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07037 3月4日 曇 良 （30阪神1）第4日 第1競走 ��1，400�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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

611 アミスターミノル 牝3栗 54 四位 洋文吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 442＋ 41：25．9 4．8�
815 ダイメイギンガ 牝3栗 54 幸 英明宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 460－ 41：26．0� 2．9�
714 ジョーダンヒロイン 牝3青鹿54 M．デムーロ 廣崎利洋HD� 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 446＋121：27．06 4．1�
48 ミスティック 牝3黒鹿54 国分 優作 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 浦河 富田牧場 450－ 41：27．1� 20．9�
24 レーヌビクトリア 牝3栗 54 和田 竜二 �ローレルレーシング 鈴木 孝志 日高 坂 牧場 434－101：27．42 51．4�
510 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 416± 01：27．5� 14．9	
35 テーオーパートナー 牝3栗 54 岩田 康誠小笹 公也氏 笹田 和秀 新ひだか 山際牧場 476－ 21：27．6� 6．6

816 カ ト レ ア 牝3黒鹿 54

53 ☆荻野 極石川 達絵氏 松下 武士 新ひだか 田湯牧場 466－ 21：27．7� 79．4�
23 リリアンローズ 牝3黒鹿54 藤懸 貴志谷和 光彦氏 小崎 憲 日高 チャンピオン

ズファーム 432－ 31：27．91� 122．4�
612 ヤマニンフィオッコ 牝3栗 54 国分 恭介土井 肇氏 石橋 守 新冠 錦岡牧場 448－ 6 〃 クビ 399．2
11 クリノカサット 牝3栗 54 酒井 学栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 458－ 81：28．0� 26．4�
12 エメラルキセキ 牝3青鹿54 小林 徹弥高橋 勉氏 服部 利之 むかわ 上水牧場 422－ 21：28．1� 535．6�
59 キクノシャイン 牝3青鹿54 北村 友一菊池 五郎氏 吉田 直弘 新ひだか フクダファーム 446－121：28．2� 51．1�
713 マダムジェニファー 牝3栗 54 畑端 省吾大和屋 暁氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B462＋121：28．41� 10．7�
36 ドラゴンダナ 牝3栗 54

51 ▲西村 淳也副島 義久氏 加用 正 日高 下河辺牧場 472－ 61：28．5� 324．6�
47 シーサイドイン 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太朽名 誠氏 沖 芳夫 日高 鹿戸 正幸 444－ 61：37．3大差 624．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，103，100円 複勝： 40，905，400円 枠連： 11，721，900円
馬連： 51，668，800円 馬単： 24，469，500円 ワイド： 34，759，200円
3連複： 78，890，600円 3連単： 87，043，900円 計： 353，562，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 140円 � 110円 � 140円 枠 連（6－8） 690円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 1，350円

ワ イ ド �� 240円 �� 370円 �� 240円

3 連 複 ��� 610円 3 連 単 ��� 3，690円

票 数

単勝票数 計 241031 的中 � 39444（3番人気）
複勝票数 計 409054 的中 � 62071（3番人気）� 124951（1番人気）� 62257（2番人気）
枠連票数 計 117219 的中 （6－8） 13052（2番人気）
馬連票数 計 516688 的中 �� 74923（1番人気）
馬単票数 計 244695 的中 �� 13515（4番人気）
ワイド票数 計 347592 的中 �� 37965（2番人気）�� 21784（3番人気）�� 39068（1番人気）
3連複票数 計 788906 的中 ��� 95624（1番人気）
3連単票数 計 870439 的中 ��� 17058（4番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．9―12．4―12．7―12．5―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．5―35．4―47．8―1：00．5―1：13．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アミスターミノル �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2017．11．19 京都8着

2015．5．29生 牝3栗 母 ピエナアマゾン 母母 ロイヤルリフ 5戦1勝 賞金 7，750，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シーサイドイン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年5月4日まで平地競走

に出走できない。

07038 3月4日 晴 良 （30阪神1）第4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

24 ウインヒストリオン 牡3鹿 56 D．バルジュー �ウイン 五十嵐忠男 様似 様似共栄牧場 446－ 21：13．1 3．6�
（伊）

713 オメガプランタン 牡3鹿 56 M．デムーロ原 �子氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 438＋101：13．31� 3．1�
12 ミキノトムトム 牡3鹿 56 小牧 太谷口 久和氏 大橋 勇樹 新ひだか 岡田牧場 474＋ 4 〃 クビ 9．8�
59 トラストノブナガ �3鹿 56 藤懸 貴志菅波 雅巳氏 羽月 友彦 新冠 北星村田牧場 430－101：13．93� 40．0�
510 アメリカズハート 牝3栗 54 畑端 省吾栗山 良子氏 	島 一歩 新ひだか U・M・A 454－ 41：14．32� 3．8�
11 ゲンキチチカラ 牡3青鹿56 	島 良太荒井 壽明氏 川村 禎彦 日高 スマイルファーム 500－101：14．4� 168．4	
36 ヒルノコルドバ 牡3青 56 酒井 学�ヒルノ 北出 成人 新冠 新冠橋本牧場 408－ 21：14．5
 156．7

48 ビ ッ グ ボ ス 牡3黒鹿 56

53 ▲三津谷隼人小田切 光氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 484－ 41：14．6� 15．9�
612 ユーデモニクス 牡3青鹿56 和田 竜二岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 新ひだか ウエスタンファーム 450± 01：14．7� 139．8�
23 ブライテストリング 牝3鹿 54 池添 謙一飯田 正剛氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 B454＋ 2 〃 アタマ 14．3
611 ニシノプログレス 牡3青 56 北村 友一西山 茂行氏 橋口 慎介 新冠 村上 欽哉 458－141：15．33� 13．6�
35 バトルハヤバセ 牡3栗 56

