13，10）15（8，16）（4，6，9）5（3，2）（1，7，12）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

サトノマサムネ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Bernstein デビュー 2016．7．24 中京6着

2014．2．1生 牡3鹿 母 エリドゥバビロン 母母 Miss Suilleabhain 6戦1勝 賞金 5，500，000円
〔発走状況〕 サトノマサムネ号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。

ダンツストーク号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。



07089 3月19日 晴 良 （29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15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
1：21．5

不良
不良

712 マルモレイナ 牝3鹿 54 田中 健まるも組合 木原 一良 浦河 岡本 昌市 448± 01：25．5 7．8�
610 スリーランディア 牝3鹿 54

53 ☆岩崎 翼永井商事� 橋田 満 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 408± 01：25．6� 9．1�

34 メイスンラック 牝3黒鹿54 松山 弘平梅村 浩氏 岩戸 孝樹 日高 下河辺牧場 462± 0 〃 クビ 38．5�
22 ヤマニンアンプリメ 牝3鹿 54 国分 恭介土井 肇氏 中村 均 浦河 廣田 伉助 452－ 21：25．7クビ 19．3�
814 ララベスラーナ 牝3栗 54 幸 英明ディアレストクラブ� 高橋 義忠 浦河 ディアレスト

クラブ 468－ 4 〃 ハナ 27．5�
813 イナズママンボ 牝3鹿 54 北村 友一小泉 賢悟氏 松元 茂樹 日高 高柳 隆男 438－ 41：25．91� 9．5	
58 ヤマノヒマワリ 牝3黒鹿54 小牧 太山住れい子氏 飯田 雄三 新ひだか チャンピオンズファーム 462－ 81：26．0� 14．3

69 サツキユニヴァース 牝3栗 54 川島 信二小野 博郷氏 寺島 良 新ひだか 田中 裕之 440＋ 41：26．1� 37．7�
33 スマートアムール 牝3栗 54 武 豊大川 徹氏 須貝 尚介 浦河 杵臼牧場 438－ 2 〃 クビ 2．8�
11 スッチェッソ 牝3栗 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 444－ 61：26．2� 221．2
711 ポルタディソーニ 牝3鹿 54

51 ▲森 裕太朗吉岡 泰治氏 羽月 友彦 新ひだか タガミファーム 416± 0 〃 クビ 108．0�
46 プティトシャンティ 牝3青鹿54 吉田 隼人三野順一郎氏 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 B450± 01：26．3クビ 18．9�
57 キタノユーリン 牝3鹿 54 福永 祐一北所 直人氏 坂口 正則 新冠 村上 欽哉 482－ 21：26．4� 13．8�
45 メイショウカリン 牝3鹿 54 C．ルメール 松本 好雄氏 笹田 和秀 様似 中脇 一幸 494＋14 〃 ハナ 4．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 35，704，100円 複勝： 49，657，300円 枠連： 17，290，700円
馬連： 70，225，600円 馬単： 36，119，400円 ワイド： 49，013，000円
3連複： 103，483，500円 3連単： 126，060，400円 計： 487，554，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 290円 � 310円 � 1，010円 枠 連（6－7） 2，870円

馬 連 �� 3，340円 馬 単 �� 7，580円

ワ イ ド �� 1，580円 �� 7，230円 �� 6，470円

3 連 複 ��� 72，670円 3 連 単 ��� 334，770円

票 数

単勝票数 計 357041 的中 � 36404（3番人気）
複勝票数 計 496573 的中 � 47996（4番人気）� 44277（5番人気）� 11215（12番人気）
枠連票数 計 172907 的中 （6－7） 4653（15番人気）
馬連票数 計 702256 的中 �� 16256（12番人気）
馬単票数 計 361194 的中 �� 3572（26番人気）
ワイド票数 計 490130 的中 �� 8220（18番人気）�� 1726（64番人気）�� 1932（60番人気）
3連複票数 計1034835 的中 ��� 1068（185番人気）
3連単票数 計1260604 的中 ��� 273（984番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．7―12．4―12．8―12．6―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．9―34．6―47．0―59．8―1：12．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マルモレイナ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2016．6．25 阪神4着

2014．3．8生 牝3鹿 母 マルモセーラ 母母 マ イ ク ロ ス 8戦2勝 賞金 21，974，000円

07090 3月19日 晴 良 （29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45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

