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10025 3月31日 晴 良 （30阪神2）第3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）

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

35 ダノンロイヤル 牡3鹿 56 松若 風馬�ダノックス 千田 輝彦 日高 下河辺牧場 528＋161：54．1 16．5�
713 クルスデルスール 牡3黒鹿56 松山 弘平谷掛 龍夫氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 528＋101：54．63 1．7�
46 ヒ ダ ル マ 牡3鹿 56

53 ▲川又 賢治冨士井直哉氏 森 秀行 新冠 ハクツ牧場 460－ 41：54．7� 37．6�
59 ゲンキチチカラ 牡3青鹿56 �島 克駿荒井 壽明氏 川村 禎彦 日高 スマイルファーム 504＋ 21：55．01� 111．8�
22 ビップヴァリアント 牡3黒鹿56 藤岡 佑介鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 512＋12 〃 クビ 17．4�
11 ハクサンペリー 牡3鹿 56 福永 祐一河﨑 五市氏 寺島 良 浦河 �川 啓一 500 ― 〃 アタマ 7．7	
610 メイショウゴウリキ 牡3黒鹿56 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 まるとみ冨岡牧場 472＋ 4 〃 アタマ 4．5

815 ナムラドノヴァン 牡3鹿 56 高倉 稜奈村 信重氏 杉山 晴紀 日高 いとう牧場 472－ 21：55．1クビ 9．9�
58 カフジデューク 牡3芦 56

55 ☆小崎 綾也加藤 守氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 454± 01：55．41� 53．6�
23 ティーエスプレッソ �3栗 56 国分 恭介深見 富朗氏 牧田 和弥 日高 いとう牧場 476－221：55．82� 153．3
611 ア イ ム ワ ン 牡3鹿 56 中谷 雄太 �ローレルレーシング 矢作 芳人 新冠 松浦牧場 464 ―1：56．97 65．1�
712 スターフォース 牡3鹿 56 �島 良太橋場 勇二氏 宮 徹 日高 庄野牧場 444＋ 21：57．43 196．7�
814 ダイイチリュウ 牡3栗 56 北村 友一華山 龍一氏 作田 誠二 日高 松平牧場 512－ 21：57．71� 245．5�
47 マウロカズマ 牡3鹿 56 国分 優作合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 450＋ 8 〃 アタマ 56．2�
34 ウインカルナヴァル 牡3栗 56 菱田 裕二�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 482＋ 81：58．12� 42．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 25，379，500円 複勝： 65，099，700円 枠連： 11，083，400円
馬連： 48，782，500円 馬単： 27，940，300円 ワイド： 35，597，100円
3連複： 74，535，100円 3連単： 100，587，400円 計： 389，005，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，650円 複 勝 � 300円 � 110円 � 450円 枠 連（3－7） 910円

馬 連 �� 1，270円 馬 単 �� 4，420円

ワ イ ド �� 540円 �� 2，720円 �� 940円

3 連 複 ��� 10，540円 3 連 単 ��� 77，490円

票 数

単勝票数 計 253795 的中 � 12294（5番人気）
複勝票数 計 650997 的中 � 23100（5番人気）� 418069（1番人気）� 13956（7番人気）
枠連票数 計 110834 的中 （3－7） 9367（4番人気）
馬連票数 計 487825 的中 �� 29580（5番人気）
馬単票数 計 279403 的中 �� 4737（17番人気）
ワイド票数 計 355971 的中 �� 18069（4番人気）�� 3167（26番人気）�� 9632（9番人気）
3連複票数 計 745351 的中 ��� 5303（32番人気）
3連単票数 計1005874 的中 ��� 941（201番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―13．2―12．9―12．7―12．4―12．5―12．6―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―37．4―50．3―1：03．0―1：15．4―1：27．9―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―3F38．7
1
3
・（2，5）13（4，9）14，8（1，6）10，15，11（3，7，12）・（2，5）13，9（4，14）（1，6）（8，10）（11，15）7，12，3

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

勝馬の
紹 介

ダノンロイヤル �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．11．11 京都7着

2015．5．19生 牡3鹿 母 グレイスティアラ 母母 ロイヤルティアラ 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 ハクサンペリー号の騎手福永祐一は，3コーナー通過後に外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番）

10026 3月31日 晴 良 （30阪神2）第3日 第2競走 ��
��1，200�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
1：08．8
1：08．7

重
重

12 ラ イ リ ー 牡3黒鹿 56
54 △森 裕太朗古賀 和夫氏 森 秀行 新冠 対馬 正 468＋ 21：13．7 12．8�

35 ワークアンドワーク 牡3黒鹿56 川須 栄彦小林 祥晃氏 村山 明 新冠 タニグチ牧場 484 ― 〃 ハナ 31．8�
510� アメリカンエース 牡3鹿 56 M．デムーロ吉澤 克己氏 音無 秀孝 米 Ben Sangster 488－ 21：14．23 1．3�
23 テイエムオーラコ 牝3栗 54

53 ☆加藤 祥太竹園 正繼氏 杉山 晴紀 新冠 長浜 秀昭 458＋ 2 〃 クビ 361．1�
714 ビッグウェーブ 牡3鹿 56 松田 大作�KTレーシング 西園 正都 浦河 杵臼牧場 466－ 61：14．3クビ 6．7�
24 スナークタチヤマ 牡3鹿 56 �島 克駿杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 534 ―1：14．72	 58．0	
611 リメンブランス 牡3栗 56 藤懸 貴志�錦岡牧場 斉藤 崇史 新冠 錦岡牧場 404＋ 6 〃 アタマ 144．2

36 タマモカプチーノ 牝3鹿 54 秋山真一郎タマモ� 大橋 勇樹 新冠 守矢牧場 488 ―1：15．02 14．5�
713 メイショウルネ 牝3栗 54 城戸 義政松本 好�氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 470± 01：15．21 263．4
48 アリディブリラーレ 牝3栗 54