53 ▲西村 淳也宮川 秋信氏 本田 優 浦河 笹地牧場 502＋ 6 〃 クビ 488．7�
816 クリノユナチャン 牝3鹿 54

53 ☆荻野 極栗本 博晴氏 作田 誠二 新冠 飛渡牧場 460－ 21：15．51� 51．3�
714 ペイシャヒカリ 牝3青鹿 54

51 ▲服部 寿希北所 直人氏 高橋 義博 新冠 カミイスタット 482－ 21：15．71� 485．6�
47 サウンズグレイト �3黒鹿56 幸 英明宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 富田牧場 B468 ―1：17．4大差 46．9�
815 ヴィオラフォンス 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太西岡 透氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 418 ―1：18．03� 345．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，776，700円 複勝： 40，341，300円 枠連： 13，290，000円
馬連： 54，942，900円 馬単： 25，124，900円 ワイド： 39，471，400円
3連複： 75，038，600円 3連単： 88，676，000円 計： 365，661，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 140円 � 150円 � 210円 枠 連（2－7） 490円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 1，340円

ワ イ ド �� 280円 �� 600円 �� 600円

3 連 複 ��� 1，780円 3 連 単 ��� 6，780円

票 数

単勝票数 計 287767 的中 � 63928（2番人気）
複勝票数 計 403413 的中 � 89633（1番人気）� 71756（3番人気）� 39361（4番人気）
枠連票数 計 132900 的中 （2－7） 20673（2番人気）
馬連票数 計 549429 的中 �� 66836（2番人気）
馬単票数 計 251249 的中 �� 14052（4番人気）
ワイド票数 計 394714 的中 �� 40381（1番人気）�� 15705（6番人気）�� 15702（7番人気）
3連複票数 計 750386 的中 ��� 31612（3番人気）
3連単票数 計 886760 的中 ��� 9469（8番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―12．4―12．3―11．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．7―36．1―48．4―1：00．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウインヒストリオン �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 チーフベアハート デビュー 2017．7．22 中京6着

2015．4．10生 牡3鹿 母 スプリングルーシー 母母 ヤクモサワヤカ 4戦1勝 賞金 6，300，000円
〔その他〕 ヴィオラフォンス号は，競走中に疾病〔右中間手根骨々折〕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〕 サウンズグレイト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年4月4日まで平地競

走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第１回 阪神競馬 第４日



07039 3月4日 晴 良 （30阪神1）第4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

57 ナムラムツゴロー 牡3栗 56 M．デムーロ奈村 信重氏 中村 均 浦河 谷川牧場 484－ 61：55．4 2．1�
69 ヴィンセント 牡3黒鹿56 北村 友一�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ B440－ 4 〃 アタマ 16．4�
22 アトラエンテ 牡3芦 56 D．バルジュー 杉山 忠国氏 石坂 正 新ひだか 明治牧場 522＋101：55．61� 6．4�

（伊）

11 ザファーストバイオ 牡3栗 56 国分 優作バイオ� 西浦 勝一 日高 中館牧場 460－ 41：56．45 3．2�
34 ビギナーズラック 牡3鹿 56 四位 洋文�KTレーシング 寺島 良 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B498－ 61：56．5� 42．0�
610 クールキング 牡3鹿 56

55 ☆荻野 極川上 哲司氏 松下 武士 新ひだか 沖田 博志 466－ 61：56．6� 195．3	
814 レッツゴーキティ 牡3鹿 56 柴田 未崎廣崎利洋HD� 梅田 智之 千歳 社台ファーム 442－101：56．7クビ 69．7

711 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 442－ 81：57．01� 425．3�
712 ウイントラゲット 牡3鹿 56 和田 竜二�ウイン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム 504＋ 21：57．53 34．1�
46 ア イ シ ャ 牝3栗 54 酒井 学大島 昌也氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 448－ 21：57．92� 52．5
813 ロイジービヴ 牡3鹿 56 浜中 俊水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 508－ 6 〃 クビ 21．1�
45 マディソンスクエア 牡3鹿 56 幸 英明 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 浦河 富田牧場 476± 01：58．32� 9．3�
33 アイキャッチング 牡3芦 56

53 ▲服部 寿希宮川 純造氏 加用 正 浦河 浦河小林牧場 472＋122：01．6大差 357．8�
58 アイファーフライト �3青鹿 56

53 ▲三津谷隼人中島 稔氏 服部 利之 新ひだか 静内山田牧場 472－122：02．13 487．9�
（14頭）

売 得 金
単勝： 29，030，300円 複勝： 51，483，000円 枠連： 12，188，100円
馬連： 52，881，500円 馬単： 33，514，900円 ワイド： 34，070，300円
3連複： 70，479，700円 3連単： 120，043，000円 計： 403，690，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 290円 � 200円 枠 連（5－6） 1，420円

馬 連 �� 1，450円 馬 単 �� 1，830円

ワ イ ド �� 530円 �� 350円 �� 1，440円

3 連 複 ��� 2，960円 3 連 単 ��� 9，240円

票 数

単勝票数 計 290303 的中 � 109420（1番人気）
複勝票数 計 514830 的中 � 267485（1番人気）� 23075（5番人気）� 39674（3番人気）
枠連票数 計 121881 的中 （5－6） 6623（7番人気）
馬連票数 計 528815 的中 �� 28220（5番人気）
馬単票数 計 335149 的中 �� 13691（5番人気）
ワイド票数 計 340703 的中 �� 16494（6番人気）�� 27019（2番人気）�� 5510（15番人気）
3連複票数 計 704797 的中 ��� 17801（8番人気）
3連単票数 計1200430 的中 ��� 9418（27番人気）

ハロンタイム 13．2―11．4―13．9―13．0―13．1―12．9―12．4―12．3―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．6―38．5―51．5―1：04．6―1：17．5―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4F50．8―3F37．9
1
3
2，7，9（1，5）4－（10，6，12）（3，13）11，14－8
2，7（1，9）（13，5，4）10，14（6，12）11－8－3

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

勝馬の
紹 介

ナムラムツゴロー �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 Storm Cat デビュー 2018．1．14 中京12着

