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07061 3月11日 晴 稍重 （30阪神1）第6日 第1競走 ��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

33 ララプリムヴェール 牝3芦 54 和田 竜二フジイ興産� 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 524－ 21：54．3 1．2�
55 ラ ド ル ク ス 牝3栗 54 浜中 俊水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 490＋161：54．83 5．9�
77 カンパニュラ 牝3鹿 54 丸山 元気菅原 広隆氏 羽月 友彦 浦河 中村 雅明 460－10 〃 クビ 81．7�
66 ナ ム ラ ユ メ 牝3青鹿54 川須 栄彦奈村 睦弘氏 村山 明 新ひだか 八田ファーム 444－ 41：55．22� 36．6�
44 ボルティモア 牝3鹿 54 国分 恭介�G1レーシング 宮 徹 千歳 社台ファーム B454－ 21：55．52 9．9�
88 ダノンキャンディ 牝3青鹿54 岩田 康誠�ダノックス 橋口 慎介 日高 下河辺牧場 458－121：56．67 9．5	
89 メイショウカラタチ 牝3鹿 54 �島 良太松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 赤田牧場 B468－ 21：56．7� 49．5

22 エウプロシュネ 牝3鹿 54 国分 優作�高橋ファーム 湯窪 幸雄 新ひだか 高橋フアーム 430－ 61：56．91 216．3�
11 ショウナンラヴィ 牝3鹿 54

53 ☆小崎 綾也国本 哲秀氏 梅田 智之 新ひだか 井高牧場 460± 02：02．0大差 28．2
（9頭）

売 得 金
単勝： 24，097，600円 複勝： 91，874，000円 枠連： 7，117，800円
馬連： 37，198，600円 馬単： 30，271，000円 ワイド： 26，442，300円
3連複： 53，889，900円 3連単： 127，550，100円 計： 398，441，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 110円 � 130円 � 570円 枠 連（3－5） 270円

馬 連 �� 250円 馬 単 �� 300円

ワ イ ド �� 140円 �� 770円 �� 2，430円

3 連 複 ��� 3，010円 3 連 単 ��� 6，050円

票 数

単勝票数 計 240976 的中 � 149785（1番人気）
複勝票数 計 918740 的中 � 728913（1番人気）� 60371（2番人気）� 6666（8番人気）
枠連票数 計 71178 的中 （3－5） 20165（1番人気）
馬連票数 計 371986 的中 �� 111889（1番人気）
馬単票数 計 302710 的中 �� 73899（1番人気）
ワイド票数 計 264423 的中 �� 69359（1番人気）�� 6888（11番人気）�� 2038（23番人気）
3連複票数 計 538899 的中 ��� 13421（11番人気）
3連単票数 計1275501 的中 ��� 15273（21番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．8―38．1―50．9―1：03．4―1：16．2―1：29．0―1：41．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ララプリムヴェール �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2018．2．17 京都2着

2015．2．13生 牝3芦 母 マチカネハナサソウ 母母 マチカネハツシマダ 2戦1勝 賞金 7，400，000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〕 ショウナンラヴィ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年4月11日まで平地競

走に出走できない。

07062 3月11日 晴 稍重 （30阪神1）第6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

48 メイショウミライ 牡3栗 56 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 太陽牧場 486＋221：12．4 3．0�
510 テーオージーニアス 牡3鹿 56 荻野 琢真小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 492－ 21：13．14 22．3�
11 ブライトパス 牝3鹿 54 北村 友一 �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 472－10 〃 クビ 3．7�
611 メイショウバルコラ 牡3鹿 56 古川 吉洋松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 高昭牧場 500－ 4 〃 アタマ 9．3�
59 グランディスカーペ 牡3黒鹿56 岩田 康誠小田 吉男氏 安達 昭夫 新冠 アラキフアーム 456－ 21：13．41� 4．1�
713 ハルキストン 牡3鹿 56 岡田 祥嗣若草クラブ 浅見 秀一 浦河 藤春 修二 442＋ 21：13．61� 20．2	
612 ツウカイウイング 牡3鹿 56 藤岡 康太木村 直樹氏 千田 輝彦 新ひだか 萩澤 泰博 452－ 21：13．81 75．2

36 レッドジョルト 牡3栗 56 松山 弘平 �東京ホースレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 486－ 41：13．9� 6．6�
815 タニノテーブル 牝3黒鹿 54

53 ☆小崎 綾也谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか 西村 和夫 438－ 81：14．0� 168．1
24 スキュータム 牡3鹿 56 岩崎 翼 �カナヤマホール

ディングス 羽月 友彦 新ひだか 西村 和夫 494－ 21：14．1クビ 41．6�
816 ワンダーアグリコラ 牝3黒鹿54 丸山 元気山本 能成氏 沖 芳夫 新ひだか 城地牧場 432－ 61：14．2� 317．9�
714 スウィートラヴァー 牝3黒鹿54 竹之下智昭平山 靖氏 千田 輝彦 平取 坂東牧場 468－121：15．05 580．3�
12 タガノメビウス 牡3黒鹿56 藤懸 貴志八木 良司氏 池添 学 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 446－ 61：15．31� 567．0�
35 デンコウメジャー 牡3栗 56

53 ▲三津谷隼人田中 康弘氏 坂口 正則 浦河 アイオイファーム B464＋201：15．51� 657．3�
23 ス ル ツ エ イ 牡3栗 56 国分 恭介畑佐 博氏 牧田 和弥 浦河 高松牧場 482＋121：16．03 126．6�
47 アオイチャン 牝3鹿 54 川須 栄彦内田 滋三氏 村山 明 新ひだか へいはた牧場 438－ 21：16．32 288．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，857，100円 複勝： 37，685，800円 枠連： 10，707，700円
馬連： 51，660，600円 馬単： 24，814，300円 ワイド： 36，112，500円
3連複： 74，564，500円 3連単： 92，375，100円 計： 355，777，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 430円 � 180円 枠 連（4－5） 490円

