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07061 3月10日 曇 稍重 （31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

811 ブロードハースト 牝3鹿 54 石橋 脩 �キャロットファーム 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム 442－ 61：56．9 2．3�
79 タガノハツコイ 牝3栗 54 太宰 啓介八木 良司氏 西園 正都 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 476＋ 21：57．0� 5．9�
67 リップグロス 牝3栗 54 藤井勘一郎 �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム 432＋ 2 〃 ハナ 15．6�
812 マンハッタンソング 牝3黒鹿54 丹内 祐次岡田 牧雄氏 奥村 豊 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480－ 61：57．31� 137．8�
710 オトメザミッキー 牝3青鹿54 �島 良太三木 久史氏 長谷川浩大 新冠 佐藤牧場 416－ 61：57．51 109．7	
55 タイムハンドラー 牝3鹿 54 松若 風馬 �サンデーレーシング 杉山 晴紀 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440－ 61：57．71� 10．5

22 トゥールナージュ 牝3鹿 54 中井 裕二 �ローレルレーシング 飯田 雄三 新冠 協和牧場 436－ 4 〃 クビ 5．4�
11 バブリーダンス 牝3栗 54 �島 克駿�G1レーシング 千田 輝彦 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458－ 4 〃 ハナ 50．9�
56 クレスコマリン 牝3鹿 54 酒井 学堀川 三郎氏 湯窪 幸雄 浦河 笠松牧場 460 ―1：59．08 121．2
68 ユウチャージ 牝3栗 54

53 ☆坂井 瑠星�アイテツ 森 秀行 浦河 まるとみ冨岡牧場 494－ 21：59．63� 97．8�
33 ジューンアイリス 牝3芦 54 高田 潤吉川 潤氏 武 英智 浦河 信岡牧場 488＋ 81：59．92 4．1�
44 デュアリティ 牝3鹿 54

51 ▲亀田 温心中西 宏彰氏 高橋 義博 浦河 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 488－122：00．75 89．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 26，133，600円 複勝： 39，955，500円 枠連： 9，250，800円
馬連： 43，318，000円 馬単： 25，538，600円 ワイド： 30，606，700円
3連複： 64，509，200円 3連単： 102，338，300円 計： 341，650，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 150円 � 280円 枠 連（7－8） 450円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 750円

ワ イ ド �� 250円 �� 520円 �� 1，180円

3 連 複 ��� 2，310円 3 連 単 ��� 7，340円

票 数

単勝票数 計 261336 的中 � 89852（1番人気）
複勝票数 計 399555 的中 � 168247（1番人気）� 53598（3番人気）� 20488（6番人気）
枠連票数 計 92508 的中 （7－8） 15663（2番人気）
馬連票数 計 433180 的中 �� 67999（2番人気）
馬単票数 計 255386 的中 �� 25312（2番人気）
ワイド票数 計 306067 的中 �� 36792（2番人気）�� 14233（7番人気）�� 5802（13番人気）
3連複票数 計 645092 的中 ��� 20873（7番人気）
3連単票数 計1023383 的中 ��� 10097（19番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．4―38．2―51．6―1：05．0―1：17．9―1：30．8―1：43．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．9―3F39．0
1
3
3，11（2，12）（7，8，9）5，6，4（1，10）・（3，11）（5，12）（2，9）（1，8）（7，10）6－4

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

勝馬の
紹 介

ブロードハースト �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2018．11．3 京都8着

2016．5．17生 牝3鹿 母 ブロードピーク 母母 ブロードアピール 4戦1勝 賞金 9，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。

07062 3月10日 小雨 稍重 （31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

814 モズカプリッチョ 牡3鹿 56 小牧 太 �キャピタル・システム 中尾 秀正 浦河 谷川牧場 490＋ 81：12．7 3．0�
23 シーシャープ 牡3鹿 56 岩田 康誠前田 晋二氏 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 530－10 〃 ハナ 2．2�
611 ヘニーオーザ 牡3鹿 56 藤井勘一郎西森 鶴氏 庄野 靖志 新冠 北星村田牧場 534－ 61：13．65 5．9�
59 メイショウハヤナリ 牡3鹿 56 藤岡 佑介松本 好雄氏 笹田 和秀 様似 中脇 一幸 466－ 81：14．45 11．6�
35 グレートリープ 牡3黒鹿 56

55 ☆加藤 祥太伊東 純一氏 田島 俊明 日高 ヤナガワ牧場 534＋ 21：14．61� 52．1�
34 モ ズ ク ロ ス 牡3鹿 56 長岡 禎仁 �キャピタル・システム 高橋 亮 日高 目黒牧場 486＋ 61：14．81� 188．8	
610 トモジャファイブ 牡3鹿 56 大野 拓弥吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 乾 皆雄 500－161：14．9クビ 15．2

815 メイショウワキザシ 牡3鹿 56 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 近藤牧場 472＋ 21：15．0� 24．0�
46 ウチュウセンカン 牡3鹿 56 川島 信二三宅 勝俊氏 川村 禎彦 新ひだか 増本 良孝 B466＋ 21：15．21� 192．5�
713 ブルベアボルド 牡3鹿 56

55 ☆坂井 瑠星 �ブルアンドベア 五十嵐忠男 新冠 八木 明広 502－ 21：15．3クビ 38．8
712 テイエムブランコ 牡3栗 56 小林 徹弥竹園 正繼氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 514＋ 21：15．62 32．0�
58 ハートリンク 牝3栗 54 中井 裕二西村新一郎氏 中野 栄治 新冠 大林ファーム 452－121：15．81� 154．8�
47 キシュウブライト 牝3栗 54 国分 恭介木村 昌三氏 安達 昭夫 浦河 今井 秀樹 422＋ 21：16．22� 204．8�
11 ショーギーニ 牡3栗 56 国分 優作吉冨 学氏 大根田裕之 日高 オリオンファーム 516＋141：16．3� 136．4�
22 カフジパール 牝3鹿 54