2015．3．14生 牡3栗 母 サンクイーンⅡ 母母 Fountain of Peace 4戦1勝 賞金 8，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイキャッチング号・アイファーフライト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年

5月4日まで平地競走に出走できない。
※ビギナーズラック号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

07040 3月4日 晴 良 （30阪神1）第4日 第4競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走11時30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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

714 グッドワード 牝3芦 54 池添 謙一下河�行雄氏 高橋 義忠 日高 下河辺牧場 496 ―1：27．1 20．6�
612 エイシンネメシス 牝3青鹿54 浜中 俊�栄進堂 奥村 豊 浦河 栄進牧場 478 ― 〃 クビ 18．2�
24 ジョイズエターナル 牝3鹿 54

51 ▲三津谷隼人岡田 牧雄氏 武藤 善則 新ひだか タガミファーム 466 ― 〃 アタマ 67．0�
35 マ リ エ ッ ト 牝3黒鹿54 D．バルジュー 合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 476 ―1：27．52� 7．8�

（伊）

815 ワンモアバイト 牝3鹿 54
53 ☆荻野 極	下河辺牧場 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 448 ―1：27．81� 4．4


713 アテンフラワー 牝3青鹿54 畑端 省吾河村 �平氏 牧浦 充徳 浦河 吉田 又治 448 ―1：27．9� 207．7�
816 ス コ ー タ イ 牝3栗 54 酒井 学西浦 和男氏 音無 秀孝 様似 清水スタッド 432 ―1：28．11	 188．9
23 キンショーウタヒメ 牝3栗 54 M．デムーロ礒野日出夫氏 中村 均 浦河 昭和牧場 456 ― 〃 アタマ 2．5�
36 ナンクルナイサー 牝3栗 54 幸 英明小林 祐介氏 宮 徹 新ひだか 谷岡牧場 452 ―1：28．31	 4．1�
510 ウィッシュリスト 牝3鹿 54 柴田 未崎平田 修氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 460 ―1：28．51 65．2�
59 ブライティアサンバ 牝3青鹿 54

51 ▲西村 淳也小林 昌志氏 五十嵐忠男 平取 雅 牧場 464 ― 〃 クビ 123．3�
611 セルリアンラグバ 牡3栗 56 高倉 稜	イクタ 川村 禎彦 新冠 村本牧場 476 ―1：29．03 29．9�
48 クリノジョヴァンナ 牝3栗 54 小牧 太栗本 博晴氏 中村 均 新ひだか 中田 浩美 468 ―1：30．06 25．5�
47 ディアーゴッド 牝3栗 54 国分 優作吉岡 泰治氏 和田正一郎 森 笹川大晃牧場 440 ― 〃 クビ 144．9�
11 エイシンレディバグ 牝3鹿 54 北村 友一�栄進堂 坂口 正則 新ひだか 今 牧場 454 ―1：31．8大差 85．0�
12 
 グランドエロー 牡3黒鹿56 和田 竜二田畑 利彦氏 鈴木 孝志 仏 M. Susumu

Hayashi 494 ―1：41．5大差 46．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，534，200円 複勝： 33，122，000円 枠連： 15，317，000円
馬連： 46，195，700円 馬単： 25，375，700円 ワイド： 32，741，600円
3連複： 65，645，500円 3連単： 78，846，100円 計： 325，777，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，060円 複 勝 � 540円 � 430円 � 1，490円 枠 連（6－7） 5，200円

馬 連 �� 12，290円 馬 単 �� 27，820円

ワ イ ド �� 2，520円 �� 12，220円 �� 11，660円

3 連 複 ��� 206，000円 3 連 単 ��� 1，270，290円

票 数

単勝票数 計 285342 的中 � 11039（6番人気）
複勝票数 計 331220 的中 � 16372（6番人気）� 21792（5番人気）� 5405（11番人気）
枠連票数 計 153170 的中 （6－7） 2282（19番人気）
馬連票数 計 461957 的中 �� 2911（29番人気）
馬単票数 計 253757 的中 �� 684（67番人気）
ワイド票数 計 327416 的中 �� 3400（24番人気）�� 686（73番人気）�� 719（72番人気）
3連複票数 計 656455 的中 ��� 239（268番人気）
3連単票数 計 788461 的中 ��� 45（1458番人気）

ハロンタイム 12．3―11．3―12．3―12．8―12．7―12．4―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．6―35．9―48．7―1：01．4―1：13．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．2―3F38．4
3 ・（6，13）（3，14）（5，12）10（7，8，15）（4，16）－9－11＝1－2 4 ・（6，13）14（3，5，12）（10，7，15）8（4，16）（9，11）＝1＝2

勝馬の
紹 介

グッドワード �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ゴールドアリュール 初出走

2015．2．21生 牝3芦 母 ブライダルブーケ 母母 グローリーティアラ 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グランドエロー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年4月4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。
（非当選馬） 6頭 アイファーパレード号・エペルネ号・プリズマティコ号・マイネルマリポッサ号・メイショウオオクラ号・

メモリーコロネット号
※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。



07041 3月4日 晴 良 （30阪神1）第4日 第5競走 ��1，600�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
1：31．9
1：30．7

良
良

11 ロ ケ ッ ト 牝3栗 54 D．バルジュー H.H．シェイク・モハメド 石橋 守 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 464＋ 41：34．9 55．9�

（伊）

36 ムーンチャイム 牝3栗 54 M．デムーロ H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 436－ 41：35．0� 4．9�

612 ボナヴィーゴ 牡3黒鹿56 北村 友一吉田 和美氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 480－ 61：35．1� 2．6�
611 エスケートーラス 牡3鹿 56 四位 洋文菅藤 宗一氏 木原 一良 青森 伊藤牧場 448－ 21：35．31� 10．3�
35 カ リ マ 牡3鹿 56 幸 英明前田 晋二氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 492＋12 〃 クビ 7．9�
816 マキナガラージュ 牡3栗 56 和田 竜二野田 善己氏 角居 勝彦 新冠 中村 弘昭 404± 01：35．4� 8．9�
23 プリメラビスタ 牝3栗 54 岩田 康誠 	サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 424－ 2 〃 ハナ 16．3