馬 連 �� 3，310円 馬 単 �� 4，650円

ワ イ ド �� 990円 �� 360円 �� 1，890円

3 連 複 ��� 4，340円 3 連 単 ��� 23，400円

票 数

単勝票数 計 278571 的中 � 73280（1番人気）
複勝票数 計 376858 的中 � 86719（1番人気）� 16201（7番人気）� 57301（3番人気）
枠連票数 計 107077 的中 （4－5） 16633（1番人気）
馬連票数 計 516606 的中 �� 12064（12番人気）
馬単票数 計 248143 的中 �� 3998（21番人気）
ワイド票数 計 361125 的中 �� 9019（13番人気）�� 28340（2番人気）�� 4527（19番人気）
3連複票数 計 745645 的中 ��� 12875（15番人気）
3連単票数 計 923751 的中 ��� 2861（81番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．9―12．5―12．2―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．6―35．5―48．0―1：00．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウミライ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 Elusive Quality デビュー 2017．10．28 京都8着

2015．4．28生 牡3栗 母 メイショウヒミコ 母母 サルガソシー 4戦1勝 賞金 8，300，000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。
（非抽選馬） 5頭 アイアンオオナミ号・スズカフェスタ号・テーオーアモーレ号・ナムラルビー号・ニホンピロアリエタ号

第１回 阪神競馬 第６日



07063 3月11日 晴 稍重 （30阪神1）第6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

711 イラプション �3鹿 56 藤岡 佑介�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 平山牧場 528＋ 21：56．3 4．1�
44 サンライズブリッツ 牡3栗 56 松山 弘平松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 468± 01：56．4� 32．7�
812 スズカビレッジ 牡3栗 56 田辺 裕信永井 啓弍氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 444± 0 〃 ハナ 33．1�
11 スピリットワンベル 牡3鹿 56 川須 栄彦鈴木 昭和氏 牧田 和弥 日高 モリナガファーム 530＋ 41：56．5クビ 2．1�
45 ヒロシゲセブン 牡3鹿 56 松田 大作�岡 隆氏 北出 成人 日高 北田 剛 502－ 41：56．6	 3．3	
813 エイシンエンデバー 牡3黒鹿56 岩田 康誠�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 476－141：56．7	 18．2

68 ガ ブ リ ヨ リ 牡3栗 56

53 ▲三津谷隼人中西 功氏 安田 翔伍 新ひだか 小河 豊水 480－121：56．9	 23．0�
69 
 リ ョ ー ケ ン 牡3鹿 56 大山 真吾了德寺健二ホール

ディングス� 矢作 芳人 愛 Swordle-
stown Little 456－ 61：57．11� 117．1�

（兵庫）

57 バトルチャンプ 牡3鹿 56 小牧 太増山 武志氏 羽月 友彦 新ひだか 井高牧場 432－101：57．2クビ 48．8
710 カズフィンテック 牡3黒鹿56 藤岡 康太合同会社雅苑興業 西浦 勝一 日高 白井牧場 452－ 81：57．41� 355．7�
56 
 シールドロック 牡3栗 56 �島 克駿�ノースヒルズ 中竹 和也 米 North Hills

Co. Limited 578－ 21：57．61� 293．0�
22 ノーボーダー 牡3栗 56

55 ☆荻野 極林 正道氏 清水 久詞 日高 藤本ファーム 476－ 41：58．02� 34．1�
33 タガノラヴハート 牝3黒鹿54 国分 恭介八木 良司氏 河内 洋 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 454± 01：58．95 63．0�
（13頭）

売 得 金
単勝： 27，214，800円 複勝： 35，355，400円 枠連： 11，108，800円
馬連： 49，481，800円 馬単： 28，010，200円 ワイド： 32，897，600円
3連複： 70，501，000円 3連単： 95，346，300円 計： 349，915，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 190円 � 700円 � 630円 枠 連（4－7） 730円

馬 連 �� 5，650円 馬 単 �� 7，980円

ワ イ ド �� 1，500円 �� 1，260円 �� 6，140円

3 連 複 ��� 33，460円 3 連 単 ��� 135，270円

票 数

単勝票数 計 272148 的中 � 52788（3番人気）
複勝票数 計 353554 的中 � 60004（2番人気）� 11462（8番人気）� 12899（7番人気）
枠連票数 計 111088 的中 （4－7） 11760（3番人気）
馬連票数 計 494818 的中 �� 6783（19番人気）
馬単票数 計 280102 的中 �� 2631（25番人気）
ワイド票数 計 328976 的中 �� 5707（19番人気）�� 6862（16番人気）�� 1341（40番人気）
3連複票数 計 705010 的中 ��� 1580（78番人気）
3連単票数 計 953463 的中 ��� 511（291番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―13．0―13．4―13．1―13．1―13．3―13．2―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．8―36．8―50．2―1：03．3―1：16．4―1：29．7―1：42．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．0―3F39．9
1
3
1，2（4，10）（7，8，6）（3，5）－12－13，11－9
1，2（7，10）（8，4）（3，5）11，12，13，6，9

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

勝馬の
紹 介

イラプション �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 Danzig デビュー 2018．2．17 京都4着

2015．4．20生 �3鹿 母 コントローリング 母母 Jurisdictional 2戦1勝 賞金 5，900，000円
〔発走状況〕 イラプション号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 イラプション号は，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。

07064 3月11日 晴 良 （30阪神1）第6日 第4競走 ��
��2，200�サラブレッド系3歳

発走11時30分 （芝・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
2：10．1
2：09．9

良
良

22 ディープインラヴ 牡3鹿 56 岩田 康誠�フクキタル 矢作 芳人 新冠 パカパカ
ファーム 464－ 82：13．3 1．5�

11 ラストクルセイド 牡3鹿 56 浜中 俊 �社台レースホース西浦 勝一 千歳 社台ファーム 460± 02：14．89 14．0�
710 クアトレフォイル 牡3鹿 56 藤岡 康太大塚 亮一氏 友道 康夫 浦河 有限会社