53 ☆富田 暁加藤 守氏 木原 一良 新冠 長浜牧場 410 ―1：16．4クビ 113．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 28，398，200円 複勝： 35，329，400円 枠連： 12，244，900円
馬連： 50，919，000円 馬単： 28，343，700円 ワイド： 37，182，600円
3連複： 79，437，200円 3連単： 103，509，100円 計： 375，364，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 120円 � 110円 � 120円 枠 連（2－8） 300円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 700円

ワ イ ド �� 170円 �� 280円 �� 240円

3 連 複 ��� 510円 3 連 単 ��� 2，270円

票 数

単勝票数 計 283982 的中 � 75320（2番人気）
複勝票数 計 353294 的中 � 69332（2番人気）� 110298（1番人気）� 61269（3番人気）
枠連票数 計 122449 的中 （2－8） 31484（1番人気）
馬連票数 計 509190 的中 �� 110372（1番人気）
馬単票数 計 283437 的中 �� 30093（2番人気）
ワイド票数 計 371826 的中 �� 65567（1番人気）�� 29868（3番人気）�� 36707（2番人気）
3連複票数 計 794372 的中 ��� 116790（1番人気）
3連単票数 計1035091 的中 ��� 33033（2番人気）

ハロンタイム 12．6―11．6―11．9―11．8―11．8―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―24．2―36．1―47．9―59．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モズカプリッチョ �
�
父 グランプリボス �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2018．11．17 京都2着

2016．2．16生 牡3鹿 母 モ ズ ソ フ ィ 母母 ペルファヴォーレ 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔発走状況〕 グレートリープ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔3走成績による出走制限〕 ウチュウセンカン号・キシュウブライト号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年5月10日まで

平地競走に出走できない。
※トモジャファイブ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

第１回 阪神競馬 第６日



07063 3月10日 小雨 稍重 （31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

79 グリッサード 牡3鹿 56 池添 謙一 �シルクレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 482－ 21：54．7 3．2�
67 � ベイズンストリート 牡3鹿 56 石橋 脩吉田 和美氏 斉藤 崇史 米 Dixiana

Farms LLC B540－ 21：54．8� 2．0�
66 ナムラオニヘイ 牡3鹿 56 田中 健奈村 信重氏 浜田多実雄 新ひだか 八田ファーム 456± 01：56．07 12．3�
811 テーオーダンケルク 牡3栗 56 岩田 康誠小笹 公也氏 高柳 大輔 浦河 三嶋牧場 460－ 41：56．21 6．8�
55 ゴルトグランツ 牡3栗 56 岡田 祥嗣�ヤブウチ 千田 輝彦 日高 広富牧場 480－ 41：56．41� 105．6	
44 シ イ チ 牡3黒鹿 56

53 ▲団野 大成風早 信昭氏 森 秀行 新冠 スカイビーチステーブル 444＋ 21：56．5クビ 130．6

810 ブルベアカーキ 牡3鹿 56 太宰 啓介 �ブルアンドベア 木原 一良 新ひだか 沼田 照秋 538－10 〃 ハナ 83．1�
78 テイエムファイター 牡3鹿 56 柴田 未崎竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか 前谷 武志 488＋16 〃 ハナ 72．2�
11 アスターブリザード 牡3鹿 56 国分 優作加藤 久枝氏 湯窪 幸雄 浦河 ガーベラパー

クスタツド 482＋ 41：58．110 34．0
33 レイズアフラッグ 牡3栗 56 松若 風馬�G1レーシング 平田 修 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 508＋ 81：58．42 8．9�
22 � ショウナンダニエル 牡3鹿 56 	島 克駿国本 哲秀氏 高野 友和 仏 Mr R.J.H.

Geffen 516± 02：01．8大差 30．9�
（11頭）

売 得 金
単勝： 27，996，700円 複勝： 69，148，900円 枠連： 9，376，200円
馬連： 39，389，400円 馬単： 28，541，300円 ワイド： 28，291，800円
3連複： 54，948，200円 3連単： 120，314，000円 計： 378，006，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 130円 � 110円 � 170円 枠 連（6－7） 230円

馬 連 �� 270円 馬 単 �� 720円

ワ イ ド �� 160円 �� 520円 �� 300円

3 連 複 ��� 690円 3 連 単 ��� 3，470円

票 数

単勝票数 計 279967 的中 � 69106（2番人気）
複勝票数 計 691489 的中 � 59906（2番人気）� 475280（1番人気）� 34367（5番人気）
枠連票数 計 93762 的中 （6－7） 31083（1番人気）
馬連票数 計 393894 的中 �� 111119（1番人気）
馬単票数 計 285413 的中 �� 29704（2番人気）
ワイド票数 計 282918 的中 �� 56652（1番人気）�� 11253（7番人気）�� 21971（4番人気）
3連複票数 計 549482 的中 ��� 59305（3番人気）
3連単票数 計1203140 的中 ��� 25112（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．2―37．2―50．0―1：03．0―1：16．4―1：29．2―1：41．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グリッサード �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2018．11．4 京都2着

2016．4．7生 牡3鹿 母 アンナヴァン 母母 フサイチミニヨン 4戦1勝 賞金 8，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ショウナンダニエル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年4月10日まで平

地競走に出走できない。

07064 3月10日 小雨 良 （31阪神1）第6日 第4競走 ��
��1，400�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
1：19．5
1：19．0

良
良

35 マイエンフェルト 牝3鹿 54 石橋 脩 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 436－ 21：22．5 9．4�
11 ア レ ス 牝3鹿 54 古川 吉洋 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 むかわ ヤマイチ牧場 452－ 8 〃 クビ 9．7�
510� デルマカトリーナ 牝3鹿 54 松若 風馬浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 米 Payson