48 ヘブンリーデイズ 牡3鹿 56 国分 恭介 	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 460＋181：35．6� 64．6�
47 ヤマニンヌヌース 牝3鹿 54 小牧 太土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 436＋ 41：35．81� 19．0�
510 アルジャーノン 牡3栗 56

55 ☆荻野 極 Him Rock Racing 荒川 義之 日高 北田 剛 438－121：35．9� 25．5
713 ブ シ ョ ウ 牡3栗 56 国分 優作�岩切企画 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 470－161：36．22 14．9�
24 エムケイフローラル 牝3青鹿54 浜中 俊 	丸幸小林牧場 本田 優 浦河 丸幸小林牧場 430－ 61：36．52 22．6�
59 バウンスバッカー 牡3黒鹿56 池添 謙一福本 圭佐氏 池添 兼雄 新冠 大栄牧場 444＋14 〃 アタマ 71．5�
714 キュアサニー 牝3黒鹿 54

53 ☆加藤 祥太吉澤 克己氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 404－121：36．81� 528．5�
815 ノーブルジャーニー 牝3栗 54 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 むかわ 上水牧場 424－ 61：37．33 33．0�
12 イ リ オ ン 牡3黒鹿56 酒井 学岡田 牧雄氏 高橋 義博 新ひだか 岡田スタツド 430－ 51：37．72� 393．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，281，900円 複勝： 48，029，800円 枠連： 18，795，800円
馬連： 67，630，800円 馬単： 29，900，500円 ワイド： 49，298，300円
3連複： 96，701，000円 3連単： 104，024，700円 計： 449，662，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，590円 複 勝 � 1，040円 � 190円 � 140円 枠 連（1－3） 7，420円

馬 連 �� 17，960円 馬 単 �� 42，070円

ワ イ ド �� 3，960円 �� 3，320円 �� 420円

3 連 複 ��� 17，900円 3 連 単 ��� 200，570円

票 数

単勝票数 計 352819 的中 � 5044（12番人気）
複勝票数 計 480298 的中 � 7809（13番人気）� 67334（2番人気）� 123878（1番人気）
枠連票数 計 187958 的中 （1－3） 1963（21番人気）
馬連票数 計 676308 的中 �� 2918（51番人気）
馬単票数 計 299005 的中 �� 533（113番人気）
ワイド票数 計 492983 的中 �� 3012（49番人気）�� 3605（43番人気）�� 33601（1番人気）
3連複票数 計 967010 的中 ��� 4051（63番人気）
3連単票数 計1040247 的中 ��� 376（644番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―12．3―12．5―12．2―11．4―11．1―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．8―36．1―48．6―1：00．8―1：12．2―1：23．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロ ケ ッ ト �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 Maria’s Mon デビュー 2017．12．10 阪神10着

2015．4．12生 牝3栗 母 モ ケ ッ ト 母母 Eternal Reve 2戦1勝 賞金 5，000，000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。

07042 3月4日 晴 良 （30阪神1）第4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

714 オメガパフューム 牡3芦 56 M．デムーロ原 �子氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 456－ 61：52．7 1．6�
12 ストーミーバローズ 牡3栗 56 北村 友一猪熊 広次氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 454－101：53．76 8．1�
815 ダイシンカローリ 牡3栗 56 和田 竜二大八木信行氏 庄野 靖志 日高 沖田牧場 500－ 61：53．8� 25．0�
611 オ ノ リ ス 牡3黒鹿56 小牧 太 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 494＋ 2 〃 クビ 5．5�
47 ミラクルブラッド 牝3鹿 54 岩田 康誠芹澤 精一氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 434－ 61：54．12 15．6�
24 マイネルカイノン 牡3青鹿56 国分 恭介 	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 488－ 8 〃 ハナ 71．0

48 ディバインブリーズ 牡3黒鹿56 浜中 俊杉山 忠国氏 須貝 尚介 浦河 辻 牧場 B490－101：54．41	 87．6�
23 タマモシンプロン 牡3栗 56 D．バルジュータマモ	 南井 克巳 新ひだか 曾我 博 526＋ 2 〃 アタマ 28．5�

（伊）

35 ワイルドシング 牡3黒鹿56 幸 英明 	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 450－ 4 〃 ハナ 74．6

510 ライジングドラゴン 牡3芦 56 
島 良太鈴木 義孝氏 吉田 直弘 新冠 芳住 鉄兵 438± 01：54．61� 15．9�
36 � ソウルセイバー 牡3黒鹿56 国分 優作	ノースヒルズ 中竹 和也 米

Dr. Stephen G.
Jackson & Deb-
bie Jackson

528＋ 81：55．98 107．2�
59 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 B446－ 6 〃 クビ 40．8�
816 ゴッドスパロウ 牡3鹿 56 四位 洋文中西 憲治氏 角田 晃一 新冠 森永 聡 534＋ 21：56．1	 171．6�
11 アンフィニスター 牝3鹿 54 高倉 稜池田 實氏 服部 利之 新ひだか フジワラフアーム 516－ 81：56．42 194．8�
713 シンデレラメイク 牝3栗 54

51 ▲三津谷隼人田島 政光氏 
島 一歩 日高 モリナガファーム 470＋ 61：57．57 43．2�
612 エ テ ル ニ テ 牝3青鹿54 池添 謙一青山 洋一氏 平田 修 日高 白井牧場 484－101：58．13� 72．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，809，000円 複勝： 83，554，600円 枠連： 18，191，400円
馬連： 76，745，300円 馬単： 39，805，800円 ワイド： 55，805，300円
3連複： 109，684，600円 3連単： 146，529，700円 計： 573，125，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 180円 � 380円 枠 連（1－7） 560円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 790円

