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07085 3月18日 曇 良 （30阪神1）第8日 第1競走 ��1，200�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
1：08．8
1：08．7

重
重

714 マコトモンジョワ 牝3栗 54 和田 竜二�ディアマント 高橋 義忠 新冠 カミイスタット B460－ 81：12．9 3．4�
24 ディーズアマーレ 牝3青鹿54 幸 英明秋谷 壽之氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 434＋ 61：13．11� 5．7�
23 キタノタマテバコ 牝3鹿 54 小牧 太北所 直人氏 吉田 直弘 日高 シンボリ牧場 414－ 21：14．27 26．7�
36 セドゥラマジー 牝3栗 54 川田 将雅 �シルクレーシング 池添 学 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 512－ 41：14．3� 1．9�
12 ノボリソング 牝3鹿 54 岩崎 翼原田 豊氏 石橋 守 浦河 杵臼牧場 460 ―1：14．51� 142．4	
35 キクノシャイン 牝3青鹿54 松山 弘平菊池 五郎氏 吉田 直弘 新ひだか フクダファーム 456＋10 〃 クビ 39．3

510 メイショウツヅラ 牝3青鹿54 池添 謙一松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三栄牧場 426＋ 61：14．92� 194．0�
59 ウエスタンヒューズ 牝3黒鹿54 酒井 学西川 賢氏 西園 正都 新ひだか ウエスタンファーム 456－ 81：15．11� 21．5�
611 マロンパンナ 牝3栗 54

53 ☆加藤 祥太德永冨士夫氏 村山 明 日高 長谷部牧場 482－ 4 〃 クビ 182．7
713 ジョーダンドリーム 牝3栗 54 秋山真一郎廣崎利洋HD� 武 幸四郎 新ひだか 藤原牧場 406＋101：15．63 75．3�
612 ローズベスト 牝3鹿 54 山口 勲中島 俊房氏 作田 誠二 新ひだか 小河 豊水 444－ 21：16．02� 462．8�

（佐賀）

815 ハイヒールモモタン 牝3鹿 54 岩田 康誠小笹 公也氏 宮 徹 浦河 村下農場 432－141：16．63� 45．4�
11 チアフルルック 牝3鹿 54 D．バルジュー 岡田 牧雄氏 坂口 正則 浦河 王蔵牧場 436 ―1：18．19 76．6�

（伊）

47 ナムラルビー 牝3栗 54 古川 吉洋奈村 睦弘氏 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 434－ 61：18．52� 77．0�
816 スイートベイ 牝3黒鹿54 藤岡 佑介楠元 貴司氏 今野 貞一 新ひだか タガミファーム 420－ 81：19．56 13．8�

（15頭）
48 ミオプラネット 牝3芦 54

51 ▲三津谷隼人大西美生子氏 平田 修 新ひだか 神垣 道弘 ― ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 23，259，100円 複勝： 38，914，100円 枠連： 11，668，600円
馬連： 43，876，000円 馬単： 24，241，600円 ワイド： 29，423，900円
3連複： 64，750，400円 3連単： 84，749，400円 計： 320，883，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 180円 � 220円 � 470円 枠 連（2－7） 650円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，180円

ワ イ ド �� 330円 �� 630円 �� 880円

3 連 複 ��� 2，120円 3 連 単 ��� 7，010円

票 数

単勝票数 差引計 232591（返還計 405） 的中 � 54306（2番人気）
複勝票数 差引計 389141（返還計 1180） 的中 � 64647（2番人気）� 48640（3番人気）� 17567（5番人気）
枠連票数 差引計 116686（返還計 3 ） 的中 （2－7） 13902（3番人気）
馬連票数 差引計 438760（返還計 2211） 的中 �� 49309（3番人気）
馬単票数 差引計 242416（返還計 1063） 的中 �� 15308（4番人気）
ワイド票数 差引計 294239（返還計 2015） 的中 �� 25370（3番人気）�� 11470（5番人気）�� 7959（10番人気）
3連複票数 差引計 647504（返還計 7133） 的中 ��� 22820（7番人気）
3連単票数 差引計 847494（返還計 9346） 的中 ��� 8763（15番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―12．0―12．5―12．2―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．8―35．8―48．3―1：00．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マコトモンジョワ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 French Deputy デビュー 2017．11．4 東京3着

2015．2．9生 牝3栗 母 スコルピオンキッス 母母 Stinger 6戦1勝 賞金 9，850，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔出走取消〕 ミオプラネット号は，事故のため出走取消。
〔その他〕 スイートベイ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 チアフルルック号・ナムラルビー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年4月

18日まで平地競走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 スイートベイ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成30年4月18日まで出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

07086 3月18日 曇 良 （30阪神1）第8日 第2競走 ��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

66 ムーンレイカー 牡3鹿 56 池添 謙一門野 重雄氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 472± 01：54．6 1．6�
810 セレンディバイト 牝3青 54 小牧 太水野 淳氏 松下 武士 日高 道見牧場 480－ 61：54．91� 6．4�
67 ナムラシシマル 牡3鹿 56

55 ☆加藤 祥太奈村 信重氏 牧田 和弥 浦河 中島牧場 500＋ 41：55．0� 53．6�
811 サンライズコロン 牡3栗 56 松山 弘平松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 浦河小林牧場 466＋ 4 〃 クビ 3．3�
55 ヘブンリーデイズ 牡3鹿 56 山口 勲 �サンデーレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456－ 41：55．1� 11．8�
（佐賀）

44 ブ ケ パ ロ ス 牡3黒鹿56 古川 吉洋小田 吉男氏 中竹 和也 新ひだか 山際セントラルスタッド 436－ 41：55．95 253．2	
11 クリノゴーギャン 牡3鹿 56 和田 竜二栗本 博晴氏 川村 禎彦 新ひだか 北洋牧場 448± 01：56．11� 105．4

