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07025 3月3日 晴 良 （30阪神1）第3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

68 グ ア ン 牝3栗 54 武 豊�キーファーズ 武 幸四郎 浦河 三嶋牧場 452－ 81：54．8 3．1�
710 サンマルリトリート 牝3黒鹿54 松山 弘平相馬 勇氏 山内 研二 日高 三城ボクジョ

ウ株式会社 504－ 81：55．22� 8．2�
811 リリープリンセス 牝3黒鹿54 池添 謙一村上龍太郎氏 安田 隆行 新ひだか 岡田牧場 B466－ 41：56．05 15．4�
56 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 442＋ 21：56．1� 4．6�
11 ザリーティー 牝3栗 54 川田 将雅中村 智幸氏 杉山 晴紀 様似 様似堀牧場 438＋ 21：56．41� 37．9�
55 ローブレガリア 牝3栗 54 石橋 脩 	シルクレーシング 野中 賢二 安平 ノーザンファーム 496＋181：57．03� 39．5

44 シャンテューズ 牝3芦 54 岩田 康誠吉田 勝己氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 438± 01：57．1� 3．7�
67 レーヌアグリュム 牝3芦 54

53 ☆荻野 極桑畑 夏美氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 410－ 61：57．2クビ 30．7�
79 マ エ ガ ミ 牝3黒鹿 54

51 ▲西村 淳也副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 木戸口牧場 422＋ 61：57．73 284．8
22 ハクユウゴールド 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太 �H.Iコーポレーション 村山 明 日高 本間牧場 454－ 81：57．8� 450．5�
812 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 476± 01：59．410 6．4�
33 シホノキラメキ 牝3鹿 54 浜中 俊村瀬 寛紀氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム 430＋10 （競走中止） 49．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 32，610，300円 複勝： 43，064，600円 枠連： 10，674，600円
馬連： 54，150，700円 馬単： 26，822，400円 ワイド： 35，257，700円
3連複： 79，155，700円 3連単： 95，321，300円 計： 377，057，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 180円 � 220円 � 340円 枠 連（6－7） 1，280円

馬 連 �� 1，540円 馬 単 �� 2，190円

ワ イ ド �� 760円 �� 1，090円 �� 1，430円

3 連 複 ��� 6，430円 3 連 単 ��� 21，150円

票 数

単勝票数 計 326103 的中 � 82045（1番人気）
複勝票数 計 430646 的中 � 70762（3番人気）� 50526（4番人気）� 28081（6番人気）
枠連票数 計 106746 的中 （6－7） 6456（7番人気）
馬連票数 計 541507 的中 �� 27234（6番人気）
馬単票数 計 268224 的中 �� 9179（9番人気）
ワイド票数 計 352577 的中 �� 12237（10番人気）�� 8255（14番人気）�� 6195（20番人気）
3連複票数 計 791557 的中 ��� 9219（22番人気）
3連単票数 計 953213 的中 ��� 3267（80番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―38．0―51．0―1：03．9―1：16．8―1：29．4―1：41．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．9―3F38．0
1
3
11－8（6，10）（7，12）4，5－9，1，2
11，8（6，10）（7，12）4，5，1－2，9

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

勝馬の
紹 介

グ ア ン �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Silver Deputy デビュー 2017．9．18 阪神4着

2015．3．15生 牝3栗 母 マルヴァーンスプリング 母母 Chelsey Flower 4戦1勝 賞金 6，850，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔競走中止〕 シホノキラメキ号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

07026 3月3日 晴 良 （30阪神1）第3日 第2競走 ��
��1，400�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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

611 クリスエステソーロ 牡3鹿 56 小牧 太了德寺健二ホール
ディングス� 小崎 憲 新ひだか 大滝 康晴 504＋ 61：25．9 6．8�

713 ショウナンアンビル 牡3栗 56 池添 謙一国本 哲秀氏 高橋 義忠 様似 猿倉牧場 440－ 61：26．0� 13．1�
48 リンクスナナ 牝3栗 54 太宰 啓介目谷 一幸氏 西橋 豊治 浦河 高松牧場 442－ 61：26．42� 9．4�
815 ルクスムンディー 牡3鹿 56 岩田 康誠前田 幸治氏 寺島 良 むかわ 上水牧場 502－ 41：26．82� 4．7�
47 カフジフェニックス 牡3芦 56 柿原 翔加藤 守氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 462－ 21：27．11� 18．6�

（愛知）

35 テイエムヨハネス 牡3栗 56 酒井 学竹園 正繼氏 飯田 雄三 新冠 ハシモトフアーム 502＋181：27．2� 101．8	
714 ギ ラ ー ミ ン 	3栗 56 松田 大作谷 賢臣氏 松永 幹夫 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 494 ―1：27．3� 38．9

11 メイショウコウソク 牡3栗 56 秋山真一郎松本 好雄氏 湯窪 幸雄 浦河 高岸 順一 462－ 21：27．51� 144．7�
59 セルリアンユウガ 牡3鹿 56 福永 祐一�イクタ 谷 潔 新冠 ムラカミファーム 470 ―1：27．92� 2．7
23 ダイイチリュウ 牡3栗 56 国分 恭介華山 龍一氏 作田 誠二 日高 松平牧場 514＋241：28．32� 115．6�
24 
 エクレアフレイム 	3黒鹿56 武 豊李 柱坤氏 西浦 勝一 英 Newsells