ワ イ ド �� 320円 �� 680円 �� 1，820円

3 連 複 ��� 2，630円 3 連 単 ��� 5，840円

票 数

単勝票数 計 428090 的中 � 213779（1番人気）
複勝票数 計 835546 的中 � 453497（1番人気）� 72607（3番人気）� 24525（6番人気）
枠連票数 計 181914 的中 （1－7） 24864（2番人気）
馬連票数 計 767453 的中 �� 94081（2番人気）
馬単票数 計 398058 的中 �� 37379（2番人気）
ワイド票数 計 558053 的中 �� 50348（2番人気）�� 20447（5番人気）�� 7111（18番人気）
3連複票数 計1096846 的中 ��� 31178（7番人気）
3連単票数 計1465297 的中 ��� 18174（6番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―12．7―12．6―12．8―13．0―13．1―12．6―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．4―36．1―48．7―1：01．5―1：14．5―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4F51．2―3F38．2
1
3
・（3，12）（6，13）（2，9，11）14，5，8（1，4）（10，16）－7－15
3（12，11）（6，13，14）（2，8，16）5（4，9，10）－（1，7）－15

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

オメガパフューム �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2018．1．14 京都1着

2015．4．6生 牡3芦 母 オメガフレグランス 母母 ビューティーメイク 2戦2勝 賞金 13，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エテルニテ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年4月4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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 カリブメーカー号・クリノカポネ号
※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。



07043 3月4日 晴 良 （30阪神1）第4日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時20分（番組第8競走を順序変更） （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

11 ダークネブラス 牡6青鹿57 池添 謙一 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 466－ 61：52．4 10．2�

66 アドラメレク 牡4黒鹿57 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 460＋ 8 〃 ハナ 2．5�

89 ショウナンバローネ 牡6鹿 57 D．バルジュー 国本 哲秀氏 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 512＋101：52．72 5．3�
（伊）

33 クリノアントニヌス 牡4栗 57 �島 良太栗本 博晴氏 川村 禎彦 日高 竹島 幸治 528＋ 61：54．29 37．8�
810 テイルバック 牡4青鹿57 幸 英明新井 康司氏 杉山 晴紀 日高 本間牧場 B486－ 41：54．52 3．5	
78 リパーカッション 牡4鹿 57 和田 竜二石瀬 浩三氏 牧 光二 浦河 杵臼牧場 B504± 01：54．71� 70．5

22 ガウディウム 牡4鹿 57 北村 友一 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 456－121：54．91� 6．0�
44 エリンソード 牡4青鹿57 岩田 康誠 �社台レースホース高橋 亮 千歳 社台ファーム 450± 01：56．07 11．8�
77 オーミパドドゥ 牝5栗 55 柴田 未崎岩﨑 僖澄氏 宮 徹 新冠 松木 加代 486＋181：57．06 155．0
55 � ハナノバード 牝4鹿 55

52 ▲服部 寿希華山 龍一氏 作田 誠二 浦河 宮内牧場 462－ 41：57．53 311．7�
（10頭）

売 得 金
単勝： 31，022，700円 複勝： 35，944，100円 枠連： 15，537，300円
馬連： 58，983，400円 馬単： 32，135，000円 ワイド： 32，281，500円
3連複： 67，813，200円 3連単： 131，346，800円 計： 405，064，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，020円 複 勝 � 210円 � 110円 � 170円 枠 連（1－6） 1，590円

馬 連 �� 1，340円 馬 単 �� 3，400円

ワ イ ド �� 380円 �� 630円 �� 250円

3 連 複 ��� 1，540円 3 連 単 ��� 14，220円

票 数

単勝票数 計 310227 的中 � 24326（5番人気）
複勝票数 計 359441 的中 � 31006（5番人気）� 121563（1番人気）� 45108（3番人気）
枠連票数 計 155373 的中 （1－6） 7528（5番人気）
馬連票数 計 589834 的中 �� 33993（5番人気）
馬単票数 計 321350 的中 �� 7087（14番人気）
ワイド票数 計 322815 的中 �� 21237（5番人気）�� 11723（10番人気）�� 36880（2番人気）
3連複票数 計 678132 的中 ��� 32857（6番人気）
3連単票数 計1313468 的中 ��� 6692（54番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―12．5―11．9―12．3―12．4―12．8―13．7―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．7―36．2―48．1―1：00．4―1：12．8―1：25．6―1：39．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F39．6
1
3
10－4，3，9（1，5）6－（7，8）－2
10＝4，9（3，1）6（7，8）－2，5

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

勝馬の
紹 介

ダークネブラス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Danehill デビュー 2014．10．18 福島6着

2012．3．15生 牡6青鹿 母 マイベストスター 母母 My First Star 20戦3勝 賞金 33，662，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハナノバード号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年4月4日まで平地競走

に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

07044 3月4日 晴 良 （30阪神1）第4日 第8競走 ��
��2，000�サラブレッド系4歳以上

発走13時50分（番組第12競走を順序変更） （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
2：01．0
2：01．0

不良
不良

22 ソリティール 牡5栗 57 M．デムーロ�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 490＋ 62：06．2 2．3�

11 リヴァイアサン 牡4鹿 57 岩田 康誠星野 祐介氏 相沢 郁 青森 ユーコー牧場 B518－ 42：06．51� 2．8�
44 メ ガ フ レ ア 牡4黒鹿57 D．バルジュー 宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 488－ 22：06．6� 11．8�

（伊）

66 ダンサクドゥーロ 牡4芦 57 北村 友一吉田 勝己氏 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 514＋ 62：06．92 3．5�
88 キングカヌヌ 牡6芦 57 和田 竜二 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 506－ 62：07．0	 22．9	
55 ニホンピロサンダー 牡6黒鹿 57

54 ▲西村 淳也小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 友田牧場 482－102：08．17 159．9