815 タガノディグオ 牡3黒鹿56 川島 信二八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 524± 01：52．6 1．9�

714 クリノライメイ 牡3青鹿56 池添 謙一栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 504＋ 61：53．23� 56．9�
36 ホーリーブレイズ 牡3鹿 56

55 ☆岩崎 翼村上 憲政氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 452－ 41：53．41� 24．3�
47 タガノアンピール 牡3黒鹿56 北村 友一八木 良司氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 550－ 21：53．5	 31．8�
816 マンハッタンロック 牡3鹿 56 秋山真一郎 �サンデーレーシング 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452－ 61：53．6クビ 7．1�
612 アドラメレク 牡3黒鹿56 川田 将雅	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 456＋ 21：53．81� 26．5

11 エールブリリアンツ 牡3芦 56 松山 弘平佐伯由加理氏 今野 貞一 新ひだか 田中 裕之 498＋ 4 〃 クビ 91．6�
59 クレスコブレイブ 牡3栗 56 
島 良太堀川 三郎氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム 522＋ 21：53．9クビ 103．2�
23 フィールドセンス 牡3鹿 56 福永 祐一前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか 千代田牧場 520－ 2 〃 アタマ 16．2
510 ナムラスパルタクス 牡3黒鹿56 国分 優作奈村 信重氏 目野 哲也 日高 ナカノファーム 462＋ 41：54．53� 30．8�
24 エンドレスコール 牝3黒鹿 54

51 ▲荻野 極 �キャロットファーム 橋口 慎介 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 464－ 81：54．82 35．3�

48 ゲ キ リ ン 牡3栗 56 C．ルメール 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 472± 0 〃 アタマ 3．5�

611 ワイドコマンダー 牡3鹿 56 藤岡 康太幅田 京子氏 加用 正 日高 若林 順一 508－ 61：56．07 65．4�
12 ブルベアパンサー 牡3栗 56

53 ▲森 裕太朗 	ブルアンドベア 沖 芳夫 新ひだか 三石川上牧場 446± 01：56．63� 42．4�
713 ランドジュピター 牡3鹿 56 太宰 啓介木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 高澤 俊雄 460－ 41：56．7クビ 288．0�
35 モ ン ロ ー 牝3芦 54 幸 英明 	カナヤマホール

ディングス 飯田 祐史 千歳 社台ファーム 444± 01：58．08 117．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 37，334，000円 複勝： 95，595，600円 枠連： 23，819，400円
馬連： 74，707，500円 馬単： 40，397，000円 ワイド： 55，258，900円
3連複： 113，421，800円 3連単： 153，836，700円 計： 594，370，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 810円 � 390円 枠 連（7－8） 2，570円

馬 連 �� 4，220円 馬 単 �� 6，020円

ワ イ ド �� 1，550円 �� 650円 �� 7，510円

3 連 複 ��� 18，750円 3 連 単 ��� 70，410円

票 数

単勝票数 計 373340 的中 � 150594（1番人気）
複勝票数 計 955956 的中 � 571550（1番人気）� 12406（11番人気）� 28756（5番人気）
枠連票数 計 238194 的中 （7－8） 7174（9番人気）
馬連票数 計 747075 的中 �� 13695（13番人気）
馬単票数 計 403970 的中 �� 5026（19番人気）
ワイド票数 計 552589 的中 �� 9069（14番人気）�� 23324（5番人気）�� 1801（55番人気）
3連複票数 計1134218 的中 ��� 4535（49番人気）
3連単票数 計1538367 的中 ��� 1584（184番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．8―37．4―49．9―1：03．0―1：15．3―1：27．8―1：40．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タガノディグオ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2016．8．7 小倉16着

2014．2．10生 牡3黒鹿 母 タガノティアーズ 母母 タガノピアース 9戦2勝 賞金 25，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 モンロー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 スズカフリオーソ号・パレスパラダイス号



07091 3月19日 晴 良 （29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15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
2：24．2
2：22．1

良
良

77 ダイナミックアロー 牡4鹿 56
53 ▲三津谷隼人小川 勲氏 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 496－ 22：26．8 115．6�

22 � スティルウォーター 牝4黒鹿54 福永 祐一 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 寺島 良 新ひだか 橋本牧場 394－ 62：27．01	 6．9�

66 フォイヤーヴェルク 牡4青鹿56 川田 将雅 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 448－ 4 〃 クビ 3．8�
55 ピッツィカート 
4鹿 56

53 ▲荻野 極 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 480＋ 42：27．1クビ 21．4�
11 ジャジャウマガール 牝4鹿 54 C．ルメール 廣崎利洋HD� 河内 洋 新冠 川上牧場 454＋ 82：27．84 4．1	
44 ジャストコーズ 牡4青鹿56 岩田 康誠 �社台レースホース岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B502＋ 22：27．9� 3．6

88 � マコトガラハッド 
4鹿 56 北村 友一�ディアマント �島 一歩 様似 出口 繁夫 482± 02：28．11� 35．3�
33 ヴァーサトル 牡5黒鹿57 吉田 隼人水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 506＋ 82：28．41 27．9�
89 エルリストン 
4黒鹿56 武 豊�G1レーシング 須貝 尚介 安平 追分ファーム 468－ 2 〃 クビ 4．7

（9頭）

売 得 金
単勝： 33，979，900円 複勝： 39，749，700円 枠連： 11，049，700円
馬連： 66，016，400円 馬単： 35，484，800円 ワイド： 36，824，800円
3連複： 80，041，400円 3連単： 155，580，400円 計： 458，727，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 11，560円 複 勝 � 1，620円 � 180円 � 150円 枠 連（2－7） 19，370円

馬 連 �� 29，050円 馬 単 �� 68，240円

ワ イ ド �� 6，830円 �� 5，410円 �� 460円

3 連 複 ��� 31，930円 3 連 単 ��� 381，060円

票 数

単勝票数 計 339799 的中 � 2350（9番人気）
複勝票数 計 397497 的中 � 4122（9番人気）� 63308（4番人気）� 90573（1番人気）
枠連票数 計 110497 的中 （2－7） 442（27番人気）
馬連票数 計 660164 的中 �� 1761（33番人気）
馬単票数 計 354848 的中 �� 390（64番人気）
ワイド票数 計 368248 的中 �� 1308（33番人気）�� 1657（29番人気）�� 22902（5番人気）
3連複票数 計 800414 的中 ��� 1880（64番人気）
3連単票数 計1555804 的中 ��� 296（404番人気）

ハロンタイム 12．9―11．4―12．7―12．5―12．5―12．5―12．5―12．5―12．1―11．2―11．6―12．4

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―24．3―37．0―49．5―1：02．0―1：14．5―1：27．0―1：39．5―1：51．6―2：02．8―2：14．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ダイナミックアロー �
�
父 ナカヤマフェスタ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2015．10．4 阪神9着

2013．4．12生 牡4鹿 母 リスペクトライン 母母 ブレイベストスキム 12戦2勝 賞金 14，800，000円

07092 3月19日 晴 良 （29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

22 ロードプレステージ 牡5黒鹿57 川田 将雅 �ロードホースクラブ 杉山 晴紀 新ひだか ケイアイファーム 452± 01：52．4 3．1�
44 コパノアラジン 牡4栗 57

54 ▲藤田菜七子小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか 伊藤 敏明 522± 01：53．03� 4．7�
55 トウショウコマンチ 牡4青鹿57 �島 良太トウショウ産業� 角田 晃一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 516＋ 2 〃 クビ 4．4�
66 � ワンダージンテーゼ 牡5黒鹿57 森 一馬山本 信行氏 羽月 友彦 新ひだか フクダファーム 454－ 21：53．42� 63．8�
77 タイキオールブルー 牡5青鹿 57

56 ☆岩崎 翼�大樹ファーム 西園 正都 浦河 有限会社 ビ
クトリーファーム B450－ 6 〃 ハナ 21．4	

810 ミラクルユニバンス 牡4栗 57
56 ☆小崎 綾也亀井 哲也氏 村山 明 千歳 社台ファーム 438－ 41：53．6	 57．5


11 サ ン キ ュ ー 牡4栗 57 藤懸 貴志市川義美ホール
ディングス� 安達 昭夫 新ひだか 服部 健太郎 518＋ 81：53．92 23．9�

78 � ウイングエンペラー 牡4栗 57 小林 徹弥池田 實氏 目野 哲也 新冠 村上 欽哉 474－ 21：54．0� 73．1�
33 アドマイヤロワ 牡5鹿 57 藤岡 康太近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 476－ 21：54．21� 12．8
89 ガ ウ ェ イ ン 牡4鹿 57 福永 祐一西森 鶴氏 目野 哲也 平取 二風谷ファーム 478－ 6 〃 ハナ 3．4�

（10頭）

売 得 金
単勝： 37，050，300円 複勝： 37，833，100円 枠連： 14，942，900円
馬連： 79，376，800円 馬単： 42，559，800円 ワイド： 41，904，400円
3連複： 104，820，900円 3連単： 188，069，800円 計： 546，558，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 120円 � 160円 � 140円 枠 連（2－4） 1，030円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 1，630円

ワ イ ド �� 330円 �� 260円 �� 310円

3 連 複 ��� 830円 3 連 単 ��� 4，540円

票 数

単勝票数 計 370503 的中 � 92802（1番人気）
複勝票数 計 378331 的中 � 101484（1番人気）� 50238（4番人気）� 69279（2番人気）
枠連票数 計 149429 的中 （2－4） 11172（5番人気）
馬連票数 計 793768 的中 �� 70458（4番人気）
馬単票数 計 425598 的中 �� 19494（8番人気）
ワイド票数 計 419044 的中 �� 30671（5番人気）�� 42878（2番人気）�� 34118（3番人気）
3連複票数 計1048209 的中 ��� 93998（2番人気）
3連単票数 計1880698 的中 ��� 30000（12番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．3―37．6―50．2―1：02．0―1：14．0―1：26．4―1：39．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロードプレステージ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Mineshaft デビュー 2014．11．9 京都7着

2012．3．17生 牡5黒鹿 母 タ ッ チ ア ス 母母 Satin Sunrise 22戦2勝 賞金 32，130，000円



07093 3月19日 晴 良 （29阪神1）第8日 第9競走 ��
��1，400�

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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．9
1：19．0

良
良

710 アポロノシンザン 牡5鹿 57 福永 祐一アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 日高 天羽 禮治 488－ 81：20．5 4．8�
33 ショウナンタイザン 牡4黒鹿57 川田 将雅国本 哲秀氏 梅田 智之 浦河 秋場牧場 498＋ 21：21．13� 3．4�
22 グレイスミノル 牝5青鹿55 C．ルメール 吉岡 實氏 本田 優 新冠 武田牧場 492＋ 21：21．52� 3．6�
56 シ ン ダ ー ズ 牝5青鹿55 藤岡 康太 H.H．シェイク・モハメド 荒川 義之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470＋ 21：21．6� 14．4�
69 キアロスクーロ 	4黒鹿57 武 豊水上 行雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 496± 0 〃 クビ 6．6�
813 ノーブルルージュ 牝5黒鹿55 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 日高 門別牧場 454＋101：21．7
 89．3�
44 テーオーソルジャー 牡6栗 57 古川 吉洋小笹 公也氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 474＋ 41：21．8クビ 52．1	
11 ナムラアッパー 牡6鹿 57 幸 英明奈村 信重氏 福島 信晴 浦河 谷川牧場 426± 0 〃 クビ 46．7

812� キングクリチャン 牡8栗 57 藤田菜七子栗本 博晴氏 高市 圭二 むかわ 小林 孝幸 B492－ 61：21．9� 138．6�
68 アドマイヤクーガー 牡9栗 57 岩田 康誠近藤 利一氏 須貝 尚介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484－ 6 〃 クビ 79．4�
711 スノーエンジェル 牝5芦 55 岩崎 翼三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 456＋ 2 〃 ハナ 49．9
57 カープストリーマー 牡4栗 57 松山 弘平 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 522＋ 41：22．22 14．1�
45 プルメリアスター 牝5鹿 55 中谷 雄太 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 444＋101：23．47 11．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 41，851，300円 複勝： 64，347，100円 枠連： 22，539，100円
馬連： 121，303，100円 馬単： 53，895，900円 ワイド： 64，538，600円
3連複： 161，756，100円 3連単： 233，888，000円 計： 764，119，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 150円 � 130円 � 130円 枠 連（3－7） 810円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 1，770円