Park Stud 474 ―1：28．51� 9．7�
816 サンワラワラ 牡3栗 56 竹之下智昭 �加藤ステーブル 千田 輝彦 日高 有限会社

ケイズ 512＋141：29．03 91．4�
612 サンライズハニー 牡3栗 56 松山 弘平松岡 隆雄氏 平田 修 平取 雅 牧場 484－ 21：29．1� 14．7�
510 タレンティドガイ 牡3鹿 56 藤懸 貴志飯田 正剛氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 B474＋ 21：29．41� 199．9�
12 サンライズカイザー 牡3鹿 56 川田 将雅松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 484＋141：29．72 19．0�
36 クインズアリエス 牝3栗 54

53 ☆荻野 極亀田 和弘氏 西村 真幸 新ひだか 松田牧場 432－ 6 （競走中止） 145．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，185，600円 複勝： 44，190，100円 枠連： 13，348，000円
馬連： 54，477，500円 馬単： 25，519，000円 ワイド： 39，245，700円
3連複： 75，703，900円 3連単： 83，345，800円 計： 365，015，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 270円 � 320円 � 240円 枠 連（6－7） 1，690円

馬 連 �� 3，030円 馬 単 �� 5，120円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 1，010円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 7，260円 3 連 単 ��� 36，950円

票 数

単勝票数 計 291856 的中 � 34134（3番人気）
複勝票数 計 441901 的中 � 43694（4番人気）� 34372（6番人気）� 51433（3番人気）
枠連票数 計 133480 的中 （6－7） 6106（10番人気）
馬連票数 計 544775 的中 �� 13904（13番人気）
馬単票数 計 255190 的中 �� 3735（20番人気）
ワイド票数 計 392457 的中 �� 10127（12番人気）�� 10011（13番人気）�� 9924（14番人気）
3連複票数 計 757039 的中 ��� 7816（27番人気）
3連単票数 計 833458 的中 ��� 1635（119番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．6―35．8―48．2―1：00．7―1：13．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クリスエステソーロ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 スターリングローズ デビュー 2017．10．29 京都13着

2015．4．25生 牡3鹿 母 ア リ オ ー ン 母母 ヒノデモンテローザ 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時35分に変更。
〔競走中止〕 クインズアリエス号は，競走中に疾病〔左後肢跛行〕を発症したため向正面で競走中止。
※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。
（非抽選馬） 3頭 スキュータム号・ダイシンカイ号・テイエムダイアラシ号
※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。

第１回 阪神競馬 第３日



07027 3月3日 晴 良 （30阪神1）第3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

22 ヒロノライデン 牡3青鹿56 川島 信二小野 博郷氏 寺島 良 新冠 須崎牧場 484－161：55．3 3．6�
55 ヨキニハカラエ 牡3鹿 56 石橋 脩 �キャピタル・システム 森田 直行 浦河 谷川牧場 500－ 61：55．72� 5．3�
33 ウインインペリアル 牡3栗 56 川田 将雅�ウイン �島 一歩 新冠 コスモヴューファーム 496－ 21：56．65 20．0�
66 ミ ル コ メ ダ 牡3黒鹿56 C．ルメール �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 452－121：57．02� 5．6�
810 ゴールドパドル 牡3鹿 56 小牧 太谷掛 龍夫氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 488－ 41：57．21� 47．4	
79 レッドアルディ 牡3鹿 56 福永 祐一 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 486－141：57．41� 1．9

44 クリノゴーギャン 牡3鹿 56 高倉 稜栗本 博晴氏 川村 禎彦 新ひだか 北洋牧場 448－141：57．5� 159．2�
811 ホウオウウィング 牡3青鹿56 松田 大作小笹 芳央氏 高木 登 浦河 栄進牧場 472＋ 21：57．6� 64．6�
78 ダイシンカイ 牡3栗 56

55 ☆加藤 祥太大八木信行氏 梅田 智之 新冠 隆栄牧場 540－ 41：58．66 285．2
11 アイファーエーワン 牡3栗 56 黒岩 悠中島 稔氏 飯田 雄三 新ひだか 野表 篤夫 406－ 41：59．98 479．7�
67 テイエムダイアラシ 牡3青鹿56 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 新ひだか 斉藤スタッド 434± 02：00．64 162．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 24，106，000円 複勝： 64，475，200円 枠連： 8，317，800円
馬連： 36，774，200円 馬単： 27，139，700円 ワイド： 23，754，300円
3連複： 47，836，700円 3連単： 106，263，100円 計： 338，667，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 350円 � 310円 � 710円 枠 連（2－5） 1，170円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 1，810円

ワ イ ド �� 380円 �� 940円 �� 900円

3 連 複 ��� 4，710円 3 連 単 ��� 19，290円

票 数

単勝票数 計 241060 的中 � 53510（2番人気）
複勝票数 計 644752 的中 � 49492（3番人気）� 58118（2番人気）� 21515（5番人気）
枠連票数 計 83178 的中 （2－5） 5488（4番人気）
馬連票数 計 367742 的中 �� 29946（4番人気）
馬単票数 計 271397 的中 �� 11197（8番人気）
ワイド票数 計 237543 的中 �� 17185（4番人気）�� 6185（10番人気）�� 6450（9番人気）
3連複票数 計 478367 的中 ��� 7602（13番人気）
3連単票数 計1062631 的中 ��� 3993（51番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．4―38．4―51．9―1：05．1―1：18．1―1：30．6―1：42．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヒロノライデン �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 Kris S. デビュー 2018．2．4 京都4着

2015．4．16生 牡3青鹿 母 クインオブオールディー 母母 Scouting 2戦1勝 賞金 5，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムダイアラシ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年4月3日まで平地