51 ▲川又 賢治 �シルクレーシング 橋口 慎介 浦河 宮内牧場 420＋121：15．3	 20．7�
612 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 466 ―1：15．62 27．7�
47 ジャックビーンズ 牡3栗 56 幸 英明 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松下 武士 浦河 ヒダカフアーム B464－ 21：16．02	 35．2�
11 メイショウシンバ 牡3鹿 56

53 ▲服部 寿希松本 好�氏 池添 学 浦河 近藤牧場 524 ―1：16．74 113．9�
816 センコウライメイ 牡3青 56 竹之下智昭�協和牧場 千田 輝彦 新冠 協和牧場 478 ― 〃 アタマ 222．3�
59 プロムクイーン 牝3鹿 54 菱田 裕二ゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470 ―1：17．33	 129．1�
815 ニシノオイチ 牝3鹿 54

51 ▲西村 淳也西山 茂行氏 宮本 博 浦河 谷川牧場 374 ―1：17．51
 258．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，544，600円 複勝： 107，532，200円 枠連： 12，729，400円
馬連： 42，844，400円 馬単： 30，896，900円 ワイド： 32，310，000円
3連複： 60，731，000円 3連単： 105，628，700円 計： 419，217，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，280円 複 勝 � 190円 � 360円 � 110円 枠 連（1－3） 3，280円

馬 連 �� 12，050円 馬 単 �� 23，430円

ワ イ ド �� 2，090円 �� 260円 �� 690円

3 連 複 ��� 3，070円 3 連 単 ��� 54，310円

票 数

単勝票数 計 265446 的中 � 16558（3番人気）
複勝票数 計1075322 的中 � 38184（3番人気）� 14845（8番人気）� 860967（1番人気）
枠連票数 計 127294 的中 （1－3） 3003（8番人気）
馬連票数 計 428444 的中 �� 2754（23番人気）
馬単票数 計 308969 的中 �� 989（41番人気）
ワイド票数 計 323100 的中 �� 3462（22番人気）�� 38065（2番人気）�� 11325（8番人気）
3連複票数 計 607310 的中 ��� 14820（11番人気）
3連単票数 計1056287 的中 ��� 1410（125番人気）

ハロンタイム 12．5―11．8―12．4―11．9―12．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―24．3―36．7―48．6―1：01．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．4―3F37．0
3 ・（3，12）（2，10，14）5（8，7）4，11，13，1（6，16）15＝9 4 ・（3，12，14）2，10，5－7（4，8）（6，11）13，1－（15，16）－9

勝馬の
紹 介

ラ イ リ ー �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2017．7．23 中京2着

2015．3．4生 牡3黒鹿 母 メ カ マ ハ ロ 母母 スプリングコート 9戦1勝 賞金 12，100，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 セルリアンユウガ号・タガノアヴニール号・メイショウマユズミ号

第２回 阪神競馬 第３日



10027 3月31日 晴 良 （30阪神2）第3日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時55分 （芝・右・外）

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
1：44．5
1：43．9

良
良

48 シ ー リ ア 牝3青鹿54 川田 将雅 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 460＋ 81：47．4 4．2�
817 ル ナ ス テ ラ 牝3鹿 54 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 426－ 8 〃 クビ 6．3�
611 スマートアエロ 牝3青鹿54 幸 英明大川 徹氏 石橋 守 新ひだか 飛野牧場 460＋ 41：48．03� 25．4�
714 エリンズロマーネ 牝3栗 54 藤岡 佑介吉田 照哉氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 474－ 41：48．1クビ 8．2�
24 エルカラファテ 牝3鹿 54 和田 竜二吉田 照哉氏 吉村 圭司 千歳 社台ファーム 446＋ 41：48．2� 5．1�
715 テンノカガヤキ 牝3鹿 54 松若 風馬天白 泰司氏 寺島 良 洞�湖 レイクヴィラファーム 438 ― 〃 ハナ 54．1	
12 フォロミーバゴ 牝3黒鹿54 小牧 太松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 浦河小林牧場 454－ 2 〃 クビ 239．8

612 クリノアリエル 牝3青 54 M．デムーロ栗本 博晴氏 須貝 尚介 様似 様似渡辺牧場 422－ 61：48．62� 2．9�
47 トーアセレーネ 牝3鹿 54

52 △森 裕太朗高山ランド� 羽月 友彦 豊浦トーア牧場 430＋ 41：48．7� 355．5
713 ノヴェレッテ 牝3黒鹿 54

51 ▲富田 暁 �キャロットファーム 中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 424－ 2 〃 ハナ 115．7�

59 モハンマディ 牝3黒鹿54 秋山真一郎合同会社雅苑興業 西浦 勝一 安平 ノーザンファーム 410－161：48．91� 141．9�
510 ヒ ナ マ ツ リ 牝3鹿 54 岩崎 翼西尾誠一郎氏 村山 明 日高 下河辺牧場 400－ 41：49．0クビ 308．5�
816 アイリッシュビート 牝3栗 54

51 ▲川又 賢治林 正道氏 斉藤 崇史 浦河 谷川牧場 414 ―1：49．1� 313．4�
35 ブリトニーバローズ 牝3青鹿54 浜中 俊猪熊 広次氏 角田 晃一 安平 追分ファーム 458 ― 〃 アタマ 36．0�
818 ノッテステラータ 牝3鹿 54 北村 友一 �サンデーレーシング 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 410＋ 81：49．2� 137．5�
11 ゴルトキルシェ 牝3鹿 54 松山 弘平 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 448＋ 61：50．26 13．5�
23 ピースフルウィーク 牝3栗 54 	島 克駿小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 418＋ 2 〃 アタマ 224．4�
36 ファイヤードラゴン 牝3鹿 54 中谷 雄太鈴木 義孝氏 吉田 直弘 新ひだか 木田 晶範 472＋ 21：52．1大差 443．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 34，712，700円 複勝： 45，584，500円 枠連： 12，614，900円
馬連： 59，771，200円 馬単： 32，292，800円 ワイド： 38，791，800円
3連複： 83，231，300円 3連単： 104，194，600円 計： 411，193，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 160円 � 210円 � 620円 枠 連（4－8） 1，970円