77 ロバストミノル 牡5栗 57

56 ☆加藤 祥太吉岡 實氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 494－ 8 〃 クビ 21．0�
33 リッシンロケット 牡8芦 57

54 ▲三津谷隼人小原 該一氏 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 480－ 22：11．3大差 124．4�
（8頭）

売 得 金
単勝： 32，951，400円 複勝： 40，690，900円 枠連： 発売なし
馬連： 58，776，800円 馬単： 39，217，000円 ワイド： 30，264，300円
3連複： 69，303，900円 3連単： 187，410，500円 計： 458，614，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 110円 � 170円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 250円 馬 単 �� 460円

ワ イ ド �� 150円 �� 300円 �� 320円

3 連 複 ��� 640円 3 連 単 ��� 1，740円

票 数

単勝票数 計 329514 的中 � 113332（1番人気）
複勝票数 計 406909 的中 � 167658（1番人気）� 121151（2番人気）� 26042（4番人気）
馬連票数 計 587768 的中 �� 177284（1番人気）
馬単票数 計 392170 的中 �� 62605（1番人気）
ワイド票数 計 302643 的中 �� 67290（1番人気）�� 21970（4番人気）�� 20008（5番人気）
3連複票数 計 693039 的中 ��� 80249（2番人気）
3連単票数 計1874105 的中 ��� 77973（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．9―35．7―48．2―1：00．6―1：13．4―1：26．3―1：39．3―1：52．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．8―3F39．9
1
3

・（7，6）－5－1＝8（3，4）2
6，5－7－1－（8，4）（3，2）

2
4
6－7，5－1＝8，4，3－2
6，5，7－1－（8，4）2－3

勝馬の
紹 介

ソリティール 
�
父 ゴールドアリュール 

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2016．3．19 阪神1着

2013．3．29生 牡5栗 母 スパイラルリング 母母 ウェディングバンド 15戦4勝 賞金 52，500，000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。



07045 3月4日 晴 良 （30阪神1）第4日 第9競走 ��
��1，800�ア ル メ リ 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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：43．9

良
良

22 フ ラ ン ツ 牡3鹿 56 M．デムーロ近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 434－ 21：45．4 5．5�
810 オールフォーラヴ 牝3鹿 54 D．バルジュー �ロードホースクラブ 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム 450－ 81：45．72＋ハナ 5．1�

（伊）

11 パンコミード 牡3黒鹿56 浜中 俊金子真人ホール
ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 512－ 8 （降着） 1．7�

33 ウォーターパルフェ 牡3鹿 56 酒井 学山岡 正人氏 田所 秀孝 浦河 笹地牧場 464－101：46．02 67．7�
66 ラルムドール 牡3鹿 56 岩田 康誠 �社台レースホース松元 茂樹 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498－ 8 〃 ハナ 14．7	
79 シャルルマーニュ 牡3鹿 56 荻野 極 �カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 新ひだか 山際牧場 478－ 61：46．42� 26．3

67 ドラグーンシチー 牡3鹿 56 和田 竜二 �友駿ホースクラブ 北出 成人 浦河 富田牧場 482－ 41：46．5クビ 10．1�
55 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 484－10 〃 ハナ 54．3�
44 シゲルホウレンソウ 牡3栗 56 幸 英明森中 蕃氏 五十嵐忠男 新ひだか 井高牧場 488± 01：46．82 23．4
811 ナムラアッパレ 牡3鹿 56 国分 優作奈村 信重氏 高野 友和 日高 いとう牧場 466＋ 21：47．54 94．7�
78 トモノコテツ 牡3鹿 56 国分 恭介共田 義夫氏 浜田多実雄 新冠 武田牧場 460－ 81：47．6� 157．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 61，525，800円 複勝： 123，639，200円 枠連： 20，822，500円
馬連： 114，062，700円 馬単： 66，490，300円 ワイド： 68，144，500円
3連複： 153，166，400円 3連単： 316，476，000円 計： 924，327，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 150円 � 140円 � 110円 枠 連（2－8） 1，500円

馬 連 �� 1，690円 馬 単 �� 3，180円

ワ イ ド �� 400円 �� 230円 �� 190円

3 連 複 ��� 630円 3 連 単 ��� 7，480円

票 数

単勝票数 計 615258 的中 � 88263（3番人気）
複勝票数 計1236392 的中 � 98739（3番人気）� 114515（2番人気）� 758709（1番人気）
枠連票数 計 208225 的中 （2－8） 10720（6番人気）
馬連票数 計1140627 的中 �� 52212（6番人気）
馬単票数 計 664903 的中 �� 15680（11番人気）
ワイド票数 計 681445 的中 �� 36727（5番人気）�� 77143（2番人気）�� 104113（1番人気）
3連複票数 計1531664 的中 ��� 181344（1番人気）
3連単票数 計3164760 的中 ��� 30656（22番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．4―11．8―12．0―11．8―11．7―10．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．3―34．7―46．5―58．5―1：10．3―1：22．0―1：32．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フ ラ ン ツ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2017．11．19 京都1着

2015．2．5生 牡3鹿 母 ロ ベ ル タ 母母 グレースアドマイヤ 3戦2勝 賞金 17，972，000円
〔降着〕 パンコミード号は，2位〔タイム1分45秒7，着差2馬身〕に入線したが，最後の直線コースで外側に斜行して

「オールフォーラヴ」号の走行を妨害し，かつ，走行妨害がなければ被害馬が先に入線していたと認められるため3着に降着。
〔制裁〕 パンコミード号の騎手浜中俊は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて平成30年3月10日の騎乗を停止。（被害

馬：10番）
〔調教再審査〕 パンコミード号は，最後の直線コースで外側に逃避したことについて平地調教再審査。
※カリブメーカー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

07046 3月4日 晴 良 （30阪神1）第4日 第10競走 ��
��1，600�

む こ が わ

武庫川ステークス
発走15時00分 （芝・右・外）
4歳以上，1，600万円以下，29．3．4以降30．2．25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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000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
1：31．9
1：30．7