Stud, Inc. 442＋ 81：22．71� 158．9�
611 パラーティウム 牝3黒鹿54 丹内 祐次�KTレーシング 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 458－ 61：22．91� 37．0�
36 スズカクローカス 牝3黒鹿54 岩崎 翼永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 442 ― 〃 クビ 66．9	
47 マテラサンオウ 牡3黒鹿56 大野 拓弥大野 照旺氏 浜田多実雄 浦河 高松牧場 450－ 21：23．21	 62．9

23 ラ イ ズ 牡3鹿 56 藤岡 佑介中辻 明氏 藤岡 健一 浦河 辻 牧場 518＋ 21：23．41� 12．3�
48 エクレアスピード 牡3鹿 56 岩田 康誠李 柱坤氏 石橋 守 新冠 イワミ牧場 468± 01：23．61 1．7�
59 ピエナアイリス 牝3芦 54 酒井 学本谷 兼三氏 谷 潔 千歳 社台ファーム 468＋ 6 〃 クビ 22．7
12 ジョーミラー 牝3芦 54

53 ☆加藤 祥太上田けい子氏 中竹 和也 新ひだか 土居牧場 432 ―1：23．7
 194．5�
24 タ ナ ロ ア 牡3鹿 56 池添 謙一名古屋友豊� 高野 友和 新冠 オリエント牧場 434－ 4 〃 クビ 4．6�
612 メイショウトーチ 牡3栗 56 浜中 俊松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 笠松牧場 500－ 81：24．01	 38．3�
713 タマモリボン 牝3鹿 54

51 ▲団野 大成タマモ� 池添 学 日高 スマイルファーム 384＋ 81：24．1
 338．1�
714 タイセイミストラル 牡3鹿 56

55 ☆富田 暁田中 成奉氏 高野 友和 千歳 社台ファーム 500－ 81：24．2
 107．0�
816 クリノエメラルド 牝3青 54 川須 栄彦栗本 博晴氏 作田 誠二 新冠 有限会社 大

作ステーブル 422－ 41：24．62
 138．4�
815 ナ ツ バ 牝3黒鹿54 太宰 啓介�協栄 北出 成人 日高 タバタファーム 424－101：25．66 123．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，590，100円 複勝： 65，941，200円 枠連： 14，528，800円
馬連： 56，259，700円 馬単： 33，425，800円 ワイド： 41，978，700円
3連複： 81，053，900円 3連単： 130，270，100円 計： 456，048，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 400円 � 560円 � 6，970円 枠 連（1－3） 4，180円

馬 連 �� 3，910円 馬 単 �� 10，570円

ワ イ ド �� 1，130円 �� 13，310円 �� 17，870円

3 連 複 ��� 187，620円 3 連 単 ��� 774，140円

票 数

単勝票数 計 325901 的中 � 27470（3番人気）
複勝票数 計 659412 的中 � 47812（3番人気）� 31990（5番人気）� 2232（14番人気）
枠連票数 計 145288 的中 （1－3） 2693（13番人気）
馬連票数 計 562597 的中 �� 11129（11番人気）
馬単票数 計 334258 的中 �� 2370（27番人気）
ワイド票数 計 419787 的中 �� 9969（10番人気）�� 797（57番人気）�� 593（64番人気）
3連複票数 計 810539 的中 ��� 324（176番人気）
3連単票数 計1302701 的中 ��� 122（771番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．7―35．6―47．5―59．1―1：10．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F35．0
3 1（5，10）11（3，4）（6，12，15）（2，8，16）7，14（9，13） 4 ・（1，5，10）（3，11）（4，12，15）6（2，8，16）（9，7）14－13

勝馬の
紹 介

マイエンフェルト �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．11．24 京都3着

2016．3．13生 牝3鹿 母 アーデルハイト 母母 ビ ワ ハ イ ジ 4戦1勝 賞金 8，050，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナツバ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年4月10日まで平地競走に出

走できない。
〔3走成績による出走制限〕 タイセイミストラル号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年5月10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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 ヴァリアント号・エピックガール号・キンイロノツバサ号・サルース号・ステップシー号・ブルベアカルネ号



07065 3月10日 小雨 良 （31阪神1）第6日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時20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
1：44．5
1：43．9

良
良

55 カ リ ボ ー ル 牡3鹿 56 藤井勘一郎大和屋 暁氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 484－ 61：48．0 5．0�
710 ガ ラ チ コ 牡3黒鹿56 藤岡 佑介吉田 和美氏 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 468－ 41：48．1� 3．8�
812 ミヤビパーフェクト �3鹿 56 岡田 祥嗣村上 義勝氏 笹田 和秀 新冠 大狩部牧場 466－ 61：48．63 28．3�
79 オーロトラジェ 牝3栗 54 浜中 俊 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 450－ 61：49．23� 1．9�
22 クライストチャーチ 牡3鹿 56 松若 風馬 �カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 浦河 杵臼牧場 494 ―1：49．51� 59．8	
68 レーヴドゥラメール 牝3芦 54 石橋 脩 �サンデーレーシング 松下 武士 安平 ノーザンファーム B466 ―1：49．6� 8．8

11 ディオーネプリンス 牡3鹿 56 古川 吉洋齊藤 雅志氏 森田 直行 新冠 石田牧場 476－ 81：50．23� 86．5�
56 リッカローズ 牝3芦 54 岩田 康誠立花 幸雄氏 �島 一歩 新ひだか 西村 和夫 474－ 21：51．47 18．3�
33 ヘ レ ナ 牝3黒鹿54 �島 克駿�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 432－ 81：51．5� 75．6
44 サトノサイベリー 牝3鹿 54