馬 連 �� 1，930円 馬 単 �� 3，810円

ワ イ ド �� 630円 �� 1，870円 �� 2，940円

3 連 複 ��� 19，420円 3 連 単 ��� 75，690円

票 数

単勝票数 計 347127 的中 � 65705（2番人気）
複勝票数 計 455845 的中 � 88429（2番人気）� 58159（4番人気）� 14375（7番人気）
枠連票数 計 126149 的中 （4－8） 4959（10番人気）
馬連票数 計 597712 的中 �� 23982（8番人気）
馬単票数 計 322928 的中 �� 6344（16番人気）
ワイド票数 計 387918 的中 �� 16753（8番人気）�� 5210（19番人気）�� 3273（24番人気）
3連複票数 計 832313 的中 ��� 3214（49番人気）
3連単票数 計1041946 的中 ��� 998（206番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．1―36．3―48．6―1：00．9―1：13．0―1：24．1―1：35．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F34．4
3 1，8（3，5，14）（4，17）（2，7，13，18）11（6，10）9，15（12，16） 4 ・（1，8）14，5（3，17）4（13，18）2（7，11）（10，15）6，9（12，16）

勝馬の
紹 介

シ ー リ ア �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2017．11．12 京都2着

2015．3．17生 牝3青鹿 母 シ ー ザ リ オ 母母 キロフプリミエール 4戦1勝 賞金 9，850，000円
〔発走状況〕 モハンマディ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ヒナマツリ号の調教師村山明は，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。
〔調教再審査〕 モハンマディ号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ファイヤードラゴン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年5月31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。
（非抽選馬） 1頭 オンワードマリー号

10028 3月31日 晴 良 （30阪神2）第3日 第4競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走11時25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
1：57．6
1：56．1

良
良

36 アールスター 牡3鹿 56 松若 風馬貝本 隆三氏 杉山 晴紀 新冠 若林牧場 500± 02：01．3 4．5�
12 アイスストーム 牡3鹿 56 和田 竜二ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 524－ 22：01．72� 6．6�
11 スワーヴアラミス 牡3鹿 56 松田 大作�NICKS 須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478－ 42：01．8� 12．6�
24 メイショウキョウジ 牡3鹿 56 藤岡 佑介松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 480 ― 〃 ハナ 21．6�
510 ロードザナドゥ 牡3黒鹿56 M．デムーロ �ロードホースクラブ 橋田 満 新ひだか ケイアイファーム 476－ 22：02．01	 1．7�
35 メイショウサンアイ 牝3鹿 54 四位 洋文松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 480＋ 42：02．1� 45．1	
816 サウンドスター 牡3黒鹿 56

55 ☆義 英真増田 雄一氏 高橋 康之 新ひだか 桜井牧場 458＋ 42：02．31� 124．5

47 ブルックリン 牡3黒鹿56 幸 英明 �カナヤマホール

ディングス 羽月 友彦 新ひだか 谷岡牧場 510 ―2：02．83 86．1�
48 ヴィグランドアテナ 牝3黒鹿54 国分 恭介大島 豊彦氏 西村 真幸 千歳 社台ファーム 478－ 22：02．9� 162．6�
713 アドマイヤビート 牝3鹿 54 福永 祐一近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 470＋ 62：03．11 11．3
23 サンレイポケット 牡3黒鹿 56

55 ☆小崎 綾也永井 啓弍氏 高橋 義忠 様似 様似共栄牧場 484 ― 〃 クビ 69．8�
815 インバッティービレ 牡3栗 56 城戸 義政西森 鶴氏 清水 久詞 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 484－ 22：03．41� 211．0�
714 エンペラーズベスト 牡3鹿 56

53 ▲川又 賢治 �グリーンファーム西園 正都 安平 ノーザンファーム 482－ 42：03．61� 204．9�
612 ヒロノダイフク 牡3黒鹿 56

55 ☆加藤 祥太サンエイ開発� 梅田 智之 新ひだか 谷岡牧場 458 ―2：03．7� 330．9�
59 アスタービアンコ 牡3芦 56

53 ▲富田 暁加藤 久枝氏 木原 一良 浦河 日進牧場 458－ 62：04．02 316．0�
611 エストゥディオ 牡3鹿 56 中谷 雄太�G1レーシング 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム B462－ 22：04．53 125．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，091，200円 複勝： 119，590，800円 枠連： 15，040，900円
馬連： 57，055，200円 馬単： 39，622，400円 ワイド： 40，508，300円
3連複： 78，815，600円 3連単： 133，216，700円 計： 517，941，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 360円 � 480円 � 520円 枠 連（1－3） 1，070円

馬 連 �� 1，510円 馬 単 �� 3，070円

ワ イ ド �� 450円 �� 570円 �� 750円

3 連 複 ��� 3，630円 3 連 単 ��� 17，670円

票 数

単勝票数 計 340912 的中 � 59427（2番人気）
複勝票数 計1195908 的中 � 90773（2番人気）� 65078（3番人気）� 58453（4番人気）
枠連票数 計 150409 的中 （1－3） 10846（5番人気）
馬連票数 計 570552 的中 �� 29097（6番人気）
馬単票数 計 396224 的中 �� 9650（12番人気）
ワイド票数 計 405083 的中 �� 24176（5番人気）�� 18219（6番人気）�� 13232（8番人気）
3連複票数 計 788156 的中 ��� 16270（13番人気）
3連単票数 計1332167 的中 ��� 5463（53番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．0―36．5―49．1―1：01．5―1：14．2―1：26．6―1：38．4―1：49．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アールスター �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サツカーボーイ デビュー 2018．2．18 小倉8着

2015．4．22生 牡3鹿 母 ウェーブクイーン 母母 マウンテンクイーン 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 エストゥディオ号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔制裁〕 エンペラーズベスト号の騎手川又賢治は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番）
〔調教再審査〕 エストゥディオ号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ナポリタン号
（非抽選馬） 6頭 ウインフォルティス号・クリノダイヤモンド号・ゴッドミラクル号・サイン号・ソールライト号・チカアレグレ号