松田牧場 470－ 82：15．01� 5．3�
68 ヒルトップパレス 牡3鹿 56 �島 克駿吉田 勝己氏 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 454＋ 22：15．32 37．7�
56 ミコデイジーラブ 牝3黒鹿 54

51 ▲富田 暁古賀 慎一氏 斉藤 崇史 千歳 社台ファーム 510－ 2 〃 アタマ 404．3	
33 シゲルジャガイモ 牡3鹿 56 藤懸 貴志森中 蕃氏 鈴木 孝志 新ひだか 桜井牧場 B488－ 62：15．4クビ 450．0

45 アンチェイン 牡3黒鹿56 和田 竜二金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 日高 日高大洋牧場 488＋ 82：16．03	 73．9�
813 チカアレグレ 牝3栗 54 武 豊吉田 照哉氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム 500－ 8 〃 ハナ 7．0�
44 ケイティノーブル 牡3栗 56

53 ▲三津谷隼人瀧本 和義氏 杉山 晴紀 新ひだか 有限会社 下河辺
トレーニングセンター 438－ 62：16．63	 139．9

69 ゴッドミラクル 牡3鹿 56 松山 弘平�サンライズ 北出 成人 新ひだか 有限会社石川牧場 438± 02：16．91
 28．4�
57 オーミスマイル 牡3鹿 56 柴田 未崎岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 新冠 松木 加代 512＋ 22：17．0
 738．8�
812 ヴィヴィアナガール 牝3芦 54

51 ▲西村 淳也�イクタ 田所 秀孝 日高 長谷川 一男 470－ 82：17．31
 399．5�
711 ア イ ガ ー 牡3黒鹿56 横山 典弘寺田 寿男氏 昆 貢 浦河 日の出牧場 472＋ 42：17．51� 8．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 29，367，700円 複勝： 89，344，200円 枠連： 12，465，200円
馬連： 50，351，000円 馬単： 33，762，700円 ワイド： 32，311，400円
3連複： 67，923，400円 3連単： 123，844，200円 計： 439，369，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 170円 � 130円 枠 連（1－2） 830円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 820円

ワ イ ド �� 280円 �� 170円 �� 630円

3 連 複 ��� 870円 3 連 単 ��� 2，780円

票 数

単勝票数 計 293677 的中 � 150428（1番人気）
複勝票数 計 893442 的中 � 653770（1番人気）� 37724（5番人気）� 63937（2番人気）
枠連票数 計 124652 的中 （1－2） 11592（3番人気）
馬連票数 計 503510 的中 �� 58592（3番人気）
馬単票数 計 337627 的中 �� 30558（3番人気）
ワイド票数 計 323114 的中 �� 27229（4番人気）�� 61886（1番人気）�� 10440（10番人気）
3連複票数 計 679234 的中 ��� 58132（3番人気）
3連単票数 計1238442 的中 ��� 32214（7番人気）

ハロンタイム 12．8―10．9―11．7―13．2―12．6―12．3―12．7―12．2―12．0―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．8―23．7―35．4―48．6―1：01．2―1：13．5―1：26．2―1：38．4―1：50．4―2：01．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．1―3F34．9
1
3
2，10（1，12）9（5，11，13）－3，8，7，6，4
2，10（1，13）11（5，12，4）9（3，8，7）6

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

勝馬の
紹 介

ディープインラヴ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Loup Sauvage デビュー 2018．2．3 京都3着

2015．4．30生 牡3鹿 母 ラヴアンドバブルズ 母母 Bubble Dream 3戦1勝 賞金 7，800，000円



07065 3月11日 晴 稍重 （30阪神1）第6日 第5競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走12時20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
1：08．8
1：08．7

重
重

67 ロードエース 牡3鹿 56 和田 竜二 �ロードホースクラブ 松下 武士 浦河 栄進牧場 484－ 61：12．2 7．3�
55 タ ガ ノ ア ム 牝3鹿 54 �島 克駿八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 464－ 41：12．73 14．3�
811 タガノプレトリア 牡3鹿 56 藤岡 康太八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 444－ 41：12．8� 3．7�
710 ガ ウ ル 牡3鹿 56

55 ☆加藤 祥太吉澤 克己氏 庄野 靖志 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 482－ 41：12．9� 2．3�

56 ニシノダンテ 牡3青鹿 56
53 ▲西村 淳也西山 茂行氏 田所 秀孝 浦河 谷川牧場 494＋ 61：13．53� 82．4�

812 コウエイアンカ 	3鹿 56 松山 弘平伊東 政清氏 森 秀行 日高 浜本牧場 470－ 21：13．6クビ 9．1	
11 エレスチャル 牝3鹿 54 古川 吉洋ディアレストクラブ� 高橋 義忠 浦河 ディアレスト

クラブ 436－ 61：14．13 106．8

44 ラフィングマッチ 牡3栗 56 酒井 学�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 平山牧場 488－ 2 〃 アタマ 17．6�
79 ペ ガ ッ ソ 牡3黒鹿 56

53 ▲富田 暁栗田 知幸氏 谷 潔 浦河 津島 優治 476± 01：14．63 33．3�
33 ドゥリアリティ 牝3鹿 54 田中 健平田 修氏 浜田多実雄 新冠 飛渡牧場 452－ 21：14．7クビ 309．1
22 アウトバーン 牡3鹿 56

53 ▲三津谷隼人中島 俊房氏 崎山 博樹 新ひだか 静内山田牧場 460－ 61：15．55 30．1�
68 モ ア イ 牡3黒鹿56 岩田 康誠青山 洋一氏 笹田 和秀 日高 千葉飯田牧場 458－ 4 （競走中止） 9．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 28，832，000円 複勝： 40，117，900円 枠連： 13，506，300円
馬連： 61，509，000円 馬単： 30，989，300円 ワイド： 40，198，100円
3連複： 83，869，100円 3連単： 114，253，400円 計： 413，275，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 220円 � 290円 � 140円 枠 連（5－6） 2，720円