ワ イ ド �� 300円 �� 380円 �� 270円

3 連 複 ��� 990円 3 連 単 ��� 5，900円

票 数

単勝票数 計 418513 的中 � 69729（3番人気）
複勝票数 計 643471 的中 � 96843（3番人気）� 132229（2番人気）� 136689（1番人気）
枠連票数 計 225391 的中 （3－7） 21357（2番人気）
馬連票数 計1213031 的中 �� 115476（2番人気）
馬単票数 計 538959 的中 �� 22749（4番人気）
ワイド票数 計 645386 的中 �� 55186（2番人気）�� 40660（3番人気）�� 62940（1番人気）
3連複票数 計1617561 的中 ��� 121668（1番人気）
3連単票数 計2338880 的中 ��� 28712（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．5―34．8―46．4―57．7―1：08．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F34．1
3 10，7（2，5）（3，11）（4，9）13－（1，6，12）8 4 10，7（2，5）（3，11）（4，9，13）6（1，12）8

勝馬の
紹 介

アポロノシンザン �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Saint Liam デビュー 2014．6．22 函館3着

2012．3．25生 牡5鹿 母 アポロジャスミン 母母 Bernstein’s Babe 15戦4勝 賞金 61，477，000円
※テーオーソルジャー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

07094 3月19日 晴 良 （29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，28．3．19以降29．3．12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 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．6
1：56．1

良
良

22 バンドワゴン 牡6黒鹿56 C．ルメール 馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 544－ 41：59．7 5．2�
78 グランアルマダ 牡5芦 55 松山 弘平 �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム B524± 01：59．8� 38．1�
79 サトノケンシロウ 牡4黒鹿55 川田 将雅里見 治氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 456± 01：59．9� 2．5�
11 フロリダパンサー 牡6青鹿54 高倉 稜吉田 照哉氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 478± 02：00．11 20．0�
44 ギ モ ー ヴ 牝4鹿 53 福永 祐一吉田 和美氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 464＋ 2 〃 ハナ 3．6�
810 スズカルパン 牡8鹿 54 小牧 太永井 宏明氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 474± 0 〃 アタマ 44．6	
811 ジャズファンク 牡5鹿 54 池添 謙一市川義美ホール

ディングス
 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 508＋ 42：00．2� 16．0�
55 ショウナンバーキン 牝7青 52 秋山真一郎国本 哲秀氏 中村 均 新ひだか 静内フアーム 478＋ 6 〃 ハナ 33．2�
33 フロムマイハート 牝4栗 53 丹内 祐次 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム 432－ 82：00．3� 13．1
66 シャドウダンサー 	6黒鹿56 武 豊飯塚 知一氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 506－102：01．57 8．9�
67 ベ ル ニ ー ニ 牡8鹿 55 幸 英明 H.H．シェイク・モハメド 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476＋ 8 〃 アタマ 46．1�
（11頭）

売 得 金
単勝： 66，493，300円 複勝： 89，173，900円 枠連： 29，794，700円
馬連： 176，382，300円 馬単： 87，404，800円 ワイド： 89，155，100円
3連複： 228，036，700円 3連単： 403，437，700円 計： 1，169，878，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 200円 � 640円 � 120円 枠 連（2－7） 780円

馬 連 �� 7，940円 馬 単 �� 11，590円

ワ イ ド �� 2，410円 �� 400円 �� 1，760円

3 連 複 ��� 8，930円 3 連 単 ��� 54，440円

票 数

単勝票数 計 664933 的中 � 100990（3番人気）
複勝票数 計 891739 的中 � 105020（3番人気）� 22390（9番人気）� 286950（1番人気）
枠連票数 計 297947 的中 （2－7） 29341（2番人気）
馬連票数 計1763823 的中 �� 17202（26番人気）
馬単票数 計 874048 的中 �� 5654（38番人気）
ワイド票数 計 891551 的中 �� 8925（29番人気）�� 63653（2番人気）�� 12340（19番人気）
3連複票数 計2280367 的中 ��� 19137（28番人気）
3連単票数 計4034377 的中 ��� 5372（170番人気）

ハロンタイム 12．9―11．2―12．4―12．2―12．0―11．9―12．0―11．6―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．1―36．5―48．7―1：00．7―1：12．6―1：24．6―1：36．2―1：47．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

バンドワゴン �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2013．9．28 阪神1着

2011．2．18生 牡6黒鹿 母 ピ ラ ミ マ 母母 Career Collection 8戦4勝 賞金 68，242，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。

２レース目



07095 3月19日 晴 良 （29阪神1）第8日 第11競走 ��
��3，000�第65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，28．3．19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，28．3．18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 700，000円 200，000円 100，000円 � コースレコード