10029 3月31日 晴 良 （30阪神2）第3日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時15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

44 ハーベストムーン 牡3黒鹿56 福永 祐一三田 昌宏氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 512－ 21：53．7 2．3�
56 パキュートハート 牡3鹿 56 太宰 啓介中野 和子氏 石橋 守 むかわ 桑原牧場 514＋ 61：54．55 4．8�
711 マイネルカイノン 牡3青鹿56 川田 将雅 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 490＋ 21：54．6� 15．3�
710 ブルベアジネンジョ 牡3栗 56 酒井 学 �ブルアンドベア 湯窪 幸雄 新ひだか 田湯牧場 B450＋ 41：54．92 67．9�
813 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 532＋ 41：55．0クビ 62．1�
22 サージュミノル 牡3黒鹿56 和田 竜二吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 462＋ 21：55．1� 5．4	
45 ハギノフロンティア 牡3栗 56 �島 克駿日隈 良江氏 松田 国英 新ひだか 千代田牧場 506± 01：55．31� 22．1

68 テイエムオスカー 牡3黒鹿 56

54 △森 裕太朗竹園 正繼氏 山内 研二 日高 日高テイエム
牧場株式会社 480＋ 2 〃 ハナ 84．5�

57 トーセンブレイヴ 牡3黒鹿56 M．デムーロ島川 �哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 504＋ 21：55．93� 4．1
33 ア ラ ウ ン 牡3鹿 56

53 ▲富田 暁一村 哲也氏 森 秀行 日高 高山牧場 484－ 6 〃 アタマ 112．9�
69 ブ ー ス タ ー 牡3鹿 56 松若 風馬吉田 照哉氏 中村 均 千歳 社台ファーム 516± 01：56．0� 40．7�
812 アンフィニスター 牝3鹿 54

51 ▲川又 賢治池田 實氏 服部 利之 新ひだか フジワラフアーム 518＋ 81：56．1クビ 361．4�
11 	 マコトハインケル 牡3芦 56 幸 英明�ディアマント �島 一歩 様似 出口 繁夫 486－ 4 〃 クビ 156．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 41，428，700円 複勝： 53，971，900円 枠連： 17，461，800円
馬連： 67，333，600円 馬単： 36，138，100円 ワイド： 45，951，400円
3連複： 94，218，300円 3連単： 134，084，000円 計： 490，587，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 160円 � 260円 枠 連（4－5） 250円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 1，200円

ワ イ ド �� 300円 �� 560円 �� 760円

3 連 複 ��� 1，900円 3 連 単 ��� 7，380円

票 数

単勝票数 計 414287 的中 � 139692（1番人気）
複勝票数 計 539719 的中 � 143083（1番人気）� 83917（4番人気）� 39088（5番人気）
枠連票数 計 174618 的中 （4－5） 52128（1番人気）
馬連票数 計 673336 的中 �� 87729（2番人気）
馬単票数 計 361381 的中 �� 22548（4番人気）
ワイド票数 計 459514 的中 �� 43813（3番人気）�� 20198（7番人気）�� 14317（10番人気）
3連複票数 計 942183 的中 ��� 37166（6番人気）
3連単票数 計1340840 的中 ��� 13160（21番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．4―37．9―50．8―1：03．4―1：16．2―1：28．6―1：41．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ハーベストムーン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 キャプテンスティーヴ デビュー 2018．1．14 京都2着

2015．2．4生 牡3黒鹿 母 レ ツ ィ ー ナ 母母 タニウインドタイム 4戦2勝 賞金 17，152，000円

10030 3月31日 晴 良 （30阪神2）第3日 第6競走 ��
��2，000�サラブレッド系4歳以上

発走12時45分 （芝・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
1：57．6
1：56．1

良
良

55 ティーブラッサム 牡4黒鹿 57
54 ▲西村 淳也深見 富朗氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 526＋ 21：59．5 5．2�

79 ハギノアレス 牡4鹿 57 M．デムーロ安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 516＋ 61：59．6	 3．6�
56 エイシンクリック 牡4鹿 57 川田 将雅�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 474＋ 21：59．7
 2．7�
44 カ ラ ル 牡4黒鹿57 幸 英明 �シルクレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 490－ 2 〃 クビ 6．7�
11 ク ロ ー ク ス 牡5栗 57

54 ▲川又 賢治 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム B482－ 42：00．12	 37．4	
811 ステイキングダム 牡5鹿 57 和田 竜二 �社台レースホース吉村 圭司 千歳 社台ファーム 430± 02：00．2クビ 15．0

68 ロードゼスト 牡4鹿 57 福永 祐一 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか グランド牧場 460－ 22：00．51
 17．3�
67 テイエムハヤブサ 牡5青鹿57 高田 潤竹園 正繼氏 武 英智 浦河 駿河牧場 468－ 22：00．92	 280．3�
812 シャイニーピース 牡4鹿 57 四位 洋文小林 昌志氏 武 幸四郎 平取 雅 牧場 492＋ 82：01．32	 19．0
22 ミッキーディナシー 牝5黒鹿55 松山 弘平野田みづき氏 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム 424＋ 42：02．25 166．6�
33 タマモベルガモ 牡5栗 57 �島 克駿タマモ� 川村 禎彦 新冠 アサヒ牧場 B480－ 22：02．3
 30．9�
710 アグネススターダム 牡5栗 57 岩崎 翼上山 牧氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 466＋182：03．36 29．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 34，447，500円 複勝： 44，529，800円 枠連： 12，492，600円
馬連： 59，420，500円 馬単： 34，009，800円 ワイド： 41，631，400円
3連複： 79，522，000円 3連単： 121，520，100円 計： 427，573，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 150円 � 130円 � 110円 枠 連（5－7） 400円