馬 連 �� 3，530円 馬 単 �� 6，760円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 480円 �� 630円

3 連 複 ��� 3，580円 3 連 単 ��� 24，950円

票 数

単勝票数 計 288320 的中 � 31210（3番人気）
複勝票数 計 401179 的中 � 43136（3番人気）� 28851（6番人気）� 93275（2番人気）
枠連票数 計 135063 的中 （5－6） 3847（9番人気）
馬連票数 計 615090 的中 �� 13478（12番人気）
馬単票数 計 309893 的中 �� 3438（25番人気）
ワイド票数 計 401981 的中 �� 9738（12番人気）�� 22312（3番人気）�� 16381（7番人気）
3連複票数 計 838691 的中 ��� 17533（9番人気）
3連単票数 計1142534 的中 ��� 3319（84番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．9―12．2―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．9―47．1―59．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．2―3F37．3
3 4，10（2，7）12（1，3）11－5－6，9 4 ・（4，10）7（2，12）（3，11）1，5－6－9
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ロードエース �
�
父 エーシンフォワード �

�
母父 エイシンサンディ デビュー 2017．10．28 京都1着

2015．4．15生 牡3鹿 母 エーシンパナギア 母母 サンタマリアガール 4戦2勝 賞金 14，200，000円
〔競走中止〕 モアイ号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

07066 3月11日 晴 良 （30阪神1）第6日 第6競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走12時55分 （芝・右・外）
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
1：31．9
1：30．7

良
良

55 ケイアイノーテック 牡3鹿 56 川田 将雅亀田 和弘氏 平田 修 新冠 隆栄牧場 468± 01：34．2 1．2�
77 ナリタハーデス 牡3黒鹿56 松山 弘平�オースミ 中尾 秀正 日高 広富牧場 442－ 41：34．94 9．1�
88 プリンセスケイト 牝3黒鹿54 横山 典弘 H.H．シェイク・モハメド 昆 貢 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 516－ 81：35．0� 49．7�
33 ミトノレインボー 牝3鹿 54 酒井 学ロイヤルパーク 大橋 勇樹 新ひだか 木村 秀則 464± 01：35．1� 42．4�
44 ヌーディーカラー 牡3鹿 56 浜中 俊吉澤 克己氏 宮本 博 日高 日高大洋牧場 468－ 21：35．31� 13．2�
22 キャッチミーアップ 牝3鹿 54 田辺 裕信畑佐 博氏 河内 洋 日高 浜本牧場 430± 01：35．4クビ 17．9	
66 ロードダヴィンチ 牡3鹿 56 北村 友一 �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 518＋ 81：35．93 6．6

89 メイショウドウドウ 牡3黒鹿56 藤岡 康太松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 462－101：36．64 88．7�
11 シゲルコシアブラ 牡3鹿 56 大山 真吾森中 蕃氏 青木 孝文 新ひだか 松田牧場 456－121：37．02� 375．0�

（兵庫）

（9頭）

売 得 金
単勝： 43，275，600円 複勝： 155，749，900円 枠連： 10，284，700円
馬連： 50，894，500円 馬単： 44，071，300円 ワイド： 39，848，100円
3連複： 65，612，600円 3連単： 206，592，400円 計： 616，329，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 100円 � 170円 � 540円 枠 連（5－7） 350円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 400円

ワ イ ド �� 220円 �� 920円 �� 2，920円

3 連 複 ��� 4，870円 3 連 単 ��� 8，660円

票 数

単勝票数 計 432756 的中 � 277390（1番人気）
複勝票数 計1557499 的中 � 1275642（1番人気）� 61468（3番人気）� 12005（7番人気）
枠連票数 計 102847 的中 （5－7） 22228（2番人気）
馬連票数 計 508945 的中 �� 100866（2番人気）
馬単票数 計 440713 的中 �� 80683（2番人気）
ワイド票数 計 398481 的中 �� 57916（2番人気）�� 10002（10番人気）�� 2975（19番人気）
3連複票数 計 656126 的中 ��� 10094（13番人気）
3連単票数 計2065924 的中 ��� 17286（25番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．8―35．4―47．5―59．8―1：11．8―1：22．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケイアイノーテック 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 Smarty Jones デビュー 2017．6．3 阪神1着

2015．4．7生 牡3鹿 母 ケイアイガーベラ 母母 アンナステルツ 5戦2勝 賞金 38，840，000円
※ミトノレインボー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。



07067 3月11日 晴 稍重 （30阪神1）第6日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時25分 （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

812 エイシンミノアカ 牝5黒鹿55 岩田 康誠�栄進堂 坂口 正則 浦河 高野牧場 452＋ 21：53．8 4．4�
22 � ウインガーネット 牝5黒鹿55 丸山 元気�ウイン 寺島 良 新冠 コスモヴューファーム 508－ 81：54．12 12．2�
33 エイシンムジカ 牝4栗 55 松山 弘平平井 克彦氏 西園 正都 新ひだか 木田牧場 484± 01：54．2� 4．2�
710 チェリーボンボン 牝4青鹿 55

52 ▲富田 暁山内 邦一氏 木原 一良 新ひだか 松本牧場 446－ 21：54．51� 32．7�
11 センショウレイナ 牝5鹿 55 藤岡 佑介川勝 裕之氏 笹田 和秀 新ひだか 岡田スタツド 466－101：54．6� 28．2�
44 � バイオレットフィズ 牝6黒鹿55 酒井 学中山 泰志氏 飯田 祐史 日高 日高大洋牧場 448＋ 21：55．02� 22．8	
68 メ ヌ エ ッ ト 牝4芦 55 和田 竜二 �ロードホースクラブ 橋田 満 新ひだか ケイアイファーム 446＋ 21：55．42� 7．0