78 ビーヴェローチェ 牡3栗 56 岡田 祥嗣馬場 祥晃氏 牧田 和弥 新ひだか 及川 ミツ子 466＋201：56．95 180．5�
79 クリノセザンヌ 牡3鹿 56 幸 英明栗本 博晴氏 中村 均 浦河 鎌田 正嗣 438－ 21：57．85 49．7�
22 モズリュウオウ 牡3黒鹿56 D．バルジュー キャピタル・システム 高橋 亮 日高 目黒牧場 514＋141：59．39 21．4�

（伊）

33 タイセイターゲット 牡3鹿 56 酒井 学田中 成奉氏 浜田多実雄 平取 有限会社中
田牧場 B496－102：01．4大差 236．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 23，770，900円 複勝： 40，050，500円 枠連： 9，598，200円
馬連： 37，471，300円 馬単： 24，823，200円 ワイド： 24，931，100円
3連複： 54，672，600円 3連単： 103，316，300円 計： 318，634，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 160円 � 460円 枠 連（6－8） 160円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 650円

ワ イ ド �� 280円 �� 920円 �� 1，780円

3 連 複 ��� 4，050円 3 連 単 ��� 7，960円

票 数

単勝票数 計 237709 的中 � 114424（1番人気）
複勝票数 計 400505 的中 � 228628（1番人気）� 38765（3番人気）� 8691（7番人気）
枠連票数 計 95982 的中 （6－8） 44353（1番人気）
馬連票数 計 374713 的中 �� 56133（2番人気）
馬単票数 計 248232 的中 �� 28418（2番人気）
ワイド票数 計 249311 的中 �� 27009（3番人気）�� 6445（9番人気）�� 3217（18番人気）
3連複票数 計 546726 的中 ��� 10113（12番人気）
3連単票数 計1033163 的中 ��� 9410（24番人気）

ハロンタイム 12．9―11．9―13．4―12．9―12．9―12．9―12．2―12．3―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．8―38．2―51．1―1：04．0―1：16．9―1：29．1―1：41．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ムーンレイカー �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 シルバーチャーム デビュー 2017．9．10 阪神2着

2015．2．20生 牡3鹿 母 シルバービート 母母 スターマレイン 8戦1勝 賞金 18，400，000円
〔制裁〕 ナムラシシマル号の騎手加藤祥太は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
〔その他〕 タイセイターゲット号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

第１回 阪神競馬 第８日



07087 3月18日 曇 良 （30阪神1）第8日 第3競走 ��1，400�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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

510 クーファエラン 牝3鹿 54 田中 健大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 川島牧場 440－ 21：26．5 7．9�
11 スズカフェスタ 牡3栗 56 国分 優作永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 斉藤英牧場 482－ 2 〃 ハナ 17．9�
36 コンコルドコンドル 牡3鹿 56 岩崎 翼布施 光章氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 490－ 61：26．81� 12．8�
47 メイショウアキツ 牡3黒鹿56 岩田 康誠松本 好雄氏 坂口 正則 様似 中脇 一幸 452－ 6 〃 ハナ 2．5�
35 ラ イ リ ー 牡3黒鹿56 山口 勲古賀 和夫氏 森 秀行 新冠 対馬 正 466－101：27．01� 16．5�

（佐賀）

714 クリノヴィグラス 牡3栗 56 福永 祐一栗本 守氏 湯窪 幸雄 新冠 柏木 一則 462－ 4 〃 ハナ 3．7�
48 サンライズカイザー 牡3鹿 56

55 ☆加藤 祥太松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 482－ 2 〃 クビ 249．4	
23 コ ラ ー ド 牡3芦 56 古川 吉洋名古屋友豊
 木原 一良 浦河 宮内牧場 466－ 21：27．74 21．3�
612 ダイチョウセブン 牡3青鹿56 藤岡 佑介長谷川一雄氏 牧田 和弥 新ひだか 坂本 春雄 B462± 01：27．8� 145．3�
815 クロンプリンツ 牡3青鹿 56

53 ▲三津谷隼人 社台レースホース西園 正都 千歳 社台ファーム 460－ 5 〃 ハナ 172．2�
816 ベイブリッジ 牡3青鹿56 武 豊
KTレーシング 橋口 慎介 浦河 三嶋牧場 440± 01：27．9� 37．5�
611 レンブランサ 牝3栗 54 小牧 太名古屋友豊
 宮本 博 安平 ノーザンファーム 426－ 2 〃 ハナ 45．5�
12 アンインジュリー 牝3栗 54 D．バルジュー 鈴木 康弘氏 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 454－ 61：28．1� 6．6�

（伊）

24 タガノデジェーロ 牡3栗 56 和田 竜二八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム B472－ 21：28．73� 157．3�

713 ミキノコントラバス 牡3栗 56 秋山真一郎谷口 久和氏 藤沢 則雄 浦河 浦河育成牧場 480＋ 41：29．02 202．7�
59 ブルベアノザワナ 牡3栗 56 高倉 稜 
ブルアンドベア 服部 利之 新冠 石田牧場 446± 01：29．1クビ 411．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，728，200円 複勝： 41，031，200円 枠連： 11，387，500円
馬連： 49，390，100円 馬単： 24，859，900円 ワイド： 35，155，100円
3連複： 74，468，100円 3連単： 87，057，200円 計： 349，077，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 210円 � 440円 � 390円 枠 連（1－5） 1，770円