良
良

11 ヒーズインラブ 牡5鹿 57 浜中 俊 �シルクレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 526－ 21：33．6 2．9�
44 クリアザトラック 牡4鹿 57 M．デムーロ 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 454＋ 8 〃 アタマ 2．1�
78 ボールライトニング 牡5栗 57 D．バルジュー �グリーンファーム宮本 博 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 528＋10 〃 ハナ 10．1�
（伊）

55 ヤマカツグレース 牝4栗 53 池添 謙一山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 446－ 41：34．02� 6．1	
89 マコトサダイジン �7栗 54 和田 竜二�ディアマント 松田 国英 新冠 新冠橋本牧場 446－ 21：34．32 27．5

66 	 エアシーラン 牡6黒鹿50 藤懸 貴志村田 裕子氏 小崎 憲 平取 稲原牧場 502－ 4 〃 アタマ 230．1�
33 オブリゲーション 牡5鹿 54 幸 英明�辻牧場 奥村 豊 浦河 辻 牧場 472－ 41：34．51
 10．7�
22 サンマルホーム 牡8栗 52 高倉 稜相馬 勇氏 山内 研二 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 440－ 81：34．6� 180．1
77 ペガサスボス 牡6黒鹿54 岩田 康誠�天羽牧場 矢作 芳人 日高 天羽牧場 530＋ 21：34．7� 29．7�
810 リッパーザウィン 牡6栗 54 荻野 極�ラ・メール 矢作 芳人 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 522＋ 21：35．33� 58．5�
（10頭）

売 得 金
単勝： 47，790，400円 複勝： 46，895，800円 枠連： 20，553，800円
馬連： 112，598，500円 馬単： 64，713，300円 ワイド： 56，026，000円
3連複： 139，214，900円 3連単： 313，177，700円 計： 800，970，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 110円 � 110円 � 190円 枠 連（1－4） 270円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 640円

ワ イ ド �� 150円 �� 370円 �� 280円

3 連 複 ��� 650円 3 連 単 ��� 2，270円

票 数

単勝票数 計 477904 的中 � 128111（2番人気）
複勝票数 計 468958 的中 � 121841（2番人気）� 148288（1番人気）� 37095（5番人気）
枠連票数 計 205538 的中 （1－4） 57657（1番人気）
馬連票数 計1125985 的中 �� 298687（1番人気）
馬単票数 計 647133 的中 �� 74688（2番人気）
ワイド票数 計 560260 的中 �� 115156（1番人気）�� 31893（6番人気）�� 46723（3番人気）
3連複票数 計1392149 的中 ��� 158767（2番人気）
3連単票数 計3131777 的中 ��� 99811（5番人気）

ハロンタイム 13．3―11．5―11．5―11．6―11．7―11．5―10．8―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．3―24．8―36．3―47．9―59．6―1：11．1―1：21．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F34．0
3 4，5－10（1，9，3）－8－6－（2，7） 4 4，5（10，3）（1，9，8）6，7，2
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ヒーズインラブ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 Include デビュー 2015．11．14 京都1着

2013．3．7生 牡5鹿 母 シーズインクルーデッド 母母 Dancingonice 16戦5勝 賞金 92，345，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

１レース目



07047 3月4日 晴 良 （30阪神1）第4日 第11競走 ��
��1，800�

おおさかじょう

大阪城ステークス
発走15時35分 （芝・右・外）
4歳以上，29．3．4以降30．2．25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 24，000，000円 9，600，000円 6，000，000円 3，600，000円 2，400，000円
付 加 賞 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：43．9

良
良

22 トリコロールブルー 牡4青鹿55 岩田 康誠 �シルクレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 496－ 41：45．3 5．1�
33 グァンチャーレ 牡6青鹿55 池添 謙一松本 俊廣氏 北出 成人 新冠 中央牧場 474－ 4 〃 クビ 10．9�
55 プラチナムバレット 牡4芦 57 浜中 俊 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 河内 洋 新ひだか 岡田スタツド 486＋ 61：45．51 4．6�
56 アングライフェン 牡6鹿 55 四位 洋文前田 幸治氏 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 490± 01：45．71� 21．6�
812� ト ラ ス ト 牡4芦 55 国分 恭介岡田 繁幸氏 中村 均 新冠 中本牧場 486＋ 61：45．8	 16．8	
710 フェイマスエンド 牡7栗 53 酒井 学 �シルクレーシング 
島 一歩 新冠 中村農場 494＋141：45．9	 81．7

67 ハクサンルドルフ 牡5黒鹿55 D．バルジュー 河﨑 五市氏 西園 正都 新ひだか チャンピオンズファーム 474＋ 6 〃 ハナ 4．0�

（伊）

79 メドウラーク 牡7鹿 54 北村 友一吉田 勝己氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 516＋161：46．0	 78．8�
68 アメリカズカップ 牡4黒鹿57 荻野 極谷掛 龍夫氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 454－ 61：46．21	 17．2
811 アストラエンブレム �5鹿 57 M．デムーロ �シルクレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 478＋ 8 〃 クビ 4．2�
44 バンドワゴン 牡7黒鹿54 幸 英明馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 548＋ 41：46．41� 14．6�
11 マイネルスフェーン 牡4栗 53 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 454＋ 81：46．5� 113．5�
（12頭）

売 得 金
単勝： 102，504，300円 複勝： 118，274，500円 枠連： 54，384，700円
馬連： 380，520，000円 馬単： 156，573，300円 ワイド： 162，867，200円
3連複： 550，474，300円 3連単： 916，440，000円 計： 2，442，038，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 180円 � 260円 � 170円 枠 連（2－3） 2，420円