45 ヴィクトリアマンボ 牝5青鹿55 松田 大作 �キャロットファーム 小崎 憲 千歳 社台ファーム 450－ 41：55．71� 33．2�
57 クリノゼノビア 牝4黒鹿 55

52 ▲西村 淳也栗本 博晴氏 田所 秀孝 浦河 バンブー牧場 422＋ 41：55．8� 201．1
813 オーミパドドゥ 牝5栗 55 柴田 未崎岩﨑 僖澄氏 宮 徹 新冠 松木 加代 480－ 61：55．9� 445．1�
56 フィアマロッサ 牝4栗 55 北村 友一 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 524－ 41：56．85 12．2�
711� ロマンチックワーク 牝4鹿 55 岡田 祥嗣大塚 亮一氏 北出 成人 千歳 社台ファーム 444－ 41：56．9クビ 306．0�
69 レッドコルディス 牝4黒鹿55 武 豊 �東京ホースレーシング 高橋 義忠 浦河 富田牧場 488＋ 81：58．8大差 3．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 30，495，200円 複勝： 41，346，200円 枠連： 14，867，800円
馬連： 68，787，400円 馬単： 29，286，800円 ワイド： 42，514，700円
3連複： 89，075，200円 3連単： 107，593，300円 計： 423，966，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 180円 � 270円 � 170円 枠 連（2－8） 2，850円

馬 連 �� 2，890円 馬 単 �� 4，610円

ワ イ ド �� 820円 �� 470円 �� 840円

3 連 複 ��� 4，110円 3 連 単 ��� 23，750円

票 数

単勝票数 計 304952 的中 � 55105（3番人気）
複勝票数 計 413462 的中 � 64256（3番人気）� 33414（6番人気）� 67071（2番人気）
枠連票数 計 148678 的中 （2－8） 4030（12番人気）
馬連票数 計 687874 的中 �� 18401（11番人気）
馬単票数 計 292868 的中 �� 4763（20番人気）
ワイド票数 計 425147 的中 �� 12939（10番人気）�� 24303（4番人気）�� 12661（11番人気）
3連複票数 計 890752 的中 ��� 16226（13番人気）
3連単票数 計1075933 的中 ��� 3284（78番人気）

ハロンタイム 13．0―11．2―13．3―12．7―12．1―13．0―13．0―12．6―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．2―37．5―50．2―1：02．3―1：15．3―1：28．3―1：40．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エイシンミノアカ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Deputy Minister デビュー 2015．12．19 阪神4着

2013．4．23生 牝5黒鹿 母 ミッションガール 母母 Triple Strike 13戦2勝 賞金 20，850，000円
〔制裁〕 オーミパドドゥ号の騎手柴田未崎は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。

07068 3月11日 晴 良 （30阪神1）第6日 第8競走 ��
��1，600�サラブレッド系4歳以上

発走13時55分 （芝・右・外）
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
1：31．9
1：30．7

良
良

34 ジ ェ ニ ア ル 牡4鹿 57 武 豊�キーファーズ 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 436＋ 61：34．1 4．5�
46 ナンヨーマーズ 牡4鹿 57 四位 洋文中村 德也氏 清水 久詞 新冠 新冠橋本牧場 456－ 61：34．63 5．2�
22 コパノピエール 牡4鹿 57 川須 栄彦小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 480－ 4 〃 クビ 12．2�
814 ウェーブヒーロー 牡5鹿 57 松山 弘平万波 健二氏 中尾 秀正 新冠 新冠橋本牧場 500－ 21：35．02� 19．4�
45 ゼニステレスコープ 牡4鹿 57 川田 将雅 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 442± 01：35．1� 3．8	
712 カフジグローリー 牡4黒鹿57 秋山真一郎加藤 守氏 森田 直行 新ひだか タイヘイ牧場 B520＋ 2 〃 アタマ 13．5

610 モンテヴェルデ 牡4青鹿57 横山 典弘寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 友田牧場 B458± 01：35．2	 9．4�
69 ドラゴンマジック 
6栗 57 高倉 稜窪田 康志氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 514－ 6 〃 クビ 36．9�
11 アサケハーツ 牡4栗 57

56 ☆荻野 極大橋 堯氏 大橋 勇樹 日高 田端牧場 456－ 2 〃 アタマ 69．5
813 ド ゥ オ ー モ 牡5鹿 57 藤岡 佑介広尾レース� 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 472＋121：35．41 8．0�
58 ゼンノタヂカラオ 牡5黒鹿57 中井 裕二大迫久美子氏 中内田充正 新冠 村上 欽哉 500＋ 4 〃 クビ 21．5�
33 バ リ キ 牡6栗 57 和田 竜二杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 ムラカミファーム 456± 01：35．5	 70．1�
711 ラントシャフト 牝4栗 55

52 ▲富田 暁 �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 456－ 41：35．92� 29．6�

57 エスピリトゥオーゾ 牡4栗 57 藤岡 康太名古屋友豊� 木原 一良 新冠 オリエント牧場 464＋ 41：36．0� 311．2�
（14頭）

売 得 金
単勝： 40，186，000円 複勝： 55，272，000円 枠連： 22，100，100円
馬連： 84，855，500円 馬単： 35，435，800円 ワイド： 54，797，400円
3連複： 108，780，600円 3連単： 130，913，400円 計： 532，340，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 210円 � 180円 � 310円 枠 連（3－4） 510円

馬 連 �� 1，520円 馬 単 �� 2，690円

ワ イ ド �� 660円 �� 1，540円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 6，620円 3 連 単 ��� 25，740円