馬 連 �� 6，580円 馬 単 �� 14，550円

ワ イ ド �� 1，930円 �� 1，530円 �� 2，730円

3 連 複 ��� 21，400円 3 連 単 ��� 140，570円

票 数

単勝票数 計 257282 的中 � 25927（4番人気）
複勝票数 計 410312 的中 � 61246（3番人気）� 22203（6番人気）� 25555（5番人気）
枠連票数 計 113875 的中 （1－5） 4984（8番人気）
馬連票数 計 493901 的中 �� 5812（25番人気）
馬単票数 計 248599 的中 �� 1281（46番人気）
ワイド票数 計 351551 的中 �� 4707（23番人気）�� 5983（17番人気）�� 3276（29番人気）
3連複票数 計 744681 的中 ��� 2609（65番人気）
3連単票数 計 870572 的中 ��� 449（387番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．6―35．7―48．0―1：00．5―1：13．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．8―3F38．5
3 1（3，12）2（4，10）（8，7，11）（5，6，14）16（9，13）15 4 1（3，12）－（8，2）（4，10）（5，6，7）（11，14）16－9（15，13）

勝馬の
紹 介

クーファエラン �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Bertolini デビュー 2017．7．30 小倉4着

2015．2．24生 牝3鹿 母 ウインアンジェラス 母母 エシュクアルバー 10戦1勝 賞金 12，700，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

07088 3月18日 曇 良 （30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

35 エアマスカーニ 牡3栃栗56 福永 祐一 �ラッキーフィールド笹田 和秀 様似 猿倉牧場 446 ―1：35．9 19．5�
510 マイネルルティレ 牡3栗 56 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥村 豊 新冠 ビッグレッドファーム 424－ 6 〃 クビ 9．2�
12 サトノエターナル 牡3鹿 56 川田 将雅 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 432± 01：36．11� 2．0�
611 カフジフロンティア 牡3鹿 56 岩田 康誠加藤 守氏 中竹 和也 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 514－ 2 〃 クビ 41．4�
48 トウシンカイザー 牡3鹿 56 松山 弘平�サトー 村山 明 千歳 社台ファーム 498－ 6 〃 ハナ 8．6�
47 ダノンカイザー 牡3黒鹿56 池添 謙一�ダノックス 安田 隆行 千歳 社台ファーム 504 ―1：36．41� 2．8	
11 ネ リ チ ャ ギ 牝3栗 54 川島 信二 Him Rock Racing 荒川 義之 日高 船越牧場 422－ 41：36．5� 184．3

815 メイショウメイホウ 牝3栗 54 小牧 太松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 468＋ 21：36．81� 38．4�
713 ピエナフラッシュ 牝3鹿 54 古川 吉洋本谷 兼三氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム 464－ 8 〃 クビ 150．3�
59 タマモブラボー 牡3鹿 56 田中 健タマモ� 南井 克巳 新ひだか 曾我 博 498＋ 81：36．9� 263．3
714 ディアアルム 牝3青鹿54 酒井 学ディアレストクラブ� 沖 芳夫 浦河 ディアレスト

クラブ 446－ 41：37．11 335．4�
612 ピ ー ナ ツ 牝3栗 54 山口 勲小田切有一氏 谷 潔 新ひだか 田中 裕之 466－ 81：37．31� 105．6�

（佐賀）

23 ノボリレーヴ 牝3鹿 54 D．バルジュー 原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 440－ 21：37．4� 90．8�
（伊）

816 センターフィールド 牝3青鹿54 四位 洋文中野 秀樹氏 武 英智 新ひだか 坂本 智広 464＋ 41：37．93 133．0�
36 マイネルハイルング 牡3黒鹿56 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 476－ 61：38．43 25．2�

24 カフジブルー 牡3鹿 56 幸 英明加藤 守氏 森田 直行 日高 本間牧場 504 ―1：52．6大差 120．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，266，300円 複勝： 42，425，300円 枠連： 12，601，300円
馬連： 49，970，600円 馬単： 26，077，300円 ワイド： 34，464，800円
3連複： 71，492，100円 3連単： 95，918，200円 計： 362，215，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，950円 複 勝 � 340円 � 190円 � 110円 枠 連（3－5） 3，150円

馬 連 �� 6，660円 馬 単 �� 14，040円

ワ イ ド �� 1，290円 �� 660円 �� 320円

3 連 複 ��� 2，420円 3 連 単 ��� 35，600円

票 数

単勝票数 計 292663 的中 � 11983（5番人気）
複勝票数 計 424253 的中 � 18797（6番人気）� 42453（3番人気）� 173704（1番人気）
枠連票数 計 126013 的中 （3－5） 3098（9番人気）
馬連票数 計 499706 的中 �� 5811（15番人気）
馬単票数 計 260773 的中 �� 1393（37番人気）
ワイド票数 計 344648 的中 �� 6233（13番人気）�� 12882（8番人気）�� 30605（2番人気）
3連複票数 計 714921 的中 ��� 22137（6番人気）
3連単票数 計 959182 的中 ��� 1953（98番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―24．4―36．0―48．5―1：00．8―1：12．9―1：24．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エアマスカーニ �
�
父 ローエングリン �

�
母父 ジャングルポケット 初出走

2015．3．12生 牡3栃栗 母 エアマスカット 母母 エアメサイア 1戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カフジブルー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年4月18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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 アイアンオオナミ号・ツバキスマート号・ディヴィナライン号
（非抽選馬） 1頭 トワイライトタイム号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



07089 3月18日 曇 良 （30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
1：21．5

不良
不良

69 メイショウラビエ 牝3鹿 54 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 新ひだか 三石川上牧場 480＋101：25．7 4．6�
814 ロジヒューズ 牝3鹿 54 武 豊久米田正明氏 古賀 慎明 新冠 オリエント牧場 474－ 41：25．91� 5．3�
22 タマモカトレア 牝3鹿 54 藤岡 佑介タマモ� 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 474－ 6 〃 クビ 12．2�
57 ガウラミディ 牝3栗 54 山口 勲村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 496－ 61：26．0� 61．3�

（佐賀）

45 ベルアーシュ 牝3芦 54 松山 弘平矢野 崇志氏 杉山 晴紀 新冠 松浦牧場 B456－ 41：26．1クビ 33．6�
711 フレッシビレ 牝3栗 54 秋山真一郎	グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 482－10 〃 ハナ 149．8

813 ピ ッ パ 牝3栗 54 和田 竜二飯田 正剛氏 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 466－ 61：26．2� 21．0�
34 レディバード 牝3鹿 54 岩田 康誠吉田 和美氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 466－121：26．3� 5．9�
58 ミヤギウイング 牝3鹿 54 幸 英明菅原富美子氏 田村 康仁 浦河 宮内牧場 484－ 61：26．72� 13．1
46 エンジェルウィング 牝3鹿 54 川田 将雅 	キャロットファーム 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 514－101：26．91 4．0�
33 ウインメディウム 牝3栗 54 D．バルジュー �ウイン 田中 剛 新冠 アラキフアーム 474－14 〃 アタマ 14．2�

（伊）

712 サンドクイーン 牝3栗 54 福永 祐一�KTレーシング 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 502＋ 81：27．0� 24．2�
11 ナイトスプライト 牝3栗 54 田中 健 	社台レースホース浅見 秀一 安平 追分ファーム 462＋ 21：27．1クビ 57．7�
610 グッドワード 牝3芦 54 古川 吉洋下河�行雄氏 高橋 義忠 日高 下河辺牧場 492－ 41：27．73� 23．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 34，257，300円 複勝： 47，784，100円 枠連： 14，568，500円
馬連： 69，230，400円 馬単： 29，448，600円 ワイド： 48，297，300円
3連複： 95，467，700円 3連単： 107，004，100円 計： 446，058，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 190円 � 220円 � 350円 枠 連（6－8） 910円

馬 連 �� 1，890円 馬 単 �� 3，240円

ワ イ ド �� 800円 �� 960円 �� 1，850円

3 連 複 ��� 9，470円 3 連 単 ��� 34，400円

票 数

単勝票数 計 342573 的中 � 59402（2番人気）
複勝票数 計 477841 的中 � 71334（2番人気）� 59328（4番人気）� 30849（6番人気）
枠連票数 計 145685 的中 （6－8） 12371（4番人気）
馬連票数 計 692304 的中 �� 28247（5番人気）
馬単票数 計 294486 的中 �� 6808（8番人気）
ワイド票数 計 482973 的中 �� 15972（5番人気）�� 12993（8番人気）�� 6487（25番人気）
3連複票数 計 954677 的中 ��� 7559（31番人気）
3連単票数 計1070041 的中 ��� 2255（92番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．3―34．9―47．3―59．8―1：12．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウラビエ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ファスリエフ デビュー 2017．10．21 京都11着

2015．3．5生 牝3鹿 母 レディーメグネイト 母母 フラワーホーラー 3戦2勝 賞金 12，200，000円
〔制裁〕 ロジヒューズ号の調教師古賀慎明は，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。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

07090 3月18日 曇 良 （30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

610 テーオーエナジー 牡3栗 56 岩田 康誠小笹 公也氏 宮 徹 新冠 オリエント牧場 498＋ 41：52．5 1．8�
45 オ ノ リ ス 牡3黒鹿56 藤岡 佑介 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 494± 01：53．45 6．7�
58 チュウワウィザード 牡3青鹿56 川田 将雅中西 忍氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 468－121：53．71� 4．1�
11 カリブメーカー 牝3鹿 54 小牧 太松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 490＋ 61：53．8� 18．6�
814 キタサンヴィクター 牡3鹿 56 岩崎 翼�大野商事 本田 優 浦河 辻 牧場 496＋ 21：54．11� 11．5�
69 ゴッドスパロウ 牡3鹿 56 秋山真一郎中西 憲治氏 角田 晃一 新冠 森永 聡 528－ 6 〃 ハナ 377．3	
34 タマモシンプロン 牡3栗 56 古川 吉洋タマモ
 南井 克巳 新ひだか 曾我 博 522－ 4 〃 アタマ 45．4�
22 ミニョンヌヴェリテ 牡3栗 56 山口 勲加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 552＋ 21：54．2� 184．0�
（佐賀）

712	 ニシノトランザム 牡3鹿 56 武 豊西山 茂行氏 森 秀行 米
Teneri Farm Inc.
& Bernardo Al-
varez Calderon

470－101：54．62� 19．4
33 シンコーメグチャン 牝3鹿 54 国分 優作豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 464± 01：55．02� 67．5�
57 ニホンピロレスター 牡3黒鹿56 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 476± 01：55．1� 21．4�
711 ディバインブリーズ 牡3黒鹿56 D．バルジュー 杉山 忠国氏 須貝 尚介 浦河 辻 牧場 B488－ 21：55．2� 81．0�

（伊）

813 メジャーマジック 牝3鹿 54 松山 弘平 �社台レースホース橋口 慎介 千歳 社台ファーム 492± 01：55．4� 129．8�
46 トモノコテツ 牡3鹿 56 和田 竜二共田 義夫氏 浜田多実雄 新冠 武田牧場 458－ 21：57．2大差 76．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 39，712，900円 複勝： 67，300，100円 枠連： 14，374，800円
馬連： 66，353，100円 馬単： 36，474，700円 ワイド： 47，649，600円
3連複： 92，322，800円 3連単： 129，664，800円 計： 493，852，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 150円 � 120円 枠 連（4－6） 500円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 710円