中央レコード
3：02．5
3：01．0

良
良

89 サトノダイヤモンド 牡4鹿 57 C．ルメール 里見 治氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 506＋ 43：02．6 1．1�
33 シュヴァルグラン 牡5栗 57 福永 祐一佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 474－103：02．81� 4．9�
44 トーセンバジル 牡5黒鹿56 四位 洋文島川 �哉氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 482＋ 43：03．22� 33．5�
78 タマモベストプレイ 牡7栗 56 吉田 隼人タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 490＋ 43：03．41	 48．0�
11 スピリッツミノル 牡5栗 56 幸 英明吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 498＋ 2 〃 ハナ 94．0	
810 マドリードカフェ 牡6黒鹿56 岩田 康誠 Him Rock Racing 荒川 義之 日高 チャンピオン

ズファーム 536－143：04．67 130．5

77 ワンアンドオンリー 牡6黒鹿57 武 豊�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 496－ 43：05．02� 19．6�
55 トウシンモンステラ 牡7黒鹿56 小崎 綾也�サトー 村山 明 安平 ノーザンファーム 490＋ 63：05．1
 206．2�
66 レーヴミストラル 牡5鹿 56 川田 将雅 サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 506± 03：05．31	 29．1�
22 ウインスペクトル 牡5鹿 56 丹内 祐次�ウイン 宗像 義忠 日高 賀張中川牧場 B474－ 23：07．2大差 70．1�

（10頭）

売 得 金
単勝： 210，262，200円 複勝： 443，780，900円 枠連： 84，741，200円
馬連： 449，974，500円 馬単： 423，017，600円 ワイド： 232，101，400円
3連複： 597，838，500円 3連単： 2，419，648，000円 計： 4，861，364，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 110円 複 勝 � 100円 � 100円 � 190円 枠 連（3－8） 140円

馬 連 �� 140円 馬 単 �� 170円

ワ イ ド �� 110円 �� 300円 �� 390円

3 連 複 ��� 470円 3 連 単 ��� 740円

票 数

単勝票数 計2102622 的中 � 1473462（1番人気）
複勝票数 計4437809 的中 � 3334422（1番人気）� 576142（2番人気）� 95869（5番人気）
枠連票数 計 847412 的中 （3－8） 451308（1番人気）
馬連票数 計4499745 的中 �� 2356621（1番人気）
馬単票数 計4230176 的中 �� 1856864（1番人気）
ワイド票数 計2321014 的中 �� 941086（1番人気）�� 131209（3番人気）�� 93839（7番人気）
3連複票数 計5978385 的中 ��� 950112（1番人気）
3連単票数 計24196480 的中 ���2368305（1番人気）

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

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�
12．8―24．6―36．2―48．9―1：01．5―1：13．0―1：24．7―1：37．2―1：49．6―2：01．9―2：14．5―2：26．8

2，600� 2，800�
―2：38．5―2：50．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F48．1―3F35．8
1
�
2＝8－10，6，1，7（3，9）4－5
2，8（10，6）3（1，7）9－4＝5

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノダイヤモンド �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Orpen デビュー 2015．11．8 京都1着

2013．1．30生 牡4鹿 母 マ ル ペ ン サ 母母 Marsella 9戦7勝 賞金 742，664，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりサトノダイヤモンド号は，天皇賞（春）（GⅠ）競走に優先出走できる。

07096 3月19日 晴 良 （29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 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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

612 ソーディヴァイン 牝4鹿 55 川田 将雅 �シルクレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 526＋ 41：23．9 6．1�
611� キングライオン 牡4栗 57

55 △坂井 瑠星ライオンレースホース� 杉山 晴紀 米
Nursery Place,
Donaldson &
Broadbent

B486－ 4 〃 アタマ 23．0�
713 タマモユウトウセイ 牡6栗 57 池添 謙一タマモ� 五十嵐忠男 新冠 新冠伊藤牧場 B488－ 21：24．11 8．5�
815 ペプチドアルマ 牡5黒鹿57 畑端 省吾沼川 一彦氏 作田 誠二 浦河 杵臼牧場 472＋ 21：24．52	 15．4�
36 � エイシンビジョン 牡4鹿 57 岩田 康誠�栄進堂 藤原 英昭 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