馬 連 �� 1，060円 馬 単 �� 2，100円

ワ イ ド �� 400円 �� 350円 �� 250円

3 連 複 ��� 1，190円 3 連 単 ��� 7，700円

票 数

単勝票数 計 344475 的中 � 52081（3番人気）
複勝票数 計 445298 的中 � 60577（3番人気）� 78299（2番人気）� 130829（1番人気）
枠連票数 計 124926 的中 （5－7） 23815（1番人気）
馬連票数 計 594205 的中 �� 43381（4番人気）
馬単票数 計 340098 的中 �� 12103（7番人気）
ワイド票数 計 416314 的中 �� 24592（5番人気）�� 29964（3番人気）�� 45604（1番人気）
3連複票数 計 795220 的中 ��� 49860（2番人気）
3連単票数 計1215201 的中 ��� 11430（16番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―12．2―12．0―12．0―12．1―12．0―11．9―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．5―35．7―47．7―59．7―1：11．8―1：23．8―1：35．7―1：47．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ティーブラッサム �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2017．1．21 京都6着

2014．2．24生 牡4黒鹿 母 ダ ノ ニ ー 母母 リズミカルシチー 12戦2勝 賞金 21，500，000円



10031 3月31日 晴 良 （30阪神2）第3日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時15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
1：08．8
1：08．7

重
重

35 ワンダーバイファル 牡7鹿 57 浜中 俊山本 能成氏 牧田 和弥 浦河 大島牧場 474＋ 41：12．6 7．5�
46 アユツリオヤジ 牡4栗 57 国分 恭介 �キャピタル・システム 村山 明 浦河 �川 啓一 490± 01：12．7� 3．7�
11 マコトタリスマン 牡4黒鹿57 和田 竜二�ディアマント 高橋 義忠 様似 出口 繁夫 460－ 21：12．91� 32．5�
713 ナムラスパルタクス 牡4黒鹿 57

54 ▲富田 暁奈村 信重氏 清水 久詞 日高 ナカノファーム 480＋ 81：13．0� 11．3�
815 ダブルスプリット 牡4栗 57 松田 大作�KTレーシング 西園 正都 日高 山際 辰夫 B486－ 2 〃 ハナ 3．7�
47 	 リッカクロフネ 牡6芦 57 酒井 学立花 幸雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 原口牧場 492± 0 〃 クビ 13．0	
22 プリモガナドール 牝4栗 55 岩崎 翼水谷 昌晃氏 本田 優 浦河 丸幸小林牧場 450－ 41：13．1クビ 49．1

611	 サンレイレッカー 牡7栗 57 秋山真一郎永井 啓弍氏 森田 直行 新ひだか 岡野牧場 516± 01：13．2
 234．6�
814 ビップソルダー 牡4鹿 57 福永 祐一鈴木 邦英氏 清水 久詞 浦河 駿河牧場 484± 0 〃 クビ 15．0�
712 カゼノカムイ �5鹿 57 幸 英明菅原 広隆氏 寺島 良 青森 荒谷牧場 B466－121：13．51
 90．0
58 メイショウバンダイ 牡5栗 57 松若 風馬松本 好雄氏 中村 均 浦河 斉藤英牧場 464± 01：13．71� 103．1�
59 スズカアカデミー 牡4鹿 57

55 △森 裕太朗永井 啓弍氏 藤沢 則雄 むかわ 新井牧場 492＋ 61：13．8� 5．9�
34 ダノンオブザイヤー 牡4青鹿57 川田 将雅�ダノックス 池江 泰寿 新ひだか 千代田牧場 498－ 41：14．01� 25．2�
610	 オースミペンタス 牝4黒鹿55 藤岡 佑介�オースミ 中尾 秀正 日高 広富牧場 440＋ 41：14．74 177．4�
23 スマートシャヒーン 牡4芦 57 中井 裕二大川 徹氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 470－ 21：14．91� 16．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 30，234，700円 複勝： 48，916，100円 枠連： 19，191，600円
馬連： 70，702，200円 馬単： 31，394，900円 ワイド： 45，896，300円
3連複： 97，056，500円 3連単： 115，043，100円 計： 458，435，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 240円 � 160円 � 750円 枠 連（3－4） 920円

馬 連 �� 1，680円 馬 単 �� 4，020円

ワ イ ド �� 590円 �� 3，770円 �� 1，870円

3 連 複 ��� 17，670円 3 連 単 ��� 90，750円

票 数

単勝票数 計 302347 的中 � 32212（4番人気）
複勝票数 計 489161 的中 � 53369（4番人気）� 97767（1番人気）� 12909（10番人気）
枠連票数 計 191916 的中 （3－4） 16076（4番人気）
馬連票数 計 707022 的中 �� 32457（4番人気）
馬単票数 計 313949 的中 �� 5852（14番人気）
ワイド票数 計 458963 的中 �� 21409（4番人気）�� 2992（40番人気）�� 6153（22番人気）
3連複票数 計 970565 的中 ��� 4119（55番人気）
3連単票数 計1150431 的中 ��� 919（300番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．6―12．1―12．2―13．2

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワンダーバイファル �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2013．11．16 東京10着

2011．2．9生 牡7鹿 母 カイロローズ 母母 Insinuate 21戦2勝 賞金 20，660，000円
［他本会外：1戦0勝］

10032 3月31日 晴 良 （30阪神2）第3日 第8競走 ��3，140�三木ホースランドパークジャンプステークス
発走13時50分 （ 芝 ）

4歳以上；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金700万円毎1�増
（公財）三木山人と馬とのふれあいの森協会理事長賞（1着）

賞 品
本 賞 16，500，000円 6，600，000円 4，100，000円 2，500，000円 1，650，000円
付 加 賞 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード3：24．8良

88 アスターサムソン �5鹿 60 林 満明加藤 久枝氏 中竹 和也 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 494＋ 23：32．0 6．6�

77 メイショウアラワシ 牡7栗 62 森 一馬松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 林 孝輝 480＋ 83：32．42� 14．8�
44 エ ル ゼ ロ 牡5鹿 60 石神 深一磯波 勇氏 武井 亮 新冠 守矢牧場 492－ 63：32．5クビ 2．7�
66 シングンマイケル �4鹿 59 金子 光希伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 446＋ 23：32．71� 4．8�
55 トーアディラン �5栗 61 五十嵐雄祐高山ランド� 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 478－ 43：32．8� 5．5�
89 タガノアーバニティ 牡5栗 60 小坂 忠士八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 504＋103：32．9	 17．4	
11 プレシャスタイム 牡5鹿 60 佐久間寛志小原 該一氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 436＋ 23：33．85 11．8

33 マイネルヴォーダン 牡6栗 60 山本 康志 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 圭三 新ひだか 三木田牧場 506－ 63：33．9	 12．0�
22 フ ィ エ ル テ 牝6鹿 58 中村 将之�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 504－10 〃 アタマ 19．1�
（9頭）

売 得 金
単勝： 25，000，700円 複勝： 30，758，400円 枠連： 11，685，700円
馬連： 54，008，400円 馬単： 30，827，400円 ワイド： 30，614，600円
3連複： 75，949，600円 3連単： 129，590，200円 計： 388，435，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 200円 � 390円 � 130円 枠 連（7－8） 2，200円

馬 連 �� 4，260円 馬 単 �� 7，970円

ワ イ ド �� 1，320円 �� 390円 �� 830円

3 連 複 ��� 3，800円 3 連 単 ��� 32，620円

票 数

単勝票数 計 250007 的中 � 30298（4番人気）
複勝票数 計 307584 的中 � 37105（4番人気）� 14359（8番人気）� 84820（1番人気）
枠連票数 計 116857 的中 （7－8） 4115（10番人気）
馬連票数 計 540084 的中 �� 9817（22番人気）
馬単票数 計 308274 的中 �� 2899（40番人気）
ワイド票数 計 306146 的中 �� 5557（24番人気）�� 22220（3番人気）�� 9237（12番人気）
3連複票数 計 759496 的中 ��� 14958（16番人気）
3連単票数 計1295902 的中 ��� 2880（130番人気）
上り 1マイル 1：44．5 4F 51．6－3F 38．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アスターサムソン 
�
父 メイショウサムソン 

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．3．5 阪神11着

2013．1．27生 �5鹿 母 アドマイヤマダム 母母 ファームキャット 障害：4戦2勝 賞金 25，290，000円



10033 3月31日 晴 良 （30阪神2）第3日 第9競走 ��
��2，400�ア ザ レ ア 賞

発走14時25分 （芝・右・外）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 182，000円 52，000円 26，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．1
2：22．1

良
良

44 スーパーフェザー 牡3鹿 56 福永 祐一�KTレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 474± 02：29．9 2．6�
22 シュナイデン 牡3栗 56 松山 弘平�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 470－ 22：30．32� 3．9�
33 ドンアルゴス 牡3黒鹿56 浜中 俊山田 貢一氏 庄野 靖志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B504＋ 42：30．4� 7．1�
55 ヴェルテアシャフト 牡3鹿 56 川田 将雅 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 490－ 42：30．5クビ 9．2�
11 マサハヤニース 牡3鹿 56 和田 竜二中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 458± 0 〃 クビ 30．2	
88 パンコミード 牡3黒鹿56 幸 英明金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 510－ 22：30．81� 3．1

77 タニノミステリー 牡3黒鹿56 秋山真一郎谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか 西村 和夫 436± 02：30．9クビ 95．5�
66 ミニョンヌヴェリテ 牡3栗 56 国分 恭介加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 548－ 42：31．11	 147．3�
（8頭）

売 得 金
単勝： 62，297，400円 複勝： 59，145，900円 枠連： 発売なし
馬連： 96，386，400円 馬単： 58，473，200円 ワイド： 49，877，400円
3連複： 108，228，400円 3連単： 270，781，700円 計： 705，190，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 110円 � 120円 � 160円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 770円

ワ イ ド �� 170円 �� 300円 �� 290円

3 連 複 ��� 680円 3 連 単 ��� 2，550円

票 数

単勝票数 計 622974 的中 � 187495（1番人気）
複勝票数 計 591459 的中 � 190813（1番人気）� 122602（2番人気）� 68596（4番人気）
馬連票数 計 963864 的中 �� 172802（1番人気）
馬単票数 計 584732 的中 �� 56827（1番人気）
ワイド票数 計 498774 的中 �� 89260（1番人気）�� 37350（6番人気）�� 39080（4番人気）
3連複票数 計1082284 的中 ��� 118189（2番人気）
3連単票数 計2707817 的中 ��� 76922（5番人気）

ハロンタイム 13．5―12．5―13．4―12．3―12．7―13．0―13．0―12．9―12．7―11．0―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� 2，200�
13．5―26．0―39．4―51．7―1：04．4―1：17．4―1：30．4―1：43．3―1：56．0―2：07．0―2：18．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．6―3F33．9
1
3
7，5，2，1（3，4）－6，8
7，2（1，5）4，3，6－8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スーパーフェザー 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 Awesome of Course デビュー 2017．10．28 京都1着

2015．1．18生 牡3鹿 母 オーサムフェザー 母母 Precious Feather 4戦2勝 賞金 21，260，000円

10034 3月31日 晴 良 （30阪神2）第3日 第10競走 ��
��1，400�

ちゅうしゅん

ラジオ関西賞仲春特別
発走15時00分 （芝・右）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

ラジオ関西賞（1着）
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
1：19．5
1：19．0

良
良

811 ダノンハイパワー 牡4黒鹿57 M．デムーロ�ダノックス 菊沢 隆徳 日高 白井牧場 494± 01：20．5 5．9�
11 グランドロワ 牡4栗 57 松山 弘平田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 B478－101：20．71� 7．9�
33 ドルチャーリオ 牡5栗 57 幸 英明ゴドルフィン 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 448＋ 41：20．8	 5．9�
22 ファミーユボヌール 牝4黒鹿55 浜中 俊原 
子氏 松永 幹夫 新ひだか 岡田スタツド 450－ 2 〃 クビ 9．4�
810 チ ト ニ ア 牝4栗 55 松若 風馬金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 日高 シンボリ牧場 472＋ 4 〃 ハナ 3．5�
67 アクセラレート 牡6鹿 57 北村 友一 	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 466＋ 21：20．9クビ 21．8

