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07073 3月17日 晴 稍重 （30阪神1）第7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）

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

11 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 508－ 81：54．0 1．2�

77 アメイジングセンス 牡3鹿 56 �島 克駿�ノースヒルズ 角田 晃一 新冠 株式会社
ノースヒルズ B498＋ 41：54．31� 12．0�

44 クリノアスコット 牝3黒鹿54 古川 吉洋栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 日高 宝寄山 忠則 420＋ 41：54．61� 10．4�
33 サンライズフルメン 牡3栗 56 和田 竜二松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 498－121：55．13 6．2�
66 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 446＋ 41：55．2� 16．9�
89 クールキング 牡3鹿 56 幸 英明川上 哲司氏 松下 武士 新ひだか 沖田 博志 468＋ 21：55．41� 71．4	
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 490＋ 21：56．03� 37．1

78 シゲルワサビ 牡3黒鹿 56

55 ☆小崎 綾也森中 蕃氏 谷 潔 新ひだか 片山牧場 548－ 41：56．1� 99．5�
22 ダイキリシマ 牡3黒鹿56 松山 弘平西村新一郎氏 村山 明 新ひだか 田原橋本牧場 472＋ 21：56．42 106．1�
55 ロイジービヴ 牡3鹿 56 佐藤 友則水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 512＋ 41：56．93 179．8

（笠松）

（10頭）

売 得 金
単勝： 23，561，900円 複勝： 103，255，600円 枠連： 8，839，600円
馬連： 38，045，900円 馬単： 28，040，200円 ワイド： 30，326，500円
3連複： 50，190，800円 3連単： 120，324，100円 計： 402，584，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 100円 � 180円 � 150円 枠 連（1－7） 550円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 770円

ワ イ ド �� 280円 �� 190円 �� 950円

3 連 複 ��� 1，350円 3 連 単 ��� 3，840円

票 数

単勝票数 計 235619 的中 � 148196（1番人気）
複勝票数 計1032556 的中 � 827513（1番人気）� 32101（4番人気）� 43320（3番人気）
枠連票数 計 88396 的中 （1－7） 12362（2番人気）
馬連票数 計 380459 的中 �� 49345（3番人気）
馬単票数 計 280402 的中 �� 27200（3番人気）
ワイド票数 計 303265 的中 �� 27498（3番人気）�� 47779（2番人気）�� 6553（12番人気）
3連複票数 計 501908 的中 ��� 27860（5番人気）
3連単票数 計1203241 的中 ��� 22686（11番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．4―37．9―50．9―1：03．5―1：16．0―1：28．3―1：40．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リ ッ キ ー �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．3．3 阪神2着

2015．4．30生 牡3芦 母 ブルームーンピサ 母母 ピサノダイアナ 2戦1勝 賞金 7，400，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
※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。

07074 3月17日 晴 稍重 （30阪神1）第7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

23 メイショウトラマツ 牡3栗 56 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 太陽牧場 502± 01：13．2 6．0�
24 プロネルクール 牝3鹿 54 C．ルメール �G1レーシング 千田 輝彦 千歳 社台ファーム 480－10 〃 ハナ 2．4�
12 � アメリカンエース 牡3鹿 56 松田 大作吉澤 克己氏 音無 秀孝 米 Ben Sangster 490＋ 6 〃 アタマ 5．8�
47 ビ ッ グ ボ ス 牡3黒鹿56 松山 弘平小田切 光氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 482－ 21：13．62� 10．2�
11 ニホンピロマドン 牡3鹿 56 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 524＋ 21：14．13 4．4�
816� ラジオタイソウ 牡3鹿 56 田中 学冨士井直哉氏 森 秀行 米 Royal Oak