競走に出走できない。
※ダイシンカイ号・テイエムダイアラシ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

07028 3月3日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （30阪神1）第3日 第4競走 ��2，970�サラブレッド系障害4歳以上

発走11時30分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード3：15．7良・良

711� シゲルクロカジキ 牡5鹿 60 植野 貴也森中 蕃氏 服部 利之 新ひだか 福岡 駿弥 526－ 23：20．4 2．6�
11 ロンギングダンサー 牡9黒鹿60 五十嵐雄祐坂本 浩一氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 496＋ 23：20．82� 2．9�
610 シ ロ ク ニ �4栗 59 石神 深一磯波 勇氏 武井 亮 新冠 守矢牧場 452－ 43：22．07 26．3�
58 シゲルロウニンアジ 牡5鹿 60 中村 将之森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新ひだか 武 牧場 490－ 43：22．32 48．2�
45 トウキョウタフガイ 牡7鹿 60 小坂 忠士市川義美ホール

ディングス� 渡辺 薫彦 安平 追分ファーム 474± 03：22．93� 6．1�
34 インテグリティー 牡5鹿 60 難波 剛健前田 幸治氏 高橋 義忠 むかわ 上水牧場 476＋ 23：23．85 24．2	
57 テイエムファンドル 牡4栗 59 北沢 伸也竹園 正繼氏 武 英智 新ひだか 石川 栄一 474－143：25．29 23．7

33 ユキノタイガ 牡4芦 59 高田 潤村上 幸三氏 木原 一良 新冠 樋渡 志尚 520＋123：26．05 16．7�
22 アイファーマグオー 牡6栗 60 黒岩 悠中島 稔氏 崎山 博樹 新ひだか 野表 篤夫 530＋103：28．5大差 62．5�
46 ジャストフォーユー �6鹿 60 上野 翔 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 466± 03：28．82 80．8
712 サムライダマシー 牡5鹿 60 大江原 圭西村新一郎氏 蛯名 利弘 新ひだか 田原橋本牧場 B476＋ 23：39．7大差 190．0�
69 イ ク ラ ト ロ 牡7鹿 60 草野 太郎 �キャピタル・システム 矢作 芳人 日高 目黒牧場 B440± 0 （競走中止） 10．7�
813 ショウナンダリア 牝4青鹿57 江田 勇亮国本 哲秀氏 高橋 文雅 新冠 ムラカミファーム 468－14 （競走中止） 50．7�
814 ハッピーマテリアル 牝4鹿 57 田村 太雅�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 462＋ 2 （競走中止） 41．6�
（14頭）

売 得 金
単勝： 15，865，500円 複勝： 18，397，900円 枠連： 10，979，400円
馬連： 30，616，600円 馬単： 20，067，000円 ワイド： 21，766，700円
3連複： 50，929，700円 3連単： 70，645，600円 計： 239，268，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 140円 � 310円 枠 連（1－7） 350円

馬 連 �� 310円 馬 単 �� 590円

ワ イ ド �� 170円 �� 720円 �� 750円

3 連 複 ��� 1，590円 3 連 単 ��� 4，910円

票 数

単勝票数 計 158655 的中 � 48221（1番人気）
複勝票数 計 183979 的中 � 48167（1番人気）� 38179（2番人気）� 10038（6番人気）
枠連票数 計 109794 的中 （1－7） 24155（1番人気）
馬連票数 計 306166 的中 �� 74416（1番人気）
馬単票数 計 200670 的中 �� 25141（1番人気）
ワイド票数 計 217667 的中 �� 41841（1番人気）�� 6462（7番人気）�� 6210（8番人気）
3連複票数 計 509297 的中 ��� 23953（3番人気）
3連単票数 計 706456 的中 ��� 10411（7番人気）
上り 1マイル 1：47．4 4F 51．6－3F 38．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
6－10＝1－11－8（4，5）－7＝3＝2－13＝12
6，10（11，1）－（8，5）＝4＝7＝3＝2－13＝12

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�シゲルクロカジキ �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 アグネスデジタル

2013．5．27生 牡5鹿 母 スターフォーユー 母母 ホシノキンカ 障害：13戦1勝 賞金 21，280，000円
初出走 JRA

〔競走中止〕 イクラトロ号は，1号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
ハッピーマテリアル号は，5号障害〔竹柵〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
ショウナンダリア号は，2周目4号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 コパカバーナ号



07029 3月3日 晴 良 （30阪神1）第3日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時20分 （ダート・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

812 ヒラボクラターシュ 牡3鹿 56 福永 祐一�平田牧場 大久保龍志 浦河 辻 牧場 528 ―1：55．2 8．0�
69 リ ッ キ ー 牡3芦 56 C．ルメール 市川義美ホール

ディングス� 吉村 圭司 新ひだか フジワラフアーム 516 ―1：55．73 2．4�
813 シェパーズポーズ 牝3黒鹿54 松田 大作 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 496 ―1：55．8� 4．3�
11 ミエノウインウイン 牡3黒鹿56 四位 洋文里見美惠子氏 高橋 亮 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474 ―1：56．43� 7．5�
45 エイシンセラード 牝3栗 54 岩田 康誠�栄進堂 今野 貞一 浦河 川越ファーム 514 ―1：56．61� 6．2	
711 ロードスターダスト 牡3栗 56 池添 謙一 �ロードホースクラブ 清水 久詞 新ひだか グランド牧場 472 ―1：57．02� 17．1