53 ☆富田 暁 �サトミホースカンパニー 平田 修 安平 ノーザンファーム B450－ 21：51．92� 50．5�
67 ゴールドベイン 牡3鹿 56

53 ▲亀田 温心髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 396± 01：52．85 236．1�
811 クリノアメリア 牡3鹿 56

53 ▲団野 大成栗本 博晴氏 武 英智 日高 永村 侑 466－101：54．9大差 213．9�
（12頭）

売 得 金
単勝： 30，546，100円 複勝： 48，022，400円 枠連： 10，603，100円
馬連： 44，685，200円 馬単： 28，665，100円 ワイド： 32，005，000円
3連複： 70，846，000円 3連単： 122，688，000円 計： 388，060，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 240円 � 200円 � 750円 枠 連（5－7） 240円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 1，830円

ワ イ ド �� 330円 �� 1，200円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 5，890円 3 連 単 ��� 20，590円

票 数

単勝票数 計 305461 的中 � 48221（3番人気）
複勝票数 計 480224 的中 � 54163（3番人気）� 73039（2番人気）� 13334（6番人気）
枠連票数 計 106031 的中 （5－7） 33475（1番人気）
馬連票数 計 446852 的中 �� 36190（3番人気）
馬単票数 計 286651 的中 �� 11697（6番人気）
ワイド票数 計 320050 的中 �� 27717（3番人気）�� 6408（12番人気）�� 7308（11番人気）
3連複票数 計 708460 的中 ��� 9009（16番人気）
3連単票数 計1226880 的中 ��� 4319（60番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―35．9―47．9―1：00．2―1：12．5―1：24．6―1：35．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カ リ ボ ー ル �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2019．2．17 小倉2着

2016．3．12生 牡3鹿 母 レイズアンドコール 母母 モーリストンベル 2戦1勝 賞金 7，400，000円
〔発走状況〕 クリノアメリア号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゴールドベイン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年4月10日まで平地競

走に出走できない。
クリノアメリア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年5月10日まで平地競走
に出走できない。

〔3走成績による出走制限〕 ゴールドベイン号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年5月10日まで平地競走に出走でき
ない。

07066 3月10日 曇 稍重 （31阪神1）第6日 第6競走 ��
��1，200�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
1：08．8
1：08．7

重
重

55 アヴァンティスト 牡3栗 56 岩田 康誠 �カナヤマホール
ディングス 西浦 勝一 新ひだか 谷岡牧場 466－ 61：12．2 4．1�

66 イーサンパンサー 牡3栗 56 古川 吉洋国本 勇氏 昆 貢 浦河 東栄牧場 460－ 41：12．83� 5．9�
11 アスカノダイチ 牡3栗 56 太宰 啓介豊田 智郎氏 川村 禎彦 新ひだか 山際 智 502± 01：13．01� 9．1�
44 メイショウモルサ 牡3鹿 56 池添 謙一松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 484± 01：13．53 1．9�
88 ハクサンウェーブ 牡3青鹿56 酒井 学河﨑 五市氏 飯田 雄三 浦河 �川 啓一 456＋ 21：13．71	 32．9�
22 
 エヴァキュアン 牡3黒鹿56 小崎 綾也加藤 誠氏 中竹 和也 米 Godolphin 474－ 6 〃 クビ 13．8	
33 ダイメイコスモス 牡3栗 56 �島 克駿宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 488＋ 41：15．29 22．2

77 ヨ ハ ン 牡3鹿 56 藤岡 佑介サイプレスホール

ディングス合同会社 高橋 康之 日高 下河辺牧場 434－ 21：16．26 14．7�
（8頭）

売 得 金
単勝： 36，561，300円 複勝： 34，666，300円 枠連： 発売なし
馬連： 54，231，000円 馬単： 31，365，900円 ワイド： 33，567，600円
3連複： 64，006，300円 3連単： 137，130，600円 計： 391，529，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 140円 � 190円 � 210円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，250円 馬 単 �� 2，510円

ワ イ ド �� 390円 �� 360円 �� 700円

3 連 複 ��� 2，460円 3 連 単 ��� 10，160円

票 数

単勝票数 計 365613 的中 � 70565（2番人気）
複勝票数 計 346663 的中 � 74347（2番人気）� 44641（3番人気）� 37984（4番人気）
馬連票数 計 542310 的中 �� 33577（4番人気）
馬単票数 計 313659 的中 �� 9345（9番人気）
ワイド票数 計 335676 的中 �� 22428（5番人気）�� 24501（4番人気）�� 11465（9番人気）
3連複票数 計 640063 的中 ��� 19511（8番人気）
3連単票数 計1371306 的中 ��� 9781（33番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―11．8―11．7―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―24．0―35．8―47．5―59．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アヴァンティスト �

父 ダイワメジャー �


母父 Gone West デビュー 2018．7．7 中京1着

2016．3．11生 牡3栗 母 ゴンチャローワ 母母 Pure Grain 5戦2勝 賞金 18，700，000円
〔発走状況〕 ヨハン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔その他〕 イーサンパンサー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 イーサンパンサー号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成31年4月10日まで出走できない。

追 加 記 事（第 1回阪神競馬第 5日第 1競走）
〔その他〕　　ラインキャスト号は，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。
〔鼻出血による出走制限〕　　ラインキャスト号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成31年

4月9日まで出走できない。



07067 3月10日 曇 良 （31阪神1）第6日 第7競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走13時20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

11 ミッキーブリランテ 牡3鹿 56
55 ☆坂井 瑠星野田みづき氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 460± 01：35．4 1．9�

44 ブレイブメジャー 牡3鹿 56 岩田 康誠 �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 488± 01：35．5� 7．1�
55 タガノカルラ 牡3鹿 56 太宰 啓介八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 436－ 61：35．71� 56．8�
88 オースミカテドラル 牡3鹿 56 藤岡 佑介�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム 450－ 61：35．8	 12．4�
66 セグレドスペリオル 牡3鹿 56 池添 謙一名古屋友豊� 宮本 博 安平 ノーザンファーム 486－ 41：36．01� 4．3	
77 プライドランド 牡3芦 56 石橋 脩 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 464＋ 8 〃 クビ 4．7

33 エイシンオズ 牝3栗 54 荻野 極�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 428－ 61：36．53 33．4�
22 ナガレボシトリキシ 牡3栗 56 大野 拓弥芳賀 克也氏 中野 栄治 日高 天羽牧場 494－ 41：39．7大差 41．9�

（8頭）

売 得 金
単勝： 41，405，100円 複勝： 50，326，600円 枠連： 発売なし
馬連： 59，999，100円 馬単： 37，640，700円 ワイド： 34，335，500円
3連複： 65，255，100円 3連単： 176，063，200円 計： 465，025，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 200円 � 980円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，000円

ワ イ ド �� 290円 �� 1，510円 �� 4，690円

3 連 複 ��� 9，250円 3 連 単 ��� 23，090円

票 数

単勝票数 計 414051 的中 � 171007（1番人気）
複勝票数 計 503266 的中 � 240136（1番人気）� 44134（4番人気）� 6257（8番人気）
馬連票数 計 599991 的中 �� 64616（3番人気）
馬単票数 計 376407 的中 �� 28110（3番人気）
ワイド票数 計 343355 的中 �� 36256（3番人気）�� 5390（15番人気）�� 1679（26番人気）
3連複票数 計 652551 的中 ��� 5287（21番人気）
3連単票数 計1760632 的中 ��� 5528（67番人気）

ハロンタイム 13．0―11．8―12．5―12．1―12．1―11．2―10．9―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―24．8―37．3―49．4―1：01．5―1：12．7―1：23．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F33．9
3 3（4，6）1，5，7，2－8 4 3（4，6）（1，5）（2，8，7）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミッキーブリランテ 
�
父 ディープブリランテ 

�
母父 Dansili デビュー 2018．11．25 京都2着

2016．2．9生 牡3鹿 母 エピックラヴ 母母 Leopard Hunt 4戦2勝 賞金 24，563，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナガレボシトリキシ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年4月10日まで平地

競走に出走できない。

07068 3月10日 曇 稍重 （31阪神1）第6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 クアトレフォイル 牡4鹿 57 岩田 康誠大塚 亮一氏 友道 康夫 浦河 有限会社
松田牧場 494± 01：53．5 4．4�

66 シップーコウライ 牡7栗 57 小崎 綾也�嶋 孝司氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 486＋ 6 〃 ハナ 3．4�
88 ブルベアラクーン 牡5栗 57 酒井 学 �ブルアンドベア 湯窪 幸雄 青森 伊藤牧場 B546－ 41：53．71	 3．3�
11 ネクストムーブ 牡6栗 57 池添 謙一林 正道氏 清水 久詞 新ひだか 桜井牧場 514＋ 61：53．91 6．5�
22 
 ウインフォルティス 牡4鹿 57 菱田 裕二�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 482＋ 41：54．0� 13．8�
77 ワイルドシング 牡4黒鹿57 国分 恭介 �カナヤマホール

ディングス 飯田 祐史 新ひだか 前田ファーム 440－ 6 〃 クビ 5．9	
44 グ ラ ウ ベ ン 牡4鹿 57 �島 克駿�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 446＋ 21：55．7大差 35．3

55 パワーアッシュ 牡4栗 57 岩崎 翼�まの 大橋 勇樹 日高 高山 博 468－101：56．55 82．8�
33 
 メイショウトコシエ 牡5栗 57 中井 裕二松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 456－ 81：56．71	 101．2

（9頭）

売 得 金
単勝： 32，365，200円 複勝： 32，588，900円 枠連： 10，682，200円
馬連： 55，693，800円 馬単： 31，437，900円 ワイド： 34，010，700円
3連複： 71，008，200円 3連単： 142，216，300円 計： 410，003，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 150円 � 120円 � 120円 枠 連（6－8） 330円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 1，940円

ワ イ ド �� 280円 �� 270円 �� 180円

3 連 複 ��� 590円 3 連 単 ��� 4，310円

票 数

単勝票数 計 323652 的中 � 57649（3番人気）
複勝票数 計 325889 的中 � 48508（4番人気）� 71202（2番人気）� 74379（1番人気）
枠連票数 計 106822 的中 （6－8） 24405（1番人気）
馬連票数 計 556938 的中 �� 45104（3番人気）
馬単票数 計 314379 的中 �� 12146（8番人気）
ワイド票数 計 340107 的中 �� 27901（4番人気）�� 29369（3番人気）�� 55888（1番人気）
3連複票数 計 710082 的中 ��� 88899（1番人気）
3連単票数 計1422163 的中 ��� 23877（11番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―13．2―12．7―12．7―12．7―12．5―12．1―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．4―37．6―50．3―1：03．0―1：15．7―1：28．2―1：40．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

クアトレフォイル �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2017．7．15 中京2着

2015．4．1生 牡4鹿 母 シャムローグ 母母 ケイティーズギフト 9戦2勝 賞金 20，550，000円
〔制裁〕 ブルベアラクーン号の騎手酒井学は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。



07069 3月10日 雨 良 （31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，30．3．10以降31．3．3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 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．1
2：20．6