ワ イ ド �� 210円 �� 160円 �� 410円

3 連 複 ��� 600円 3 連 単 ��� 2，020円

票 数

単勝票数 計 397129 的中 � 173900（1番人気）
複勝票数 計 673001 的中 � 302875（1番人気）� 71030（3番人気）� 107488（2番人気）
枠連票数 計 143748 的中 （4－6） 22228（2番人気）
馬連票数 計 663531 的中 �� 103528（2番人気）
馬単票数 計 364747 的中 �� 38316（2番人気）
ワイド票数 計 476496 的中 �� 57748（2番人気）�� 90032（1番人気）�� 23204（4番人気）
3連複票数 計 923228 的中 ��� 114674（1番人気）
3連単票数 計1296648 的中 ��� 46311（2番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―13．0―12．8―12．7―12．8―12．6―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―36．9―49．7―1：02．4―1：15．2―1：27．8―1：39．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

テーオーエナジー �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 Crafty Prospector デビュー 2017．11．11 京都1着

2015．3．11生 牡3栗 母 シルキークラフト 母母 Oceana 4戦2勝 賞金 18，900，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



07091 3月18日 曇 良 （30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
2：22．1

良
良

11 ラ ル ク 牝5鹿 55 武 豊�キーファーズ 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 448＋ 62：26．5 5．8�
56 プリンスオブペスカ 牡4鹿 56 幸 英明山田信太郎氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 470＋ 22：26．92� 3．9�
710 ドルフィンマーク 	5黒鹿57 岩田 康誠大塚 亮一氏 渡辺 薫彦 浦河 杵臼牧場 B508＋ 62：27．0
 10．8�
44 ルーラーキング 牡4鹿 56 和田 竜二宮本 貞雄氏 小笠 倫弘 日高 石原牧場 468－ 8 〃 アタマ 7．3�
33 メイショウキリマ 牡4鹿 56

55 ☆加藤 祥太松本 好雄氏 庄野 靖志 浦河 辻 牧場 510± 0 〃 ハナ 21．3�
711 ハイドロフォイル 牡5鹿 57 四位 洋文 	サンデーレーシング 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム B502＋ 42：27．31
 6．5

812 ウインカートゥーン 牡5黒鹿57 D．バルジュー �ウイン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム 504＋ 22：27．51� 15．4�

（伊）

57 � ロードクロムウェル 牡6鹿 57 池添 謙一 �ロードホースクラブ 安田 隆行 愛 K. I. Farm
Corporation 462－ 8 〃 クビ 25．7�

45 レッドグルック 牡7鹿 57 岩崎 翼 �東京ホースレーシング 寺島 良 千歳 社台ファーム 498－ 42：28．13� 79．5
68 ゴ ー ド ン 	4黒鹿56 酒井 学 �カナヤマホール

ディングス 沖 芳夫 浦河 中島牧場 482－ 42：28．31� 18．0�
69  アートオブダムール 牝4鹿 54 山口 勲岡田 隆寛氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 436－ 62：28．51� 276．9�

（佐賀）

813 ブリシンガメン 牝4栗 54 松山 弘平吉田 照哉氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム 454－ 82：28．6クビ 133．8�
22 パーシーズベスト 牝5黒鹿55 福永 祐一 	シルクレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム B476＋ 82：28．7
 4．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 30，182，500円 複勝： 43，286，700円 枠連： 14，515，700円
馬連： 68，290，100円 馬単： 28，467，000円 ワイド： 42，709，800円
3連複： 91，643，600円 3連単： 109，534，400円 計： 428，629，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 220円 � 160円 � 250円 枠 連（1－5） 1，370円

馬 連 �� 1，650円 馬 単 �� 3，350円

ワ イ ド �� 810円 �� 1，310円 �� 580円

3 連 複 ��� 4，200円 3 連 単 ��� 23，540円

票 数

単勝票数 計 301825 的中 � 41284（3番人気）
複勝票数 計 432867 的中 � 47878（4番人気）� 80841（1番人気）� 41155（6番人気）
枠連票数 計 145157 的中 （1－5） 8152（6番人気）
馬連票数 計 682901 的中 �� 31985（6番人気）
馬単票数 計 284670 的中 �� 6367（11番人気）
ワイド票数 計 427098 的中 �� 13498（8番人気）�� 8043（20番人気）�� 19706（4番人気）
3連複票数 計 916436 的中 ��� 16357（13番人気）
3連単票数 計1095344 的中 ��� 3373（73番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―12．7―12．4―12．6―12．6―12．7―12．7―12．2―11．8―10．9―12．1

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―23．8―36．5―48．9―1：01．5―1：14．1―1：26．8―1：39．5―1：51．7―2：03．5―2：14．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F34．8
1
3
1，8＝（3，11）12（4，7）（5，9）（6，13）（2，10）
1，8－（3，11）（4，12）7，5，9（6，13）（10，2）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ラ ル ク �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Flower Alley デビュー 2015．11．7 京都1着

2013．4．15生 牝5鹿 母 ライラックスアンドレース 母母 Refinement 15戦3勝 賞金 27，350，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

07092 3月18日 曇 良 （30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

89 ジ ェ ニ シ ス 牡4鹿 57 岩田 康誠 �Gリビエール・
レーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B506－101：53．2 7．0�

810 マイネルブロッケン 牡4青鹿57 和田 竜二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム B434－ 21：53．51� 2．3�

77 � メイショウタカトラ 牡4黒鹿57 武 豊松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 492± 01：53．71� 2．7�
55 クリノアントニヌス 牡4栗 57 松山 弘平栗本 博晴氏 川村 禎彦 日高 竹島 幸治 530＋ 21：54．01� 17．2�
11 コウユーヌレエフ 牡4黒鹿57 幸 英明加治屋貞光氏 斉藤 崇史 熊本 村山 光弘 486＋ 41：54．85 108．4�
22 メイショウバンカラ 牡4鹿 57 秋山真一郎松本 和子氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 498－ 41：55．01	 11．7	
78 クリノプラハ 牡5鹿 57 山口 勲栗本 博晴氏 谷 潔 日高 白井牧場 532± 01：55．42� 74．1