466＋ 21：24．6クビ 5．0	
23 レッドヴェルサス 牡4鹿 57 C．ルメール �東京ホースレーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B516± 0 〃 クビ 3．3

35 メイショウタラチネ 牝5黒鹿 55

54 ☆小崎 綾也松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 468＋ 21：24．7
 19．1�
59 ア バ ン サ ル �6栗 57 国分 恭介今西 和雄氏 中村 均 新冠 石田牧場 508＋ 21：24．8クビ 12．3�
24 ル イ カ ズ マ 牡6鹿 57 藤岡 康太合同会社雅苑興業 西浦 勝一 新ひだか グランド牧場 496± 01：25．01� 129．4
816� ネオアトラクション 牡5鹿 57 福永 祐一林 正道氏 角居 勝彦 英 Floors

Farming 500＋ 81：25．1	 29．1�
510 ヤマニンメンヒル 牡8鹿 57 川須 栄彦土井 肇氏 松下 武士 浦河 廣田 伉助 476－ 4 〃 クビ 335．9�
12 カラパナビーチ 牡5黒鹿57 北村 友一金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 日高 日高大洋牧場 546＋ 8 〃 アタマ 39．3�
714 ウォーシップマーチ 牡7黒鹿57 小牧 太谷掛 龍夫氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 482± 01：25．2クビ 60．6�
47 ハラペーニョペパー 牝5芦 55 松山 弘平 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 490－14 〃 アタマ 8．0�
11  リバータイキ 牡8栗 57

54 ▲藤田菜七子河越 武治氏 作田 誠二 平取 稲原牧場 528＋ 21：25．62	 102．4�
48 ア グ ネ ッ タ 牝4鹿 55 吉田 隼人菅原 広隆氏 羽月 友彦 新ひだか 上村 清志 B462＋ 2 〃 ハナ 117．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 77，472，600円 複勝： 113，699，400円 枠連： 47，619，800円
馬連： 216，380，000円 馬単： 85，235，000円 ワイド： 119，134，900円
3連複： 328，657，700円 3連単： 462，781，900円 計： 1，450，981，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 220円 � 810円 � 300円 枠 連（6－6） 7，140円

馬 連 �� 6，910円 馬 単 �� 11，580円

ワ イ ド �� 2，520円 �� 860円 �� 2，810円

3 連 複 ��� 15，590円 3 連 単 ��� 86，490円

票 数

単勝票数 計 774726 的中 � 101483（3番人気）
複勝票数 計1136994 的中 � 156083（2番人気）� 30802（10番人気）� 101502（4番人気）
枠連票数 計 476198 的中 （6－6） 5164（26番人気）
馬連票数 計2163800 的中 �� 24256（27番人気）
馬単票数 計 852350 的中 �� 5519（45番人気）
ワイド票数 計1191349 的中 �� 11947（30番人気）�� 37020（8番人気）�� 10697（32番人気）
3連複票数 計3286577 的中 ��� 15806（55番人気）
3連単票数 計4627819 的中 ��� 3879（282番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．8―12．3―12．1―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．1―34．9―47．2―59．3―1：11．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ソーディヴァイン �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2015．7．11 中京3着

2013．2．14生 牝4鹿 母 ソーアラート 母母 スペシャルアラート 11戦3勝 賞金 38，600，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 クリノダイスーシー号・タッチシタイ号
（非抽選馬） 2頭 アドマイヤムテキ号・キセキノツヅキ号

４レース目



（29阪神1）第8日 3月19日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 161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

305，010，000円
5，060，000円
14，670，000円
1，780，000円
36，980，000円
66，702，000円
4，356，000円
1，545，600円

勝馬投票券売得金
652，154，200円
1，231，876，400円
310，751，800円
1，483，908，500円
940，022，700円
836，268，400円
2，053，295，400円
4，648，690，000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 12，156，967，400円

総入場人員 31，329名 （有料入場人員 ）



平成29年度 第1回阪神競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，267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

2，051，500，000円
25，300，000円
122，480，000円
12，640，000円
238，830，000円
511，046，000円
36，295，800円
12，163，200円

勝馬投票券売得金
4，318，905，900円
6，983，172，400円
2，148，930，900円
10，201，028，500円
5，390，314，600円
5，412，511，400円
13，963，158，900円
25，368，071，600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 73，786，094，200円

総入場延人員 136，813名 （有料入場延人員 99，147名）
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