馬 連 �� 2，600円 馬 単 �� 4，420円

ワ イ ド �� 910円 �� 470円 �� 830円

3 連 複 ��� 3，230円 3 連 単 ��� 21，320円

票 数

単勝票数 計1025043 的中 � 159124（4番人気）
複勝票数 計1182745 的中 � 178581（4番人気）� 101172（5番人気）� 191251（3番人気）
枠連票数 計 543847 的中 （2－3） 17349（10番人気）
馬連票数 計3805200 的中 �� 113009（9番人気）
馬単票数 計1565733 的中 �� 26554（16番人気）
ワイド票数 計1628672 的中 �� 44564（10番人気）�� 93461（5番人気）�� 49451（8番人気）
3連複票数 計5504743 的中 ��� 127811（8番人気）
3連単票数 計9164400 的中 ��� 31157（55番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―11．4―12．2―12．2―11．8―11．5―10．7―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．8―35．2―47．4―59．6―1：11．4―1：22．9―1：33．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F33．9
3 8（3，12）（9，4）（2，5）（1，6，11）（10，7） 4 ・（8，12，4）（3，9）5，2（6，11）1（10，7）

勝馬の
紹 介

トリコロールブルー �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Pivotal デビュー 2016．7．17 中京1着

2014．4．8生 牡4青鹿 母 ペンカナプリンセス 母母 Tiriana 9戦5勝 賞金 84，837，000円
※アングライフェン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

07048 3月4日 晴 良 （30阪神1）第4日 第12競走 ��
��1，400�サラブレッド系4歳以上

発走16時10分（番組第7競走を順序変更） （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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

12 � ブランメジェール 牝4芦 55 和田 竜二 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 高木 登 米 White Fox

Farm 476－ 81：24．4 3．7�
36 コンクエストシチー 	6栗 57 国分 恭介 �友駿ホースクラブ 村山 明 新ひだか 幌村牧場 462－ 81：24．71
 20．4�
510 イイデファイナル 牡4芦 57 池添 謙一松本 俊廣氏 北出 成人 新冠 山岡ファーム 504－ 6 〃 クビ 3．9�
23 � キングヴァラール 牡6黒鹿 57

56 ☆加藤 祥太阿部東亜子氏 羽月 友彦 浦河 バンブー牧場 510－ 81：24．91� 19．9�
611 ア タ ミ 牡4黒鹿 57

54 ▲西村 淳也副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 木村牧場 464＋ 41：25．0クビ 55．2�
35 レッドルドラ 牡4黒鹿57 北村 友一 �東京ホースレーシング 大久保龍志 千歳 社台ファーム 506＋ 41：25．32 9．7	
815� エスプリゾーン 牡4栗 57 幸 英明村上 稔氏 大橋 勇樹 日高 三城牧場 452－101：25．62 16．9

59 � サンマルペンダント 牝4栗 55 竹之下智昭相馬 勇氏 千田 輝彦 浦河 木戸口牧場 422－211：25．7 38．6�
714 ミエノインパルス 牡4栗 57 岩田 康誠里見美惠子氏 高橋 康之 千歳 社台ファーム 472－10 〃 クビ 15．3�
816 イソノヴィグラス 牡5栗 57 柴田 未崎岩﨑 僖澄氏 作田 誠二 新冠 坂元牧場 468－ 61：25．8クビ 54．2
48 � メダーリアフレイム 牡4鹿 57 浜中 俊 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 米 Gallagher’s

Stud B460－ 41：26．01� 29．2�
612 メイショウトキン 	5黒鹿57 藤懸 貴志松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 富田牧場 480＋ 6 〃 アタマ 170．4�
47 モンテヴェルデ 牡4青鹿57 四位 洋文寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 友田牧場 B458－10 〃 ハナ 3．5�
24 ヤマノヒマワリ 牝4黒鹿55 国分 優作山住れい子氏 飯田 雄三 新ひだか チャンピオンズファーム 480＋ 21：26．21� 57．3�
11 � シゲルポインター 牡4鹿 57 酒井 学森中 蕃氏 武 英智 浦河 王蔵牧場 460－ 2 〃 クビ 193．4�
713� アイファーフドオー 牡4鹿 57

54 ▲三津谷隼人中島 稔氏 服部 利之 新冠 川上 悦夫 462－141：28．6大差 239．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 64，082，500円 複勝： 74，552，100円 枠連： 43，250，100円
馬連： 180，923，100円 馬単： 74，036，100円 ワイド： 98，145，000円
3連複： 263，772，200円 3連単： 356，747，400円 計： 1，155，508，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 160円 � 420円 � 170円 枠 連（1－3） 1，440円

馬 連 �� 3，970円 馬 単 �� 6，130円

ワ イ ド �� 1，250円 �� 390円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 4，410円 3 連 単 ��� 32，300円

票 数

単勝票数 計 640825 的中 � 135646（2番人気）
複勝票数 計 745521 的中 � 140226（2番人気）� 34775（8番人気）� 125327（3番人気）
枠連票数 計 432501 的中 （1－3） 23212（6番人気）
馬連票数 計1809231 的中 �� 35292（17番人気）
馬単票数 計 740361 的中 �� 9053（23番人気）
ワイド票数 計 981450 的中 �� 19181（16番人気）�� 69982（2番人気）�� 21194（11番人気）
3連複票数 計2637722 的中 ��� 44817（10番人気）
3連単票数 計3567474 的中 ��� 8007（80番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．5―11．6―12．2―12．4―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．8―34．3―45．9―58．1―1：10．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ブランメジェール �
�
父 Hansen �

�
母父 Cat Thief デビュー 2016．11．13 東京3着

2014．5．21生 牝4芦 母 Debit Or Credit 母母 Pasampsi 11戦2勝 賞金 25，100，000円

４レース目



（30阪神1）第4日 3月4日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 161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

210，990，000円
2，590，000円
19，250，000円
1，050，000円
23，300，000円
64，964，000円
4，160，000円
1，545，600円

勝馬投票券売得金
528，412，300円
737，432，700円
244，052，600円
1，255，929，500円
611，356，300円
693，874，600円
1，740，184，900円
2，846，761，800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 8，658，004，700円

総入場人員 15，168名 （有料入場人員 14，280名）
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