票 数

単勝票数 計 401860 的中 � 71285（2番人気）
複勝票数 計 552720 的中 � 68809（3番人気）� 93332（2番人気）� 39677（6番人気）
枠連票数 計 221001 的中 （3－4） 33525（1番人気）
馬連票数 計 848555 的中 �� 43153（3番人気）
馬単票数 計 354358 的中 �� 9850（5番人気）
ワイド票数 計 547974 的中 �� 21985（3番人気）�� 8847（20番人気）�� 13428（9番人気）
3連複票数 計1087806 的中 ��� 12306（15番人気）
3連単票数 計1309134 的中 ��� 3687（54番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―23．9―35．4―47．3―59．1―1：11．0―1：22．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F35．0
3 2－12－（5，14）（6，8）－4（1，11）3（10，7）－（9，13） 4 2－12（5，14）（6，8）－（4，1，11）3，10（9，7）13
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ジ ェ ニ ア ル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Refuse To Bend デビュー 2017．3．18 中京5着

2014．2．7生 牡4鹿 母 サ ラ フ ィ ナ 母母 Sanariya 5戦2勝 賞金 13，000，000円



07069 3月11日 晴 良 （30阪神1）第6日 第9競走 ��
��2，400�

あ わ じ

淡 路 特 別
発走14時25分 （芝・右・外）
4歳以上，1，000万円以下，29．3．11以降30．3．4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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．1
2：22．1

良
良

44 ス プ マ ン テ 牡4青鹿55 川田 将雅石川 達絵氏 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 480－ 42：28．5 2．5�
89 ララエクラテール 牡6鹿 54 和田 竜二フジイ興産� 今野 貞一 新冠 佐藤 信広 B432± 02：28．71� 22．6�
55 プティットクルール 牝4黒鹿50 田中 健首藤 徳氏 宮 徹 新ひだか 田原橋本牧場 432＋ 6 〃 クビ 93．6�
77 � イ チ ダ イ 牡5鹿 57 横山 典弘合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B528－ 42：29．12	 5．7�
11 アグネスリバティ 牡5黒鹿54 荻野 琢真上山 牧氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 486＋12 〃 ハナ 8．2�
88 タマモベルガモ 牡5栗 51 
島 克駿タマモ� 川村 禎彦 新冠 アサヒ牧場 B482－ 4 〃 クビ 51．1	
66 ヒ シ マ サ ル 牡4黒鹿55 四位 洋文阿部 雅英氏 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 500－102：29．31	 3．7

33 アロマドゥルセ 牝4青鹿53 北村 友一 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 430＋ 42：29．51� 4．7�
22 � エアシーラン 牡6黒鹿51 藤懸 貴志村田 裕子氏 小崎 憲 平取 稲原牧場 498－ 42：30．24 160．6

（9頭）

売 得 金
単勝： 42，534，100円 複勝： 47，886，200円 枠連： 13，325，000円
馬連： 80，975，500円 馬単： 42，514，600円 ワイド： 45，965，600円
3連複： 99，585，100円 3連単： 198，804，800円 計： 571，590，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 380円 � 1，560円 枠 連（4－8） 1，610円

馬 連 �� 2，050円 馬 単 �� 2，850円

ワ イ ド �� 690円 �� 3，480円 �� 10，120円

3 連 複 ��� 34，130円 3 連 単 ��� 105，740円

票 数

単勝票数 計 425341 的中 � 135281（1番人気）
複勝票数 計 478862 的中 � 126828（1番人気）� 28211（6番人気）� 5708（8番人気）
枠連票数 計 133250 的中 （4－8） 6397（8番人気）
馬連票数 計 809755 的中 �� 30537（10番人気）
馬単票数 計 425146 的中 �� 11154（16番人気）
ワイド票数 計 459656 的中 �� 18276（10番人気）�� 3310（20番人気）�� 1124（32番人気）
3連複票数 計 995851 的中 ��� 2188（47番人気）
3連単票数 計1988048 的中 ��� 1363（166番人気）

ハロンタイム 13．1―11．6―12．3―12．8―12．9―13．0―13．1―12．3―11．9―12．2―11．5―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�
13．1―24．7―37．0―49．8―1：02．7―1：15．7―1：28．8―1：41．1―1：53．0―2：05．2―2：16．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ス プ マ ン テ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2016．11．27 京都11着

2014．2．12生 牡4青鹿 母 タイキオードリー 母母 エ ス カ ニ ア 11戦3勝 賞金 40，082，000円

07070 3月11日 晴 稍重 （30阪神1）第6日 第10競走 ��
��2，000�

こうなん

甲南ステークス
発走15時00分 （ダート・右）
4歳以上，1，600万円以下，29．3．11以降30．3．4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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
2：01．0
2：01．0

不良
不良

33 モズアトラクション 牡4栗 56 岩田 康誠 �キャピタル・システム 松下 武士 新ひだか 築紫 洋 486＋ 42：03．6 2．6�
710 マイネルクラース 牡4鹿 55 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 458－ 22：03．91� 9．7�
22 カフェブリッツ 牡5鹿 57 川田 将雅西川 光一氏 池江 泰寿 新ひだか 三石橋本牧場 536± 02：04．32� 5．1�
813 レッドサバス 牡6黒鹿56 田辺 裕信 �東京ホースレーシング 松田 国英 千歳 社台ファーム B476＋ 42：04．62 14．3�
711 スマートボムシェル 牡6栗 54 古川 吉洋大川 徹氏 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 498－12 〃 クビ 23．0�
69 ストライクイーグル 牡5青鹿55 北村 友一 	キャロットファーム 杉山 晴紀 新ひだか 前田 宗将 506＋ 82：05．02� 7．4

812 ビッグアイランド 牡4鹿 54 高倉 稜前田 幸治氏 渡辺 薫彦 新冠 守矢牧場 518± 02：05．42� 8．1�
68 	 セ セ リ 牡7栗 52 大山 真吾冨士井直哉氏 森 秀行 米 William Paca

Beatson Jr. 506± 02：05．61 191．9�
（兵庫）

44 ワンダーピルエット 牝5鹿 53 小崎 綾也山本 能行氏 小崎 憲 新ひだか フクダファーム 488－ 4 〃 クビ 35．9
45 クレマンダルザス 
5鹿 54 藤岡 康太吉田 勝己氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 458－ 82：05．7� 16．8�
57 クリノライメイ 牡4青鹿54 浜中 俊栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 508＋ 62：06．87 56．7�
56 	 ディープオーパス 牡5芦 54 藤岡 佑介深見 敏男氏 藤岡 健一 米 Richard

Shultz B494－ 42：07．86 16．6�
11 	 アポロテキサス 
5鹿 55 松山 弘平アポロサラブレッドクラブ 山内 研二 米 William B.