79 キーナンバー 牡5栗 57 国分 恭介北前孔一郎氏 宮 徹 浦河 村下農場 512± 0 〃 クビ 36．6�
44 ジョーマイク �5栗 57 福永 祐一上田けい子氏 中竹 和也 新ひだか 平野牧場 482＋ 21：21．0クビ 5．1�
55 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 498－ 41：21．53 12．2
78 ヨドノビクトリー 牡4鹿 57 川須 栄彦海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 480－ 2 〃 クビ 47．7�
66 � コ ス モ ス 牡4栗 57 和田 竜二 	コスモヴューファーム 中村 均 浦河 中神牧場 B476＋ 21：21．82 35．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 47，796，200円 複勝： 76，509，500円 枠連： 26，295，100円
馬連： 127，053，400円 馬単： 57，157，600円 ワイド： 70，682，800円
3連複： 161，242，300円 3連単： 236，058，800円 計： 802，795，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 260円 � 300円 � 200円 枠 連（1－8） 1，120円

馬 連 �� 4，050円 馬 単 �� 6，590円

ワ イ ド �� 1，480円 �� 950円 �� 880円

3 連 複 ��� 7，860円 3 連 単 ��� 44，640円

票 数

単勝票数 計 477962 的中 � 64141（4番人気）
複勝票数 計 765095 的中 � 75093（4番人気）� 61173（7番人気）� 110692（2番人気）
枠連票数 計 262951 的中 （1－8） 18050（4番人気）
馬連票数 計1270534 的中 �� 24294（17番人気）
馬単票数 計 571576 的中 �� 6501（31番人気）
ワイド票数 計 706828 的中 �� 12007（23番人気）�� 19262（16番人気）�� 20981（12番人気）
3連複票数 計1612423 的中 ��� 15378（32番人気）
3連単票数 計2360588 的中 ��� 3833（179番人気）

ハロンタイム 12．3―10．5―10．8―11．3―11．3―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―22．8―33．6―44．9―56．2―1：08．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F35．6
3 1（5，6）2，11（3，10）－（4，8）－（9，7） 4 1，5（2，6）（11，10）3，8，4（9，7）

勝馬の
紹 介

ダノンハイパワー �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 Shamardal デビュー 2016．8．28 新潟1着

2014．3．16生 牡4黒鹿 母 ダノンボンジュール 母母 ラ ウ ン デ ル 14戦3勝 賞金 45，533，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



10035 3月31日 晴 良 （30阪神2）第3日 第11競走 ��
��1，400�コーラルステークス

発走15時35分 （ダート・右）
4歳以上，29．4．1以降30．3．25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 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000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� モ ー ニ ン 牡6栗 58．5 和田 竜二馬場 幸夫氏 石坂 正 米 Empire
Equines, LLC B530－ 81：23．4 6．4�

36 � テーオーヘリオス 牡6鹿 54 国分 恭介小笹 公也氏 梅田 智之 米 Yanagawa
Stud LTD. 514－ 61：23．5� 7．0�

23 � ドリームキラリ 牡6青 56 松若 風馬ライオンレースホース� 矢作 芳人 米 Colts Neck
Stables LLC B500－ 81：23．6クビ 13．3�

48 ヤマニンアンプリメ 牝4鹿 52 	島 良太土井 肇氏 中村 均 浦河 廣田 伉助 482－ 4 〃 ハナ 21．5�
47 � エイシンバランサー 牡6芦 55 藤岡 佑介�栄進堂 西園 正都 加 Adena

Springs B474－ 61：23．92 93．0�
59 サクセスエナジー 牡4黒鹿54 M．デムーロ髙嶋 哲氏 北出 成人 新冠 タニグチ牧場 520－ 61：24．11
 3．2	
815 コウエイエンブレム 牡5栗 57．5 松山 弘平伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 服部 健太郎 532＋ 21：24．2� 3．6

35 エ ポ ッ ク 牡5黒鹿54 福永 祐一吉澤 克己氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 506－10 〃 アタマ 19．7�
611 イーデンホール 牡6栗 54 中井 裕二�G1レーシング 中内田充正 安平 追分ファーム 506＋ 61：24．3� 138．5�
510 プレスティージオ 牡5栗 54 幸 英明奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 三木田牧場 484－10 〃 アタマ 21．4
24 タムロミラクル 牡6青鹿55 川田 将雅谷口 屯氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 470－ 61：24．4クビ 40．4�
11 ゴーインググレート 牡8栗 54 北村 友一田畑 利彦氏 北出 成人 新ひだか 片岡 博 486＋ 2 〃 クビ 111．7�
12 タガノエスプレッソ 牡6鹿 56 浜中 俊八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 458± 01：24．5クビ 10．4�
713 サクラエール 牡7黒鹿53 川須 栄彦�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 谷岡牧場 500＋261：25．13� 336．8�
816 シュテルングランツ 牡7黒鹿53 小崎 綾也 �グリーンファーム武藤 善則 千歳 社台ファーム B476－121：25．52� 320．8�
714 トウショウカウント 牡6栗 53 川島 信二トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 500－141：25．71
 215．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 88，393，600円 複勝： 122，900，600円 枠連： 59，450，900円
馬連： 294，848，100円 馬単： 117，279，400円 ワイド： 155，071，600円
3連複： 431，141，300円 3連単： 576，205，800円 計： 1，845，291，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 280円 � 260円 � 410円 枠 連（3－6） 2，170円