44 シャムゴッド 牝3栗 54 小牧 太�下河辺牧場 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 452 ―1：57．21� 138．7�
57 アメージングハート 牝3黒鹿54 浜中 俊�グランド牧場 橋田 満 新ひだか グランド牧場 464 ―1：57．94 27．2�
22 キクノドラート �3鹿 56 秋山真一郎菊池 五郎氏 松田 国英 新ひだか 千代田牧場 496 ―1：58．64 29．7
68 ドロップゴール 牡3栃栗56 松山 弘平近藤 英子氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 514 ―1：59．34 27．7�
33 オーミティグリス 牡3青 56 川島 信二岩﨑 僖澄氏 宮 徹 新冠 松木 加代 494 ―1：59．4クビ 125．2�
56 タイセイターゲット 牡3鹿 56 太宰 啓介田中 成奉氏 浜田多実雄 平取 有限会社中

田牧場 506 ―2：00．25 236．2�
710 ミキノコントラバス 牡3栗 56

55 ☆加藤 祥太谷口 久和氏 藤沢 則雄 浦河 浦河育成牧場 476 ―2：00．62� 98．8�
（13頭）

売 得 金
単勝： 25，219，800円 複勝： 33，832，900円 枠連： 11，337，100円
馬連： 42，070，500円 馬単： 23，769，900円 ワイド： 28，925，900円
3連複： 56，653，200円 3連単： 72，912，900円 計： 294，722，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 190円 � 130円 � 150円 枠 連（6－8） 330円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 2，540円

ワ イ ド �� 370円 �� 550円 �� 300円

3 連 複 ��� 1，270円 3 連 単 ��� 9，870円

票 数

単勝票数 計 252198 的中 � 25155（5番人気）
複勝票数 計 338329 的中 � 36056（5番人気）� 84410（1番人気）� 57778（2番人気）
枠連票数 計 113371 的中 （6－8） 26261（1番人気）
馬連票数 計 420705 的中 �� 34298（3番人気）
馬単票数 計 237699 的中 �� 7007（8番人気）
ワイド票数 計 289259 的中 �� 19895（2番人気）�� 12484（6番人気）�� 26598（1番人気）
3連複票数 計 566532 的中 ��� 33422（1番人気）
3連単票数 計 729129 的中 ��� 5355（21番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―37．7―51．1―1：04．1―1：17．0―1：29．9―1：42．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヒラボクラターシュ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ワイルドラッシュ 初出走

2015．3．16生 牡3鹿 母 ヒラボクウィン 母母 エンキャンタドゥ 1戦1勝 賞金 6，000，000円

07030 3月3日 晴 良 （30阪神1）第3日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時50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

11 レッドヴェイロン 牡3鹿 56 C．ルメール �東京ホースレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 472－ 21：46．5 1．2�
44 インターセクション 牡3栗 56 松山 弘平 H.H．シェイク・モハメド 大久保龍志 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 482－ 81：47．35 14．7�
22 バイマイサイド 牡3栗 56 川田 将雅�G1レーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム 476 ― 〃 アタマ 4．6�
33 タガノヒルクライム 牡3栗 56 藤懸 貴志八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 カミイスタット 454－ 21：47．4� 12．0�
79 ペイシャレイナ 牝3鹿 54 酒井 学北所 直人氏 高橋 義博 日高 宝寄山 忠則 444－ 21：47．61� 231．4�
66 オテンバキッズ 牝3鹿 54

51 ▲西村 淳也瀬谷 	雄氏 田所 秀孝 千歳 社台ファーム 432＋ 21：48．02	 91．6

811 タガノフウジン 牡3黒鹿56 国分 恭介八木 良司氏 石橋 守 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 442± 01：48．74 22．8�
55 サワヤカタイド 牡3青鹿56 
島 良太永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 444－ 2 〃 アタマ 129．2�
78 シャイニインパクト 牝3黒鹿54 川島 信二藤澤眞佐子氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 430＋ 41：50．18 28．5
810� ヴォルパンテール 牝3黒鹿54 松田 大作 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高木 登 米
Kenneth L.
Ramsey & Sarah
K. Ramsey

452－ 41：50．41� 192．5�
67 プリティーキッズ 牝3鹿 54 高倉 稜瀬谷 	雄氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 478＋ 61：50．71� 386．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 32，398，400円 複勝： 126，134，700円 枠連： 9，622，100円
馬連： 43，233，900円 馬単： 39，114，800円 ワイド： 33，539，400円
3連複： 62，600，400円 3連単： 160，236，500円 計： 506，880，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 100円 � 150円 � 120円 枠 連（1－4） 600円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 700円

ワ イ ド �� 230円 �� 150円 �� 530円

3 連 複 ��� 640円 3 連 単 ��� 2，140円

票 数

単勝票数 計 323984 的中 � 200747（1番人気）
複勝票数 計1261347 的中 � 1022499（1番人気）� 44612（4番人気）� 69518（2番人気）
枠連票数 計 96221 的中 （1－4） 12407（3番人気）
馬連票数 計 432339 的中 �� 57561（3番人気）
馬単票数 計 391148 的中 �� 41881（3番人気）
ワイド票数 計 335394 的中 �� 36763（3番人気）�� 68482（1番人気）�� 12301（7番人気）
3連複票数 計 626004 的中 ��� 72920（2番人気）
3連単票数 計1602365 的中 ��� 54156（5番人気）

ハロンタイム 12．9―11．4―11．8―12．0―12．0―12．2―11．7―10．8―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．3―36．1―48．1―1：00．1―1：12．3―1：24．0―1：34．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドヴェイロン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2017．10．28 京都2着