良
良

66 プリンスオブペスカ 牡5鹿 55 藤井勘一郎山田信太郎氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 472＋ 42：26．7 9．6�
89 アロマドゥルセ 牝5青鹿54 松若 風馬 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 438－ 42：27．55 2．1�
810 メイショウカミシマ 牡5黒鹿55 秋山真一郎松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 岡田牧場 452＋122：27．81� 4．7�
22 ヴ ィ ッ セ ン 牡8鹿 54 荻野 極 �シルクレーシング 斉藤 崇史 日高 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B486＋ 6 〃 クビ 25．9�
44 エーティーラッセン 牡5鹿 55 富田 暁荒木 徹氏 木原 一良 新ひだか 前田牧場 508－ 22：28．11� 6．5�
55 � ウインガーネット 牝6黒鹿52 酒井 学	ウイン 寺島 良 新冠 コスモヴューファーム 522＋ 22：28．52	 41．2

78 ピッツバーグ 
6鹿 54 坂井 瑠星	ラ・メール 矢作 芳人 日高 戸川牧場 496＋ 22：28．6クビ 9．7�
33 プティットクルール 牝5黒鹿51 田中 健首藤 徳氏 宮 徹 新ひだか 田原橋本牧場 444－ 22：30．4大差 75．3�
11 アドラメレク 牡5黒鹿54 浜中 俊	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 466＋ 22：32．2大差 8．7
77 シースプラッシュ 牡4鹿 53 太宰 啓介 �社台レースホース本田 優 千歳 社台ファーム 508－ 4 （競走中止） 36．7�

（10頭）

売 得 金
単勝： 39，569，800円 複勝： 66，603，700円 枠連： 15，832，900円
馬連： 82，503，200円 馬単： 47，746，900円 ワイド： 49，146，900円
3連複： 114，128，200円 3連単： 226，068，600円 計： 641，600，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 960円 複 勝 � 180円 � 110円 � 140円 枠 連（6－8） 740円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 3，190円

ワ イ ド �� 320円 �� 530円 �� 200円

3 連 複 ��� 1，130円 3 連 単 ��� 11，110円

票 数

単勝票数 計 395698 的中 � 32685（5番人気）
複勝票数 計 666037 的中 � 50106（4番人気）� 331628（1番人気）� 81224（2番人気）
枠連票数 計 158329 的中 （6－8） 16560（4番人気）
馬連票数 計 825032 的中 �� 60609（3番人気）
馬単票数 計 477469 的中 �� 11209（10番人気）
ワイド票数 計 491469 的中 �� 36872（3番人気）�� 20413（7番人気）�� 75535（1番人気）
3連複票数 計1141282 的中 ��� 75634（3番人気）
3連単票数 計2260686 的中 ��� 14747（30番人気）

ハロンタイム 12．5―11．6―12．8―12．4―12．8―12．4―12．5―12．3―11．9―11．6―11．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．5―24．1―36．9―49．3―1：02．1―1：14．5―1：27．0―1：39．3―1：51．2―2：02．8―2：14．0

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

2
4

・（10，3，8）4，1（2，6）－（5，9）7・（3，6，2）9（10，4）（8，7）（5，1）
勝馬の
紹 介

プリンスオブペスカ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 チーフベアハート デビュー 2016．11．5 京都8着

2014．5．11生 牡5鹿 母 プリンセスペスカ 母母 テンザンキラリ 25戦4勝 賞金 63，527，000円
〔競走中止〕 シースプラッシュ号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔制裁〕 プティットクルール号の騎手田中健は，1コーナー手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番・10番・8番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アドラメレク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年4月10日まで平地競走

に出走できない。

07070 3月10日 雨 稍重 （31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，30．3．10以降31．3．3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

45 � ジョーダンキング 牡6黒鹿56 岩田 康誠廣崎利洋HD� 藤原 英昭 新ひだか 藤原牧場 498－ 62：04．2 1．9�
712 タガノグルナ 牡5鹿 55 菱田 裕二八木 良司氏 大根田裕之 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 488－ 42：05．05 7．4�
610 テイエムジョウネツ 牝7黒鹿52 富田 暁竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 454－ 42：05．1� 48．3�
813 マイネルアンファン 牡4栗 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ビッグレッドファーム 508－ 42：05．31	 8．9�
69 ソリティール 
6栗 54 藤岡 佑介�G1レーシング 斉藤 崇史 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474＋ 42：05．4クビ 23．0�
814 メイショウカマクラ 牡6青鹿52 加藤 祥太松本 好雄氏 上村 洋行 浦河 大島牧場 518－142：05．61� 24．0	
22 スマートボムシェル 牡7栗 54 古川 吉洋大川 徹氏 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 510＋ 82：06．13 17．5

711� クリノヒビキ 牡4栗 54 小牧 太栗本 博晴氏 湯窪 幸雄 浦河 バンブー牧場 490± 02：06．2� 66．8�
11 ビッグアイランド 牡5鹿 55 石橋 脩前田 幸治氏 渡辺 薫彦 新冠 守矢牧場 B532－ 42：06．4� 5．3�
34 コンセギール 牡7黒鹿53 �島 克駿前田 葉子氏 浜田多実雄 新冠 株式会社

ノースヒルズ 510－ 62：06．71� 82．6
33 ベルウッドケルン 牡7栗 53 酒井 学鈴木 照雄氏 本間 忍 伊達 高橋農場 474－16 〃 クビ 131．2�
46 クールオープニング 牡8青鹿53 大野 拓弥前田 晋二氏 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460－ 22：06．8	 40．2�
57 メイショウマトイ 牡5鹿 55 浜中 俊松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 B486＋ 42：07．54 14．7�
58 サンライズウィズ 牡6鹿 54 岡田 祥嗣松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 浦河小林牧場 504－ 42：07．6� 92．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 50，371，200円 複勝： 61，115，000円 枠連： 24，210，500円
馬連： 123，853，100円 馬単： 66，520，400円 ワイド： 72，571，100円
3連複： 180，072，100円 3連単： 278，495，700円 計： 857，209，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 230円 � 680円 枠 連（4－7） 610円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，090円