（佐賀）

66 シンゼンムサシ 牡4黒鹿57 四位 洋文原 司郎氏 飯田 祐史 日高 川島 正広 454－ 61：55．61	 10．6�
33 オースミハナチャン 牝5栗 55 高倉 稜�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 508＋401：56．13 77．2�
44 � エスプリゾーン 牡4栗 57 D．バルジュー 村上 稔氏 大橋 勇樹 日高 三城牧場 452± 01：57．27 30．2

（伊）

（10頭）

売 得 金
単勝： 24，656，600円 複勝： 30，565，300円 枠連： 11，079，500円
馬連： 61，848，800円 馬単： 30，210，500円 ワイド： 29，985，100円
3連複： 69，926，600円 3連単： 139，710，300円 計： 397，982，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 160円 � 110円 � 110円 枠 連（8－8） 790円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，730円

ワ イ ド �� 300円 �� 340円 �� 140円

3 連 複 ��� 560円 3 連 単 ��� 4，330円

票 数

単勝票数 計 246566 的中 � 27869（3番人気）
複勝票数 計 305653 的中 � 27575（3番人気）� 107843（1番人気）� 78322（2番人気）
枠連票数 計 110795 的中 （8－8） 10856（2番人気）
馬連票数 計 618488 的中 �� 62294（2番人気）
馬単票数 計 302105 的中 �� 13083（6番人気）
ワイド票数 計 299851 的中 �� 21782（2番人気）�� 18499（5番人気）�� 69910（1番人気）
3連複票数 計 699266 的中 ��� 92715（1番人気）
3連単票数 計1397103 的中 ��� 23346（14番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．9―38．3―50．9―1：03．6―1：16．3―1：28．5―1：40．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ジ ェ ニ シ ス �
�
父 Mineshaft �

�
母父 Royal Anthem デビュー 2016．10．15 京都1着

2014．4．1生 牡4鹿 母 パレスルーマー 母母 Whisperifyoudare 5戦2勝 賞金 14，500，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



07093 3月18日 曇 良 （30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 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．5
1：19．0

良
良

22 バ リ ス 牡7栗 57 和田 竜二杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 小泉牧場 494－ 81：21．8 2．8�
33 プルメリアスター 牝6鹿 55 岩田 康誠 �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 442＋101：22．22� 8．3�
11 テ ラ ノ ヴ ァ 牝5芦 55 川田 将雅 �社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム 496± 01：22．3� 2．3�
77 ブ リ ク ス ト 牡6黒鹿57 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 武 英智 安平 ノーザンファーム 502＋ 8 〃 クビ 29．9�
89 ダノンシーザー 牡6鹿 57 福永 祐一�ダノックス 安田 翔伍 千歳 社台ファーム B460± 0 〃 アタマ 7．2	
44 	 コ ス モ ス 牡4栗 57 松山 弘平 �コスモヴューファーム 中村 均 浦河 中神牧場 B474－ 21：22．4� 21．8

66 アクセラレート 牡6鹿 57 幸 英明 �キャロットファーム 佐々木晶三 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464－ 2 〃 クビ 15．6�
55 アグネスユーリヤ 牡6鹿 57 D．バルジュー 畑佐 博氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 476＋101：22．93 31．7�

（伊）

88 ビヨンジオール 牡6鹿 57 四位 洋文林 正道氏 的場 均 新ひだか 城地 清満 506－ 81：23．22 32．8
（9頭）

売 得 金
単勝： 35，623，200円 複勝： 50，176，700円 枠連： 13，861，700円
馬連： 80，747，100円 馬単： 47，231，600円 ワイド： 44，673，400円
3連複： 103，812，100円 3連単： 226，343，000円 計： 602，468，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 170円 � 110円 枠 連（2－3） 1，360円

馬 連 �� 1，160円 馬 単 �� 1，840円

ワ イ ド �� 330円 �� 140円 �� 330円

3 連 複 ��� 570円 3 連 単 ��� 3，990円

票 数

単勝票数 計 356232 的中 � 101758（2番人気）
複勝票数 計 501767 的中 � 86936（2番人気）� 38293（4番人気）� 242221（1番人気）
枠連票数 計 138617 的中 （2－3） 7851（5番人気）
馬連票数 計 807471 的中 �� 53549（4番人気）
馬単票数 計 472316 的中 �� 19161（5番人気）
ワイド票数 計 446734 的中 �� 27983（4番人気）�� 108515（1番人気）�� 28436（3番人気）
3連複票数 計1038121 的中 ��� 135683（2番人気）
3連単票数 計2263430 的中 ��� 41125（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．9―35．9―48．0―59．6―1：10．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バ リ ス �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー 2014．1．6 中山2着

2011．3．29生 牡7栗 母 プラントパラダイス 母母 ブランドシャトル 17戦4勝 賞金 69，875，000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。

07094 3月18日 曇 良 （30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，29．3．18以降30．3．11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

78 アドマイヤロブソン 牡4鹿 56 川田 将雅近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 518± 02：00．2 2．7�
811 ケンホファヴァルト 牡5鹿 55 山口 勲中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 マリオステー

ブル 470± 0 〃 クビ 45．9�
（佐賀）

44 ブルークランズ 牝4鹿 53 福永 祐一吉田 勝己氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 480－ 42：00．3� 3．0�
79 ハナズレジェンド 牡5栗 56 武 豊広尾レース� 矢作 芳人 浦河 カナイシスタッド 464＋ 22：00．4クビ 7．1�
22 ストンライティング 牡5鹿 55 松山 弘平石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 西村 和夫 446± 02：00．5� 24．8�
67 シャドウダンサー 	7黒鹿55 D．バルジュー 飯塚 知一氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 500＋ 42：00．6� 34．7	