2015．4．21生 牡3鹿 母 エリモピクシー 母母 エリモシユーテング 5戦1勝 賞金 12，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プリティーキッズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年4月3日まで平地競

走に出走できない。



07031 3月3日 晴 良 （30阪神1）第3日 第7競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走13時20分 （芝・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
1：19．5
1：19．0

良
良

57 ピースユニヴァース 牡3鹿 56 武 豊久米田正平氏 尾形 和幸 新冠 秋田牧場 472± 01：21．9 2．3�
812 エールショー 牡3芦 56 松山 弘平�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 462－ 61：22．11� 48．6�
710 アトレヴィード 牝3鹿 54 川田 将雅吉田 勝己氏 森田 直行 安平 ノーザンファーム 450－ 21：22．2� 3．5�
44 クレバーバード 牡3青 56 石橋 脩 �サンデーレーシング 清水 久詞 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B470－ 21：22．3クビ 16．2�
813 ブランモンストル 牡3芦 56 松田 大作�KTレーシング 中尾 秀正 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 498－ 2 〃 ハナ 12．6	
33 プロディジー 牝3鹿 54 国分 恭介飯田 正剛氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 444－ 81：22．51	 88．8

56 アーデルワイゼ 牝3青鹿 54

53 ☆荻野 極 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 440＋ 2 〃 クビ 5．0�
711 フランシスコダイゴ 牡3鹿 56 岩田 康誠 Him Rock Racing 加用 正 日高 タバタファーム 460＋ 21：22．71 20．0�
68 ロ ン ロ ネ オ 牡3黒鹿56 浜中 俊 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 448－ 61：22．8� 25．9
11 スワーヴポルトス 牡3鹿 56 池添 謙一�NICKS 庄野 靖志 新冠 ハシモトフアーム 436＋12 〃 クビ 22．3�
69 ヤマニンルネッタ 牝3鹿 54 岡田 祥嗣土井 薫氏 浅見 秀一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 426± 01：22．9クビ 63．6�
45 カーティバル 牝3鹿 54 四位 洋文野嶋 祥二氏 高橋 義忠 新冠 新冠橋本牧場 404－ 41：23．0� 57．1�
22 
 クルセイズスピリツ 牡3栗 56 柿原 翔谷 謙介氏 坂口 義幸 新ひだか 野坂牧場 440－ 71：25．2大差 200．8�

（愛知） （愛知）

（13頭）

売 得 金
単勝： 32，580，800円 複勝： 45，167，500円 枠連： 15，875，600円
馬連： 64，716，700円 馬単： 32，905，400円 ワイド： 42，118，200円
3連複： 86，246，300円 3連単： 119，321，800円 計： 438，932，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 520円 � 130円 枠 連（5－8） 990円

馬 連 �� 5，110円 馬 単 �� 7，440円

ワ イ ド �� 1，450円 �� 200円 �� 1，580円

3 連 複 ��� 3，540円 3 連 単 ��� 24，240円

票 数

単勝票数 計 325808 的中 � 110714（1番人気）
複勝票数 計 451675 的中 � 145036（1番人気）� 11638（9番人気）� 99566（2番人気）
枠連票数 計 158756 的中 （5－8） 12384（3番人気）
馬連票数 計 647167 的中 �� 9809（18番人気）
馬単票数 計 329054 的中 �� 3315（24番人気）
ワイド票数 計 421182 的中 �� 6345（18番人気）�� 69931（1番人気）�� 5808（21番人気）
3連複票数 計 862463 的中 ��� 18240（10番人気）
3連単票数 計1193218 的中 ��� 3568（65番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．9―34．2―46．0―58．0―1：09．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ピースユニヴァース �
�
父 ロジユニヴァース �

�
母父 サニングデール デビュー 2017．7．9 福島3着

2015．3．14生 牡3鹿 母 ロジディオン 母母 ウメノディオン 6戦2勝 賞金 24，600，000円
※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。

07032 3月3日 曇 良 （30阪神1）第3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

44 フォレストタウン 牡4黒鹿57 C．ルメール 山上 和良氏 武 幸四郎 浦河 �川 啓一 504－ 61：53．2 2．3�
89 � 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＋ 21：54．15 3．4�
77 シャイニーゲール 牡4鹿 57 岩田 康誠小林 昌志氏 石坂 正 平取 雅 牧場 470± 01：54．41� 4．3�
810 ハイクアウト 牡4鹿 57 石橋 脩�ノースヒルズ 浜田多実雄 新ひだか 土居牧場 488－ 8 〃 クビ 63．3�
78 � ダブルアックス 牡5黒鹿57 小牧 太田邉 廣己氏 西橋 豊治 むかわ 東振牧場 526－ 6 〃 アタマ 21．5�
11 ロッキーバローズ 牡4鹿 57 池添 謙一猪熊 広次氏 矢作 芳人 新ひだか 服部 牧場 B512－ 21：54．5クビ 23．5	
33 オペラハット 牡7鹿 57

54 ▲西村 淳也小菅 定雄氏 森 秀行 平取 高橋 啓 486＋341：55．03 90．9

66 インツォリア 牡4鹿 57

56 ☆荻野 極�G1レーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム B506－ 41：55．1	 36．7�
22 クリノプラハ 牡5鹿 57 柿原 翔栗本 博晴氏 谷 潔 日高 白井牧場 532＋ 21：55．84 71．1�

（愛知）

55 クリスタルバブルス 牡4黒鹿57 松山 弘平 Him Rock Racing 加用 正 日高 タバタファーム B464＋ 21：56．86 6．9
（10頭）

売 得 金
単勝： 27，245，500円 複勝： 30，850，100円 枠連： 9，932，500円
馬連： 54，928，500円 馬単： 29，934，900円 ワイド： 29，714，500円
3連複： 66，917，000円 3連単： 122，110，100円 計： 371，633，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 120円 � 130円 枠 連（4－8） 350円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 650円

ワ イ ド �� 170円 �� 200円 �� 280円

3 連 複 ��� 450円 3 連 単 ��� 1，720円

票 数

単勝票数 計 272455 的中 � 94562（1番人気）
複勝票数 計 308501 的中 � 115493（1番人気）� 53483（2番人気）� 48222（3番人気）
枠連票数 計 99325 的中 （4－8） 21756（1番人気）
馬連票数 計 549285 的中 �� 109734（1番人気）
馬単票数 計 299349 的中 �� 34464（1番人気）
ワイド票数 計 297145 的中 �� 50434（1番人気）�� 36653（2番人気）�� 23517（4番人気）
3連複票数 計 669170 的中 ��� 111342（1番人気）
3連単票数 計1221101 的中 ��� 51248（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．2―37．2―49．9―1：02．1―1：14．8―1：27．6―1：40．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フォレストタウン �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2016．12．3 阪神2着

2014．4．10生 牡4黒鹿 母 タカミツグリーン 母母 ストロングプチ 15戦2勝 賞金 22，950，000円
※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。



07033 3月3日 曇 良 （30阪神1）第3日 第9競走 ��
��2，000�

せ ん り や ま

千 里 山 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 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．6
1：56．1

良
良

44 スティッフェリオ 牡4鹿 57 武 豊 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 452－ 61：59．9 2．1�
11 レッドイグニス �5黒鹿57 C．ルメール �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 460－ 6 〃 クビ 4．2�
77 シンギュラリティ 牡4鹿 57 福永 祐一吉田 勝己氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 484－ 22：00．11	 5．3�
88 テリトーリアル 牡4栗 57 池添 謙一 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480＋ 22：00．2
 4．7�
33 ビービーブレスユー 牡5鹿 57 岩田 康誠�坂東牧場 加用 正 日高 碧雲牧場 518－ 42：00．41
 50．2	
55 マ ナ ロ ー ラ 牝4黒鹿55 松山 弘平前田 幸治氏 �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 456－ 22：00．71� 41．1

89 ワンスインアライフ 牡5鹿 57 石橋 脩前田 幸治氏 谷 潔 浦河 宮内牧場 472± 02：01．44 59．5�
66 アグネスミニッツ 牡7栗 57 国分 恭介上山 牧氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 506± 02：01．5
 36．9�
22 モンドシャルナ 牡7鹿 57 川田 将雅山本 英俊氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 468＋ 82：01．6
 15．1

（9頭）

売 得 金
単勝： 41，568，800円 複勝： 75，304，200円 枠連： 12，677，700円
馬連： 75，744，400円 馬単： 45，988，600円 ワイド： 44，231，200円
3連複： 93，522，500円 3連単： 221，565，700円 計： 610，603，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 140円 � 150円 枠 連（1－4） 610円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 840円

ワ イ ド �� 210円 �� 210円 �� 350円

3 連 複 ��� 640円 3 連 単 ��� 2，190円

票 数

単勝票数 計 415688 的中 � 154004（1番人気）
複勝票数 計 753042 的中 � 412368（1番人気）� 77031（3番人気）� 71191（4番人気）
枠連票数 計 126777 的中 （1－4） 16073（3番人気）
馬連票数 計 757444 的中 �� 102526（3番人気）
馬単票数 計 459886 的中 �� 40689（3番人気）
ワイド票数 計 442312 的中 �� 55102（3番人気）�� 56150（2番人気）�� 28662（6番人気）
3連複票数 計 935225 的中 ��� 108044（3番人気）
3連単票数 計2215657 的中 ��� 73318（6番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．7―12．5―12．2―11．3―11．7―11．8―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．0―36．7―49．2―1：01．4―1：12．7―1：24．4―1：36．2―1：47．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スティッフェリオ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Mtoto デビュー 2016．9．18 阪神2着

2014．2．17生 牡4鹿 母 シリアスアティテュード 母母 Zameyla 12戦3勝 賞金 48，779，000円

07034 3月3日 曇 良 （30阪神1）第3日 第10競走 ��
��1，400�

は り ま

播磨ステークス
発走15時00分 （ダート・右）
4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

23 � テーオーヘリオス 牡6鹿 57 石橋 脩小笹 公也氏 梅田 智之 米 Yanagawa
Stud LTD. 520＋161：23．5 22．8�

611 ファッショニスタ 牝4鹿 55 川田 将雅 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 484－ 21：23．92	 2．7�

59 テイエムグッドマン 牡4鹿 57 池添 謙一竹園 正繼氏 武 英智 新ひだか 本桐牧場 492－ 61：24．21
 52．3�
48 カネトシビバーチェ 牝7鹿 55 秋山真一郎兼松 忠男氏 大橋 勇樹 浦河 山下 恭茂 464－ 4 〃 クビ 22．3�
47 アフターバーナー �4鹿 57 武 豊 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B510± 01：24．3	 18．2�
12 テンザワールド 牡4栗 57 浜中 俊天白 泰司氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 432± 01：24．4	 7．0�
713� ラ バ ニ ー ユ 牝6芦 55 岩田 康誠前田 幸治氏 森田 直行 新ひだか 土居 忠吉 434－ 61：24．5	 72．0	
510 ラ ユ ロ ッ ト 牝4黒鹿55 C．ルメール 多田 信尊氏 藤沢 和雄 浦河 田中スタッド 504＋ 2 〃 クビ 5．1