馬 連 �� 3，790円 馬 単 �� 6，980円

ワ イ ド �� 1，320円 �� 2，050円 �� 1，820円

3 連 複 ��� 17，360円 3 連 単 ��� 86，590円

票 数

単勝票数 計 883936 的中 � 109382（3番人気）
複勝票数 計1229006 的中 � 116696（4番人気）� 128139（3番人気）� 73424（6番人気）
枠連票数 計 594509 的中 （3－6） 21184（12番人気）
馬連票数 計2948481 的中 �� 60252（16番人気）
馬単票数 計1172794 的中 �� 12585（29番人気）
ワイド票数 計1550716 的中 �� 30723（15番人気）�� 19362（25番人気）�� 21857（22番人気）
3連複票数 計4311413 的中 ��� 18619（60番人気）
3連単票数 計5762058 的中 ��� 4824（289番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．8―34．1―46．1―58．1―1：10．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�モ ー ニ ン �
�
父 Henny Hughes �

�
母父 Distorted Humor デビュー 2015．5．16 京都1着

2012．4．14生 牡6栗 母 Giggly 母母 Chaste 14戦7勝 賞金 216，875，000円
［他本会外：5戦0勝］

〔その他〕 コウエイエンブレム号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 コウエイエンブレム号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成30年4月30日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の10頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）10頭 コスモドーム号・サウンドスカイ号・サングラス号・ショウナンアチーヴ号・ダノングッド号・ディバインコード号・

ヒラボクプリンス号・マイネルサージュ号・マッチレスヒーロー号・リーゼントロック号

10036 3月31日 晴 良 （30阪神2）第3日 第12競走 ��
��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

35 キ ク ノ ル ア 牡4栗 57 浜中 俊菊池 五郎氏 奥村 豊 新ひだか 田中 春美 514± 01：52．4 1．7�
816 オ ク ラ ホ マ 牡4栗 57 松山 弘平馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 512± 01：53．03� 17．5�
12 タマモアタック 牡6鹿 57

54 ▲富田 暁タマモ� 武 英智 新ひだか 岡田牧場 484＋141：53．21	 16．7�
47 フォースライン 牡4黒鹿57 北村 友一吉田 勝己氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 508± 0 〃 アタマ 6．5�
48 
 アンナペレンナ 牝5芦 55 M．デムーロ中辻 明氏 西園 正都 米 Extern De-

velopments 516＋ 2 〃 クビ 5．4�
815 マンハッタンロック 牡4鹿 57 菱田 裕二 	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 450－ 21：53．62� 63．3

59 プエルタデルソル 牡4栗 57 藤岡 佑介前田 幸治氏 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 464－ 41：53．91� 29．1�
36 サンライズレーヴ 牡7栗 57

54 ▲西村 淳也松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 480＋ 4 〃 クビ 184．7�

714 マイネルボルソー 牡7鹿 57 川田 将雅 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 黒岩 陽一 新冠 竹中牧場 478－ 41：54．32� 35．3

11 メトロポリス 牡4青鹿57 福永 祐一堂守 貴志氏 吉村 圭司 新冠 新冠橋本牧場 532－ 61：54．72� 11．9�
611 アイファーサンディ 牡6鹿 57 城戸 義政中島 稔氏 荒川 義之 新ひだか 野表 篤夫 458± 01：54．8クビ 523．1�
713
 デ ブ リ ン 牡6栗 57

54 ▲川又 賢治一村 哲也氏 森 秀行 米 T/C Sta-
ble, LLC 544＋ 81：55．22� 102．0�

24 ローデルバーン 牡5黒鹿57 中井 裕二佐々木雄二氏 松元 茂樹 浦河 �川 啓一 B470＋ 4 〃 クビ 423．6�
23 キングラディウス 牡5栗 57 幸 英明菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 新冠橋本牧場 B476＋10 〃 アタマ 181．5�
510 ハギノグランコート 牡5栗 57 川須 栄彦日隈 良江氏 高野 友和 新冠 株式会社

ノースヒルズ 526± 0 〃 ハナ 48．5�
612 イイコトバカリ 牝4鹿 55 松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 474＋ 81：56．26 67．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 59，317，200円 複勝： 147，154，700円 枠連： 41，351，500円
馬連： 149，792，400円 馬単： 77，167，100円 ワイド： 96，126，000円
3連複： 213，065，800円 3連単： 352，417，500円 計： 1，136，392，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 290円 � 300円 枠 連（3－8） 930円

馬 連 �� 1，160円 馬 単 �� 1，530円

ワ イ ド �� 470円 �� 460円 �� 2，260円

3 連 複 ��� 4，200円 3 連 単 ��� 11，810円

票 数

単勝票数 計 593172 的中 � 272473（1番人気）
複勝票数 計1471547 的中 � 865103（1番人気）� 59673（5番人気）� 57460（6番人気）
枠連票数 計 413515 的中 （3－8） 34380（3番人気）
馬連票数 計1497924 的中 �� 99909（5番人気）
馬単票数 計 771671 的中 �� 37636（6番人気）
ワイド票数 計 961260 的中 �� 54828（5番人気）�� 55616（4番人気）�� 9927（25番人気）
3連複票数 計2130658 的中 ��� 38011（14番人気）
3連単票数 計3524175 的中 ��� 21622（34番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．4―37．4―49．6―1：02．3―1：15．3―1：27．8―1：39．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．1―3F37．1
1
3
5（2，8，16）（1，6，10，9，14）13，3（11，15）－7－（4，12）
5（2，8）16（1，6，14）（10，9）（3，13）15（11，7）4，12

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キ ク ノ ル ア �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー 2016．7．9 中京2着

2014．3．9生 牡4栗 母 ライトハートリー 母母 オレンジカラー 13戦3勝 賞金 48，194，000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） 1頭 サウンドテーブル号
（非抽選馬） 1頭 カリーニョミノル号



（30阪神2）第3日 3月31日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 165頭 本 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

221，120，000円
13，330，000円
1，400，000円
24，420，000円
68，379，500円
4，813，800円
1，584，000円

勝馬投票券売得金
509，644，000円
921，694，100円
239，397，800円
1，127，998，300円
573，199，900円
683，058，700円
1，557，737，200円
2，379，328，600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 7，992，058，600円

総入場人員 15，042名 （有料入場人員 14，204名）
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