ワ イ ド �� 390円 �� 1，490円 �� 5，180円

3 連 複 ��� 10，100円 3 連 単 ��� 27，390円

票 数

単勝票数 計 503712 的中 � 208465（1番人気）
複勝票数 計 611150 的中 � 222350（1番人気）� 54774（4番人気）� 14095（10番人気）
枠連票数 計 242105 的中 （4－7） 30349（2番人気）
馬連票数 計1238531 的中 �� 125612（2番人気）
馬単票数 計 665204 的中 �� 45623（3番人気）
ワイド票数 計 725711 的中 �� 53562（3番人気）�� 11963（15番人気）�� 3320（43番人気）
3連複票数 計1800721 的中 ��� 13369（34番人気）
3連単票数 計2784957 的中 ��� 7369（80番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―11．3―13．3―12．5―12．8―12．9―12．9―12．1―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．0―34．3―47．6―1：00．1―1：12．9―1：25．8―1：38．7―1：50．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ジョーダンキング �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス

2013．5．26生 牡6黒鹿 母 フューチャサンデー 母母 アスクローザ 10戦4勝 賞金 68，030，000円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。

１レース目



07071 3月10日 雨 稍重 （31阪神1）第6日 第11競走 ��
��1，400�第53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
賞 品

本 賞 36，500，000
36，500，000

円
円 13，000，000円 7，800，000円 5，200，000円

付 加 賞 855，000
855，000

円
円 190，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．5
1：19．0

良
良

11 ノ ー ワ ン 牝3鹿 54 坂井 瑠星藤田 好紀氏 笹田 和秀 新ひだか 飛野牧場 480－ 41：22．0 46．3�
36 プールヴィル 牝3鹿 54 秋山真一郎吉田 照哉氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 418－ 6 〃 同着 6．3�
715 ジュランビル 牝3黒鹿54 松若 風馬村上 稔氏 寺島 良 新冠 松浦牧場 464＋ 41：22．1� 13．1�
510 イ ベ リ ス 牝3鹿 54 浜中 俊前田 幸治氏 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 456＋ 2 〃 アタマ 18．6�
59 メイショウケイメイ 牝3鹿 54 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 414－ 21：22．2� 12．4�
47 ラ ミ エ ル 牝3鹿 54 	島 克駿桑畑 夏美氏 橋口 慎介 日高 浜本牧場 444＋ 61：22．3� 68．6�
35 アウィルアウェイ 牝3鹿 54 石橋 脩吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 462－ 2 〃 ハナ 3．0	
24 アズマヘリテージ 牝3栗 54 岡田 祥嗣東 哲次氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 456－ 61：22．4クビ 97．5

48 エイティーンガール 牝3青鹿54 池添 謙一中山 泰志氏 飯田 祐史 日高 庄野牧場 434－ 81：22．61� 14．9�
611 ホウオウカトリーヌ 牝3鹿 54 大野 拓弥小笹 芳央氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 476＋ 61：22．7� 9．8�
612 キュールエサクラ 牝3青鹿54 藤岡 佑介岡本 良三氏 中内田充正 安平 追分ファーム 448－ 81：22．8クビ 5．5
23 キュールエミヤビ 牝3鹿 54 酒井 学岡本 良三氏 中尾 秀正 浦河 杵臼牧場 456± 01：22．9� 116．1�
714 ウォーターエデン 牝3鹿 54 国分 恭介山岡 良一氏 岡田 稲男 新冠 須崎牧場 472± 0 〃 クビ 241．6�
12 アスタールビー 牝3鹿 54 小牧 太加藤 久枝氏 南井 克巳 新ひだか 平野牧場 410－ 81：23．11
 45．2�
817 レッドアネモス 牝3鹿 54 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 友道 康夫 千歳 社台ファーム 474－ 41：23．31� 17．3�
818 ラブミーファイン 牝3鹿 54 川須 栄彦小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか チャンピオンズファーム 448＋101：23．51 75．3�
816 ココフィーユ 牝3鹿 54 藤井勘一郎�Shadow 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 430－ 4 〃 アタマ 21．1�
713 ウィンターリリー 牝3芦 54 菱田 裕二田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 浦河 ヒダカフアーム 432－ 21：24．45 158．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 170，240，700円 複勝： 215，798，100円 枠連： 149，293，500円
馬連： 604，388，500円 馬単： 211，109，700円 ワイド： 296，201，400円
3連複： 1，008，702，600円 3連単： 1，279，932，600円 計： 3，935，667，100円

払戻金・
給付金

単 勝 �
�

2，060円
350円 複 勝 �

�
940円
240円 � 330円 枠 連（1－3） 2，530円

馬 連 �� 14，320円 馬 単 ��
��

16，610円
10，640円

ワ イ ド �� 3，400円 ��
��

7，390円
1，230円

3 連 複 ��� 60，300円 3 連 単 ���
���

264，800円
154，980円

票 数

単勝票数 計1702407 的中 � 29388（12番人気）� 215414（3番人気）
複勝票数 計2157981 的中 � 51326（11番人気）� 267471（3番人気）� 173170（5番人気）
枠連票数 計1492935 的中 （1－3） 45643（12番人気）
馬連票数 計6043885 的中 �� 34778（44番人気）
馬単票数 計2111097 的中 �� 4758（100番人気）�� 7444（77番人気）
ワイド票数 計2962014 的中 �� 22223（42番人気）�� 10117（69番人気）�� 63700（11番人気）
3連複票数 計10087026 的中 ��� 12546（170番人気）
3連単票数 計12799326 的中 ��� 1752（1251番人気） ��� 2994（872番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．0―34．9―46．8―58．5―1：09．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F35．2
3 ・（2，5）（10，15）9，7（6，16）8（1，4，11）（12，17）3，14（18，13） 4 ・（2，5）（10，15）9（6，7，16）8（1，11，12）4（3，18，14，17）－13