Thompson Jr. 492－ 62：09．07 30．2�
（13頭）

売 得 金
単勝： 57，491，200円 複勝： 75，159，300円 枠連： 30，792，300円
馬連： 143，999，700円 馬単： 61，707，900円 ワイド： 79，767，100円
3連複： 194，266，500円 3連単： 257，053，500円 計： 900，237，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 240円 � 160円 枠 連（3－7） 960円

馬 連 �� 1，290円 馬 単 �� 1，810円

ワ イ ド �� 510円 �� 300円 �� 980円

3 連 複 ��� 2，450円 3 連 単 ��� 9，400円

票 数

単勝票数 計 574912 的中 � 173967（1番人気）
複勝票数 計 751593 的中 � 189003（1番人気）� 61344（5番人気）� 114666（2番人気）
枠連票数 計 307923 的中 （3－7） 24710（3番人気）
馬連票数 計1439997 的中 �� 85902（4番人気）
馬単票数 計 617079 的中 �� 25493（4番人気）
ワイド票数 計 797671 的中 �� 39389（4番人気）�� 75161（1番人気）�� 18956（10番人気）
3連複票数 計1942665 的中 ��� 59357（5番人気）
3連単票数 計2570535 的中 ��� 19820（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．6―34．9―47．9―1：00．2―1：12．8―1：25．5―1：38．5―1：51．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

モズアトラクション �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 コロナドズクエスト デビュー 2017．1．5 京都5着

2014．3．23生 牡4栗 母 エーシンラクーリエ 母母 ラ リ シ ェ ス 16戦4勝 賞金 51，064，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※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。

１レース目



07071 3月11日 晴 良 （30阪神1）第6日 第11競走 ��
��1，400�第52回報知杯フィリーズレビュー（ＧⅡ）

発走15時35分 （桜花賞トライアル） （芝・右）
牝，3歳；負担重量は，馬齢重量

報知新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 52，000，000円 21，000，000円 13，000，000円 7，800，000円 5，200，000円
付 加 賞 1，344，000円 384，000円 192，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．5
1：19．0

良
良

510 リバティハイツ 牝3鹿 54 北村 友一 �社台レースホース高野 友和 千歳 社台ファーム 442－ 81：21．5 22．3�
59 アンコールプリュ 牝3黒鹿54 藤岡 康太金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 426± 01：21．6� 4．4�
12 デルニエオール 牝3栗 54 岩田 康誠 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 410－ 2 〃 クビ 9．4�
11 ア ン ヴ ァ ル 牝3鹿 54 藤岡 佑介 �社台レースホース藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450＋ 4 〃 ハナ 5．6�
816 ギンコイエレジー 牝3黒鹿54 古川 吉洋飯田 吉哉氏 南井 克巳 新冠 有限会社 大

作ステーブル 444± 01：21．7クビ 97．5	
714 ア ル モ ニ カ 牝3黒鹿54 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 418－ 4 〃 アタマ 14．9

24 レッドシャーロット 牝3鹿 54 横山 典弘 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 450－ 81：21．91� 27．7�
48 ビ リ ー バ ー 牝3黒鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 436－10 〃 アタマ 274．1�
611 ナ デ ィ ア 牝3鹿 54 	島 克駿�ノースヒルズ 笹田 和秀 新冠 株式会社

ノースヒルズ 402－ 21：22．0� 218．0
47 
 モルトアレグロ 牝3青鹿54 田辺 裕信吉田 千津氏 武井 亮 米

Town And Country
Horse Farms, LLC &
Frank & Kim Taylor

472－ 41：22．1クビ 3．8�
817 ラブカンプー 牝3黒鹿54 松山 弘平増田 陽一氏 森田 直行 日高 奥山 博 424－ 61：22．2� 33．9�
818 ア リ ア 牝3栗 54 丸山 元気樋口 稔氏 沖 芳夫 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484± 0 〃 クビ 37．1�
23 マドモアゼル 牝3黒鹿54 松田 大作�KTレーシング 斎藤 誠 浦河 三嶋牧場 434－ 81：22．3クビ 88．5�
35 イサチルルンルン 牝3鹿 54 国分 恭介小坂 功氏 竹内 正洋 浦河 小葉松 幸雄 428－141：22．51� 40．4�
715 コーディエライト 牝3栗 54 和田 竜二�G1レーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 470＋12 〃 ハナ 16．0�
713 メイショウコゴミ 牝3鹿 54 秋山真一郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 434－ 21：23．67 100．5�
612� スウォナーレ 牝3栗 54 大山 真吾山本 佳彦氏 坂本 和也 むかわ ストロベリーフィール

ドファーム株式会社 B444－ 21：24．34 668．3�
（兵庫） （兵庫）

36 アマルフィコースト 牝3黒鹿54 浜中 俊 �社台レースホース牧田 和弥 千歳 社台ファーム 464＋ 4 （競走中止） 6．6�
（18頭）

売 得 金
単勝： 187，134，000円 複勝： 258，318，600円 枠連： 159，593，200円
馬連： 714，475，600円 馬単： 261，276，000円 ワイド： 323，411，100円
3連複： 1，164，778，400円 3連単： 1，644，222，300円 計： 4，713，209，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，230円 複 勝 � 460円 � 190円 � 360円 枠 連（5－5） 4，130円

馬 連 �� 4，080円 馬 単 �� 9，680円

ワ イ ド �� 1，370円 �� 2，440円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 9，140円 3 連 単 ��� 56，610円