815 フィールザプリティ 牝6黒鹿55 国分 恭介櫻井 正氏 岩戸 孝樹 むかわ 平岡牧場 466＋ 61：24．71 167．9�
36 ダンツゴウユウ 牡4栗 57 酒井 学山元 哲二氏 谷 潔 浦河 バンブー牧場 470± 01：24．91	 29．6�
816 トウケイワラウカド 牡5鹿 57 小牧 太木村 信彦氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大

作ステーブル 492－ 6 〃 ハナ 30．9
24 オニノシタブル 牡7栗 57 加藤 祥太青山 洋一氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 B480－ 41：25．0クビ 252．0�
35 アディラート 牡4黒鹿57 福永 祐一安原 浩司氏 須貝 尚介 新ひだか タガミファーム B494－ 21：25．1	 3．4�
612 メイショウアイアン 牡8鹿 57 高倉 稜松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 藤沢牧場 506＋ 41：25．2
 365．8�
714 オースミチャド 牡7鹿 57 太宰 啓介�オースミ 松永 昌博 千歳 社台ファーム 488＋10 〃 ハナ 557．3�
11 ペプチドウォヘッド 牡6鹿 57 四位 洋文沼川 一彦氏 木原 一良 浦河 杵臼牧場 464＋101：25．51	 215．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 54，691，100円 複勝： 79，211，300円 枠連： 31，641，400円
馬連： 135，095，000円 馬単： 61，518，700円 ワイド： 79，965，900円
3連複： 189，690，200円 3連単： 262，478，800円 計： 894，292，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，280円 複 勝 � 560円 � 130円 � 1，040円 枠 連（2－6） 2，700円

馬 連 �� 2，810円 馬 単 �� 8，050円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 7，290円 �� 1，900円

3 連 複 ��� 24，570円 3 連 単 ��� 158，180円

票 数

単勝票数 計 546911 的中 � 19136（7番人気）
複勝票数 計 792113 的中 � 28500（8番人気）� 231931（1番人気）� 14287（10番人気）
枠連票数 計 316414 的中 （2－6） 9063（10番人気）
馬連票数 計1350950 的中 �� 37218（11番人気）
馬単票数 計 615187 的中 �� 5726（27番人気）
ワイド票数 計 799659 的中 �� 19886（10番人気）�� 2743（47番人気）�� 10823（20番人気）
3連複票数 計1896902 的中 ��� 5789（64番人気）
3連単票数 計2624788 的中 ��� 1203（367番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―11．5―12．0―12．1―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．9―35．4―47．4―59．5―1：11．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�テーオーヘリオス �
�
父 Fusaichi Pegasus �

�
母父 Afternoon Deelites デビュー 2015．5．3 京都6着

2012．5．11生 牡6鹿 母 Reagle Mary 母母 Really Rising 21戦5勝 賞金 91，694，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



07035 3月3日 曇 良 （30阪神1）第3日 第11競走 ��
��1，600�第25回チューリップ賞（ＧⅡ）

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

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 728，000円 208，000円 104，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．9
1：30．7

良
良

55 ラッキーライラック 牝3栗 54 石橋 脩 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 494＋101：33．4 1．8�
44 マ ウ レ ア 牝3鹿 54 武 豊落合 幸弘氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 438－ 81：33．72 7．7�
89 リリーノーブル 牝3鹿 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 498＋ 41：33．8クビ 2．9�
810 サ ラ キ ア 牝3鹿 54 池添 謙一 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 430－ 61：34．12 10．9�
66 レッドランディーニ 牝3青 54 浜中 俊 �東京ホースレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 436－ 6 〃 クビ 97．3	
78 シグナライズ 牝3鹿 54 C．ルメール �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 484－ 41：34．31 13．5

33 スカーレットカラー 牝3鹿 54 岩田 康誠前田 幸治氏 高橋 亮 新冠 株式会社

ノースヒルズ 442＋ 61：34．4� 19．4�
22 カレンシリエージョ 牝3栗 54 松山 弘平鈴木 隆司氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 466＋ 2 〃 アタマ 180．0�
11 ウインラナキラ 牝3鹿 54 荻野 極�ウイン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 392－ 41：35．25 284．9
77 サヤカチャン 牝3鹿 54 松田 大作瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 新ひだか 棚川 光男 462－ 41：35．94 76．9�

（10頭）

売 得 金
単勝： 176，353，900円 複勝： 343，787，400円 枠連： 52，543，600円
馬連： 415，626，400円 馬単： 234，077，700円 ワイド： 196，748，100円
3連複： 541，478，100円 3連単： 1，474，599，000円 計： 3，435，214，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 140円 � 110円 枠 連（4－5） 710円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 990円