（伊）

11 スズカルパン 牡9鹿 54 幸 英明永井 宏明氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 476－ 2 〃 アタマ 52．4

66 クリノヤマトノオー 牡4鹿 56 和田 竜二栗本 守氏 高橋 義忠 新ひだか 西村 和夫 460＋ 4 〃 クビ 7．0�
33 ナリタエイト 牡5鹿 54 岩田 康誠�オースミ 松永 昌博 千歳 社台ファーム 468＋ 62：00．7� 6．7�
810 サンマルホーム 牡8栗 51 藤懸 貴志相馬 勇氏 山内 研二 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 B440± 02：01．01� 274．0
55 ティーエスネオ 牡7芦 54 池添 謙一田畑 利彦氏 武 幸四郎 浦河 浦河日成牧場 532± 02：02．06 97．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 58，133，600円 複勝： 74，372，900円 枠連： 23，238，900円
馬連： 139，064，600円 馬単： 64，731，300円 ワイド： 72，559，200円
3連複： 179，941，300円 3連単： 296，008，900円 計： 908，050，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 720円 � 150円 枠 連（7－8） 3，360円

馬 連 �� 8，710円 馬 単 �� 12，500円

ワ イ ド �� 1，920円 �� 230円 �� 2，390円

3 連 複 ��� 6，170円 3 連 単 ��� 47，520円

票 数

単勝票数 計 581336 的中 � 171550（1番人気）
複勝票数 計 743729 的中 � 188943（1番人気）� 16281（9番人気）� 145605（2番人気）
枠連票数 計 232389 的中 （7－8） 5357（10番人気）
馬連票数 計1390646 的中 �� 12364（22番人気）
馬単票数 計 647313 的中 �� 3882（31番人気）
ワイド票数 計 725592 的中 �� 8573（21番人気）�� 98340（1番人気）�� 6829（25番人気）
3連複票数 計1799413 的中 ��� 21844（20番人気）
3連単票数 計2960089 的中 ��� 4516（131番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．1―35．9―47．9―1：00．2―1：12．6―1：24．9―1：36．9―1：48．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤロブソン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2017．1．5 京都3着

2014．3．13生 牡4鹿 母 アドマイヤマリン 母母 ベルベットローブ 8戦4勝 賞金 61，255，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 ストンライティング号の騎手松山弘平は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

１レース目



07095 3月18日 曇 良 （30阪神1）第8日 第11競走 ��
��3，000�第66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，29．3．18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，29．3．17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 784，000円 224，000円 112，000円 � コースレコード

中央レコード
3：02．5
3：01．0

良
良

67 レインボーライン 牡5鹿 56 岩田 康誠三田 昌宏氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 454＋103：03．6 5．6�
66 サトノクロニクル 牡4鹿 55 川田 将雅 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 456＋ 23：03．81� 6．3�
78 クリンチャー 牡4鹿 56 武 豊前田 幸治氏 宮本 博 新冠 平山牧場 486± 03：04．01	 1．9�
810 ア ル バ ー ト 牡7栗 57 福永 祐一林 正道氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 482＋ 63：04．1クビ 3．7�
44 カレンミロティック 
10栗 56 池添 謙一鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 456－ 43：04．42 29．5�
811 ヤマカツライデン 牡6黒鹿56 松山 弘平山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 544－ 23：04．5クビ 43．5	
33 シ ホ ウ 牡7鹿 56 小牧 太
協和牧場 笹田 和秀 新冠 協和牧場 B514＋ 23：04．6� 149．3�
79 ムイトオブリガード 牡4鹿 55 藤岡 佑介市川義美ホール

ディングス� 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 486－ 63：04．7	 19．3�
22 � スーパーマックス 牡4黒鹿55 山口 勲内田 勝士氏 九日 俊光 新ひだか 荒谷 輝和 518－ 5 〃 アタマ 135．0

（佐賀） （佐賀）

11 トミケンスラーヴァ 牡8鹿 56 秋山真一郎冨樫 賢二氏 竹内 正洋 大樹 大樹ファーム 506＋ 23：05．44 61．6�
55 コウエイワンマン 牡7黒鹿56 四位 洋文釘田 義広氏 川村 禎彦 新ひだか 田上 稔 526－ 23：05．82	 396．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 205，825，800円 複勝： 213，677，100円 枠連： 82，770，900円
馬連： 540，982，300円 馬単： 297，082，200円 ワイド： 256，070，500円
3連複： 760，101，700円 3連単： 1，948，388，700円 計： 4，304，899，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 140円 � 150円 � 110円 枠 連（6－6） 1，300円

馬 連 �� 1，290円 馬 単 �� 2，710円

ワ イ ド �� 380円 �� 220円 �� 260円

3 連 複 ��� 760円 3 連 単 ��� 6，530円

票 数

単勝票数 計2058258 的中 � 291715（3番人気）
複勝票数 計2136771 的中 � 285462（3番人気）� 258251（4番人気）� 848002（1番人気）
枠連票数 計 827709 的中 （6－6） 49340（4番人気）
馬連票数 計5409823 的中 �� 323382（6番人気）
馬単票数 計2970822 的中 �� 81995（11番人気）
ワイド票数 計2560705 的中 �� 152959（6番人気）�� 327363（2番人気）�� 248249（3番人気）
3連複票数 計7601017 的中 ��� 741681（3番人気）
3連単票数 計19483887 的中 ��� 216258（20番人気）

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

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―24．2―35．9―47．7―1：00．1―1：12．4―1：25．0―1：38．3―1：51．1―2：03．4―2：15．4―2：27．2