票 数

単勝票数 計1871340 的中 � 66842（8番人気）
複勝票数 計2583186 的中 � 130252（8番人気）� 419190（2番人気）� 171753（5番人気）
枠連票数 計1595932 的中 （5－5） 29886（17番人気）
馬連票数 計7144756 的中 �� 143955（15番人気）
馬単票数 計2612760 的中 �� 20241（34番人気）
ワイド票数 計3234111 的中 �� 60721（15番人気）�� 33420（28番人気）�� 80175（9番人気）
3連複票数 計11647784 的中 ��� 95537（27番人気）
3連単票数 計16442223 的中 ��� 21054（178番人気）

ハロンタイム 12．3―10．3―11．1―11．7―12．0―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―22．6―33．7―45．4―57．4―1：09．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．8―3F36．1
3 17，7，3，14－16（2，10，13，18）8，1－4（11，15）5，9－12 4 17，7（3，14）（2，16）（1，8，10，13，18）－（9，15）11，5，4－12

勝馬の
紹 介

リバティハイツ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Dubawi デビュー 2017．12．17 阪神3着

2015．3．23生 牝3鹿 母 ドバウィハイツ 母母 Rosie’s Posy 4戦2勝 賞金 63，044，000円
〔競走中止〕 アマルフィコースト号は，発走直後に外側の馬に触れてつまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※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 キープシークレット号・トロワゼトワル号・ミトノレインボー号
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりリバティハイツ号・アンコールプリュ号・デルニエオール号は，桜花賞（GⅠ）競走に優先出走できる。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

07072 3月11日 晴 稍重 （30阪神1）第6日 第12競走 ��
��1，200�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
1：08．8
1：08．7

重
重

47 ローゼンタール 牝5栗 55 田辺 裕信岡田 牧雄氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 522－101：11．7 9．6�
612� スーパーモリオン 牡4青鹿57 藤岡 佑介林 正道氏 浅見 秀一 米 Mr. & Mrs.

Al Mazzetti 514＋ 41：11．91	 15．2�
815� オールドベイリー 牡4黒鹿57 中井 裕二 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 米 Elm Tree

Farm, LLC 462－ 21：12．0クビ 8．9�
714 オンリーワンスター 牝5鹿 55 岩崎 翼�宮内牧場 渡辺 薫彦 浦河 宮内牧場 442－ 6 〃 アタマ 49．6�
11 アグネスエーデル 牡6鹿 57

56 ☆小崎 綾也上山 牧氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 516－ 41：12．21
 26．9�
48 エイシンカーニバル 牡6栗 57 岩田 康誠	栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 476－ 21：12．3	 6．0

59 ア レ ッ ト �7青 57 酒井 学 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 510－ 61：12．4クビ 17．5�
36 クリノシャンボール 牡5黒鹿57 和田 竜二栗本 博晴氏 川村 禎彦 新ひだか 水上 習孝 502－ 2 〃 ハナ 7．9�
12 メイショウユメゴゼ 牝9栃栗55 丸山 元気松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 472－ 61：12．5� 71．8
35 キングソング 牡8鹿 57 北村 友一松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 442＋ 4 〃 ハナ 23．0�
23 スターペスマリア 牝4栗 55 武 豊河野和香子氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 480＋181：12．71
 15．5�
713 メイショウグンパイ 牡5黒鹿 57

56 ☆義 英真松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 498－ 21：12．91
 19．8�
510 ペプチドアルマ 牡6黒鹿57 畑端 省吾沼川 一彦氏 作田 誠二 浦河 杵臼牧場 468± 01：13．0	 101．7�
816 スーパーライナー 牡5鹿 57 松山 弘平谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム B500－ 21：13．1	 2．7�
24 マルモレイナ 牝4鹿 55 田中 健まるも組合 木原 一良 浦河 岡本 昌市 446－201：13．31	 149．2�
611 ホウロクダマ 牡4鹿 57

56 ☆荻野 極 	ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 中竹 和也 新ひだか 岡田スタツド 558＋ 21：13．4	 133．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 61，514，100円 複勝： 80，717，200円 枠連： 44，887，900円
馬連： 163，816，300円 馬単： 63，397，200円 ワイド： 92，899，400円
3連複： 235，510，500円 3連単： 304，472，400円 計： 1，047，215，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 960円 複 勝 � 360円 � 530円 � 380円 枠 連（4－6） 3，610円

馬 連 �� 8，160円 馬 単 �� 16，010円

ワ イ ド �� 2，390円 �� 2，000円 �� 2，970円

3 連 複 ��� 28，270円 3 連 単 ��� 182，580円

票 数

単勝票数 計 615141 的中 � 50744（5番人気）
複勝票数 計 807172 的中 � 61190（4番人気）� 37850（8番人気）� 56845（5番人気）
枠連票数 計 448879 的中 （4－6） 9630（15番人気）
馬連票数 計1638163 的中 �� 15556（31番人気）
馬単票数 計 633972 的中 �� 2969（57番人気）
ワイド票数 計 928994 的中 �� 10032（27番人気）�� 12020（20番人気）�� 8014（37番人気）
3連複票数 計2355105 的中 ��� 6247（94番人気）
3連単票数 計3044724 的中 ��� 1209（591番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．7―12．1―11．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．5―35．2―47．3―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ローゼンタール �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2015．11．28 東京13着

2013．3．8生 牝5栗 母 タニノエクセレント 母母 タニノシスター 27戦4勝 賞金 47，070，000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。
（非抽選馬） 1頭 ブライスガウ号

４レース目



（30阪神1）第6日 3月11日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 155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

276，310，000円
7，710，000円
17，630，000円
2，620，000円
33，080，000円
63，720，500円
4，336，000円
1，488，000円

勝馬投票券売得金
599，999，400円
1，008，826，700円
350，756，800円
1，558，005，500円
685，537，100円
847，165，300円
2，308，356，800円
3，403，021，200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 10，761，668，800円

総入場人員 15，640名 （有料入場人員 14，737名）
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