勝馬の
紹 介

ノ ー ワ ン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Caerleon デビュー 2018．10．20 東京3着

2016．4．2生 牝3鹿 母 プレイガール 母母 Stage Struck 6戦2勝 賞金 47，505，000円
プールヴィル �

�
父 Le Havre �

�
母父 Kendargent デビュー 2018．7．1 中京4着

2016．3．14生 牝3鹿 母 ケ ン ホ ー プ 母母 Bedford Hope 6戦3勝 賞金 68，263，000円
〔制裁〕 ノーワン号の騎手坂井瑠星は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて平成31年3月

16日から平成31年3月17日まで騎乗停止。（被害馬：2番）
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりノーワン号・プールヴィル号・ジュランビル号は，桜花賞（GⅠ）競走に優先出走できる。

07072 3月10日 雨 稍重 （31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 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．7

重
重

815 メイショウアリソン 牡5黒鹿57 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 494－ 41：11．2 5．8�
816 デザートストーム 牡5黒鹿57 浜中 俊ゴドルフィン 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 452± 0 〃 クビ 6．1�
510 バーニングペスカ 牡4鹿 57 藤岡 佑介山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 484＋ 81：11．3クビ 2．0�
48 � ヒップホップスワン 牝5栗 55

54 ☆坂井 瑠星吉田 和子氏 石坂 正 米 Dr. H. Steve
Conboy 506－ 41：11．51	 10．3�

59 サ ン キ ュ ー 牡6栗 57 大野 拓弥市川義美ホール
ディングス� 安達 昭夫 新ひだか 服部 健太郎 520－ 6 〃 クビ 22．3�

611 マイネルラック 牡6鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 梅田 智之 浦河 木村牧場 504＋ 21：11．71	 145．6	

35 スズカゴーディー 牡5黒鹿57 岩田 康誠永井 啓弍氏 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 B478－ 21：11．91	 8．1

36 デピュティプライム 
6栗 57 岡田 祥嗣丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 478－101：12．0� 135．1�
714 ゲ キ リ ン 牡5栗 57 菱田 裕二市川義美ホール

ディングス� 吉村 圭司 日高 オリオンファーム 472－ 81：12．1� 103．5�
11 ショウナンカイドウ 牡6栗 57

56 ☆富田 暁国本 哲秀氏 高野 友和 日高 下河辺牧場 B540－ 2 〃 ハナ 150．7
612 タイセイスペリオル 牡6鹿 57 古川 吉洋田中 成奉氏 高橋 義忠 千歳 社台ファーム 468－10 〃 ハナ 83．9�
23 アンプラグド 
8芦 57 荻野 極諸江 幸祐氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 498－ 41：12．31� 98．3�
713 クリノシャンボール 牡6黒鹿57 島 克駿栗本 博晴氏 川村 禎彦 新ひだか 水上 習孝 492－ 61：12．4クビ 37．1�
12 ノーモアゲーム 牡6鹿 57 藤井勘一郎内藤 好江氏 浅野洋一郎 日高 中館牧場 B472－14 〃 クビ 51．3�
47 � ブロンズテーラー 牝8青鹿 55

54 ☆加藤 祥太中西 浩一氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド 470＋ 21：12．61	 57．0�
24 ブライスガウ 牝6栗 55 松若 風馬一村 哲也氏 岡田 稲男 新ひだか グランド牧場 488－101：13．02� 24．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 78，865，300円 複勝： 90，636，400円 枠連： 46，955，500円
馬連： 170，290，100円 馬単： 76，563，700円 ワイド： 102，573，900円
3連複： 248，698，400円 3連単： 355，817，100円 計： 1，170，400，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 170円 � 160円 � 120円 枠 連（8－8） 1，860円

馬 連 �� 1，980円 馬 単 �� 4，470円

ワ イ ド �� 590円 �� 270円 �� 320円

3 連 複 ��� 1，210円 3 連 単 ��� 11，020円

票 数

単勝票数 計 788653 的中 � 107405（2番人気）
複勝票数 計 906364 的中 � 119780（3番人気）� 122488（2番人気）� 253994（1番人気）
枠連票数 計 469555 的中 （8－8） 19476（6番人気）
馬連票数 計1702901 的中 �� 66622（5番人気）
馬単票数 計 765637 的中 �� 12827（12番人気）
ワイド票数 計1025739 的中 �� 39642（6番人気）�� 102049（2番人気）�� 84462（3番人気）
3連複票数 計2486984 的中 ��� 153216（2番人気）
3連単票数 計3558171 的中 ��� 23394（24番人気）

ハロンタイム 12．3―11．3―11．7―12．0―11．5―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．6―35．3―47．3―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウアリソン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2016．12．24 阪神4着

2014．3．9生 牡5黒鹿 母 メイショウスズラン 母母 クィーンズダガー 19戦4勝 賞金 55，093，000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 スパイチャクラ号
（非抽選馬） 1頭 ハングリーベン号

４レース目



（31阪神1）第6日 3月10日（日曜日） 曇時々雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良後稍重
稍重

競走回数 12回 出走頭数 149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

272，660，000円
7，710，000円
21，080，000円
2，630，000円
31，920，000円
61，100，500円
4，137，000円
1，430，400円

勝馬投票券売得金
595，043，300円
810，132，400円
302，978，400円
1，385，530，100円
646，899，700円
792，471，900円
2，102，665，400円
3，174，843，600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 9，810，564，800円

総入場人員 12，425名 （有料入場人員 11，530名）
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