ワ イ ド �� 230円 �� 120円 �� 290円

3 連 複 ��� 410円 3 連 単 ��� 1，950円

票 数

単勝票数 計1763539 的中 � 751930（1番人気）
複勝票数 計3437874 的中 � 2007775（1番人気）� 206412（3番人気）� 713419（2番人気）
枠連票数 計 525436 的中 （4－5） 56976（2番人気）
馬連票数 計4156264 的中 �� 449047（2番人気）
馬単票数 計2340777 的中 �� 175723（3番人気）
ワイド票数 計1967481 的中 �� 175303（2番人気）�� 590860（1番人気）�� 128019（3番人気）
3連複票数 計5414781 的中 ��� 979889（1番人気）
3連単票数 計14745990 的中 ��� 545793（6番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．6―12．1―12．0―11．7―10．7―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．8―35．4―47．5―59．5―1：11．2―1：21．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F33．9
3 7，2－5－（4，9）8，1（6，10）3 4 ・（7，2）－5（4，9）8，1，10，6，3

勝馬の
紹 介

ラッキーライラック �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Flower Alley デビュー 2017．8．20 新潟1着

2015．4．3生 牝3栗 母 ライラックスアンドレース 母母 Refinement 4戦4勝 賞金 155，548，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりラッキーライラック号・マウレア号・リリーノーブル号は，桜花賞（GⅠ）競走に優先出走できる。

07036 3月3日 曇 良 （30阪神1）第3日 第12競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走16時10分 （芝・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
1：07．1
1：06．5

良
良

24 サフランハート 牡5鹿 57 福永 祐一海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 446－ 21：08．5 2．4�
36 メイショウカリン 牝4鹿 55 武 豊松本 好雄氏 笹田 和秀 様似 中脇 一幸 484－ 2 〃 クビ 4．7�
815 スペチアーレ 牝6鹿 55 岩田 康誠青山 洋一氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 490－ 21：08．71� 34．7�
612 デスティニーソング 牝4鹿 55 C．ルメール �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松下 武士 新ひだか 岡田スタツド 454＋ 61：08．8	 6．8�
48 アドマイヤスカイ 牡6青鹿57 小牧 太近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 460－ 21：08．9� 65．9�
12 リリーヴィクトリー 牡6黒鹿57 酒井 学土井 孝夫氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 506＋ 4 〃 ハナ 80．4	
611 ダノンシーザー 牡6鹿 57 川田 将雅�ダノックス 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 460－ 6 〃 アタマ 30．9

59 エルカミーノレアル 
7鹿 57 松田 大作広尾レース� 小崎 憲 浦河 桑田牧場 494＋ 8 〃 ハナ 92．4�
714 ビーカーリー 牝4黒鹿55 石橋 脩馬場 祥晃氏 西村 真幸 新ひだか 沼田 照秋 450－ 41：09．11 32．2�
47 � エナジータウン 牡6鹿 57 秋山真一郎幅田 昌伸氏 藤岡 健一 米 Gallagher’s

Stud 456－12 〃 クビ 46．9
35 フ ナ ウ タ 牝4栗 55 松山 弘平谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 464± 01：09．2� 5．5�
510 キタサンコンサート 牡6芦 57 太宰 啓介�大野商事 昆 貢 新ひだか 藤川フアーム B492－ 4 〃 ハナ 18．5�
816 レッドカーペット 牡5栗 57 池添 謙一 �泉新キャピタル 高野 友和 安平 ノーザンファーム 522－ 2 〃 クビ 150．7�
23 トロピカルガーデン 牝6鹿 55 国分 恭介田頭 勇貴氏 武藤 善則 新ひだか 金 宏二 474± 01：09．3クビ 96．0�
11 ダイシンバルカン 牡6鹿 57

56 ☆荻野 極大八木信行氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 516＋ 6 〃 クビ 13．1�

713 ユキノカトレア 牝6鹿 55 四位 洋文北所 直人氏 坂口 正則 日高 川端 正博 496－ 4 （競走中止） 192．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 46，910，100円 複勝： 70，457，800円 枠連： 32，373，400円
馬連： 138，060，000円 馬単： 52，286，500円 ワイド： 72，318，500円
3連複： 171，382，800円 3連単： 232，207，700円 計： 815，996，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 140円 � 500円 枠 連（2－3） 300円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 980円

ワ イ ド �� 270円 �� 950円 �� 1，570円

3 連 複 ��� 4，260円 3 連 単 ��� 12，310円

票 数

単勝票数 計 469101 的中 � 152640（1番人気）
複勝票数 計 704578 的中 � 207257（1番人気）� 135203（2番人気）� 21400（7番人気）
枠連票数 計 323734 的中 （2－3） 81932（1番人気）
馬連票数 計1380600 的中 �� 172391（1番人気）
馬単票数 計 522865 的中 �� 39777（1番人気）
ワイド票数 計 723185 的中 �� 81152（1番人気）�� 18101（10番人気）�� 10547（18番人気）
3連複票数 計1713828 的中 ��� 30170（10番人気）
3連単票数 計2322077 的中 ��� 13667（23番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―11．0―11．5―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．4―33．4―44．9―56．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サフランハート �
�
父 アドマイヤオーラ �

�
母父 カ ー ネ ギ ー デビュー 2016．1．16 京都2着

2013．5．28生 牡5鹿 母 サフランカーネギー 母母 ヨドノサフラン 22戦4勝 賞金 70，071，000円
〔競走中止〕 ユキノカトレア号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。



（30阪神1）第3日 3月3日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 151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

274，620，000円
5，130，000円
17，580，000円
1，840，000円
32，890，000円
60，513，000円
4，910，800円
1，449，600円

勝馬投票券売得金
538，735，800円
974，873，700円
219，323，200円
1，145，494，400円
619，144，600円
647，586，100円
1，522，116，500円
3，021，008，300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 8，688，282，600円

総入場人員 16，560名 （有料入場人員 15，637名）
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