2，600� 2，800�
―2：39．1―2：51．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

レインボーライン �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2015．8．2 札幌2着

2013．4．1生 牡5鹿 母 レーゲンボーゲン 母母 レインボーファスト 21戦4勝 賞金 296，896，000円
〔制裁〕 レインボーライン号の騎手岩田康誠は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：6番・8

番）
スーパーマックス号の騎手山口勲は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

※一般事項Ⅴ－2の（4）によりレインボーライン号は，天皇賞（春）（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。

07096 3月18日 曇 良 （30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

35 メイショウサチシオ 牝4黒鹿55 幸 英明松本 好雄氏 石橋 守 浦河 磯野牧場 500＋ 61：23．9 5．5�
816 スズカプリズム 牝5栗 55 岩田 康誠永井 啓弍氏 橋田 満 新冠 岩見牧場 478－ 21：24．11� 12．1�
36 マルカソレイユ 牝4栗 55 和田 竜二日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 472－ 4 〃 クビ 4．6�
510 ダブルコーク 牡7黒鹿57 秋山真一郎�G1レーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 482－ 61：24．2	 13．4�
612 ファームフェイス 牝4鹿 55 武 豊�G1レーシング 笹田 和秀 安平 追分ファーム 466± 01：24．3クビ 4．4�
815
 ナニスンネン 牡6栗 57 松山 弘平杉山 忠国氏 杉山 晴紀 新ひだか 明治牧場 512－ 21：24．61� 19．9	
714 レッドリボン 牝4鹿 55 藤岡 佑介甘糟 麗子氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 446－ 2 〃 クビ 10．9

47 � ヒップホップスワン 牝4栗 55 福永 祐一吉田 和子氏 石坂 正 米 Dr. H. Steve

Conboy 498－ 21：24．81	 7．3�
12 タマモシルクハット 牡5黒鹿57 古川 吉洋タマモ� 水野 貴広 新冠 小泉牧場 480± 01：25．01� 97．8�
59 ア バ ン サ ル 7栗 57 小牧 太今西 宏枝氏 中村 均 新冠 石田牧場 498－ 21：25．21	 49．9
713 キングディグニティ 牡4黒鹿57 川田 将雅 �ローレルレーシング 池江 泰寿 新冠 松浦牧場 458－ 61：25．3クビ 13．1�
23 ウォーターピオニー 牝5鹿 55 岩崎 翼山岡 良一氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 434－ 21：25．4� 50．7�
24 リアンヴェリテ 牡4鹿 57

56 ☆加藤 祥太加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 472＋ 81：25．71� 105．4�

11 � カフジオリオン 牡6鹿 57
54 ▲三津谷隼人加藤 守氏 中竹 和也 米 Lester Kwok &

Dr. Naoya Yoshida 490－121：25．8	 117．5�
48 タッチシタイ 牡8栗 57 山口 勲小田切有一氏 音無 秀孝 新ひだか 木下牧場 490± 0 〃 ハナ 110．6�

（佐賀）

611 ベルエスメラルダ 牝4黒鹿55 D．バルジュー 内田 滋三氏 村山 明 新ひだか へいはた牧場 454＋101：26．75 23．8�
（伊）

（16頭）

売 得 金
単勝： 63，968，600円 複勝： 87，027，100円 枠連： 46，790，000円
馬連： 174，435，900円 馬単： 66，419，700円 ワイド： 97，961，600円
3連複： 256，913，500円 3連単： 312，640，200円 計： 1，106，156，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 190円 � 300円 � 180円 枠 連（3－8） 1，200円

馬 連 �� 3，750円 馬 単 �� 6，670円

ワ イ ド �� 1，130円 �� 460円 �� 810円

3 連 複 ��� 5，030円 3 連 単 ��� 29，510円

票 数

単勝票数 計 639686 的中 � 91845（3番人気）
複勝票数 計 870271 的中 � 124165（3番人気）� 64989（6番人気）� 138778（2番人気）
枠連票数 計 467900 的中 （3－8） 30134（4番人気）
馬連票数 計1744359 的中 �� 35974（16番人気）
馬単票数 計 664197 的中 �� 7466（27番人気）
ワイド票数 計 979616 的中 �� 21307（12番人気）�� 58188（2番人気）�� 30282（6番人気）
3連複票数 計2569135 的中 ��� 38237（12番人気）
3連単票数 計3126402 的中 ��� 7680（65番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．5―12．1―12．3―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．9―34．4―46．5―58．8―1：11．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウサチシオ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2017．4．16 阪神14着

2014．4．6生 牝4黒鹿 母 メイショウセンヒメ 母母 シ ー ヴ ェ 10戦3勝 賞金 31，000，000円
〔制裁〕 マルカソレイユ号の騎手和田竜二は，向正面で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番）
※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 アテンフェスタ号・ニホンピロサンダー号・リリーヴィクトリー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

４レース目



（30阪神1）第8日 3月18日（日曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 156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 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
5，180，000円
18，400，000円
1，780，000円
36，980，000円
500，000円

65，248，500円
4，243，000円
1，497，600円

勝馬投票券売得金
594，385，000円
776，611，100円
266，455，600円
1，381，660，300円
700，067，600円
763，881，400円
1，915，512，500円
3，640，335，500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 10，038，909，000円

総入場人員 22，852名 （有料入場人員 ）



平成30年度 第1回阪神競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，263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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

2，044，730，000円
30，560，000円
143，080，000円
12，740，000円
234，950，000円
500，000円

514，105，000円
36，204，400円
12，124，800円

勝馬投票券売得金
4，307，679，200円
6，932，228，300円
2，065，339，100円
9，882，907，500円
4，894，143，400円
5，662，758，100円
13，959，154，000円
23，312，397，000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 71，016，606，600円

総入場延人員 123，088名 （有料入場延人員 94，112名）
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