Farm, LLC 484－ 21：14．31� 15．1	
（兵庫）

35 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 502＋ 21：14．72� 87．2

713 ゲンパチマハロ 牡3鹿 56 D．バルジュー 平野 武志氏 加用 正 新ひだか 三石橋本牧場 452－ 41：14．8� 23．6�

（伊）

714 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 532－ 81：15．12 83．8�

611 アイアンナッツ 牝3栗 54 国分 恭介池上 一馬氏 服部 利之 新ひだか 原口牧場 398－ 61：15．31
 556．2
612 ブルベアセロリ 牝3鹿 54 幸 英明 �ブルアンドベア 杉山 晴紀 浦河 宮内牧場 440－16 〃 クビ 60．7�
48 ラ ヴ ノ ッ ト 牝3鹿 54 浜中 俊 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 河内 洋 浦河 大北牧場 472－ 61：15．62 54．3�
815 ビーチキャンドル 牝3芦 54 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 浦河 笹地牧場 B456＋ 21：15．92 111．6�
510 トウケイアインマル 牡3鹿 56 佐藤 友則木村 信彦氏 沖 芳夫 新ひだか 坂本 智広 458－ 41：16．0� 127．6�

（笠松）

59 ニホンピロアリエタ 牝3鹿 54
51 ▲西村 淳也小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 佐竹 学 476－ 8 〃 クビ 464．3�

36 テーオーアモーレ 牝3鹿 54 太宰 啓介小笹 公也氏 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 476－ 61：16．1クビ 381．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 21，415，900円 複勝： 31，708，000円 枠連： 13，251，500円
馬連： 40，047，100円 馬単： 21，385，200円 ワイド： 29，596，900円
3連複： 57，340，700円 3連単： 73，665，000円 計： 288，410，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 150円 � 130円 � 170円 枠 連（2－2） 550円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 1，750円

ワ イ ド �� 270円 �� 640円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，150円 3 連 単 ��� 7，960円

票 数

単勝票数 計 214159 的中 � 28366（4番人気）
複勝票数 計 317080 的中 � 53147（2番人気）� 74515（1番人気）� 40499（4番人気）
枠連票数 計 132515 的中 （2－2） 18405（2番人気）
馬連票数 計 400471 的中 �� 41404（3番人気）
馬単票数 計 213852 的中 �� 9160（7番人気）
ワイド票数 計 295969 的中 �� 30742（2番人気）�� 10717（7番人気）�� 20952（3番人気）
3連複票数 計 573407 的中 ��� 37357（3番人気）
3連単票数 計 736650 的中 ��� 6703（21番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―11．9―12．1―12．1―13．1

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウトラマツ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2017．8．26 小倉3着

2015．3．1生 牡3栗 母 フラワーガイア 母母 フラワーキャット 7戦1勝 賞金 12，050，000円
〔発走状況〕 ダイシンカイ号は，枠入り不良。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 クリノカサット号・サンワラワラ号・セルリアンラグバ号・バトルハヤバセ号
（非抽選馬） 1頭 アノマリー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

第１回 阪神競馬 第７日



07075 3月17日 晴 良 （30阪神1）第7日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時00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

12 ヴィルトゥース 牝3鹿 54 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 398 ―1：48．2 4．5�
611 クリノアリエル 牝3青 54 幸 英明栗本 博晴氏 須貝 尚介 様似 様似渡辺牧場 428＋ 81：48．41� 6．9�
510 エリンズロマーネ 牝3栗 54 松山 弘平吉田 照哉氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 478 ―1：48．5� 54．2�
11 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 442＋ 6 〃 クビ 1．9�
612 ア ド ラ ー タ 牝3鹿 54

53 ☆小崎 綾也 �社台レースホース大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 480 ―1：48．71� 33．9�

47 メイショウハニー 牝3黒鹿 54
53 ☆加藤 祥太松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 まるとみ冨岡牧場 420＋ 81：49．02 63．4	

816 フォルシュナイト 牝3青鹿54 浜中 俊
G1レーシング 吉村 圭司 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 404－101：49．31� 16．2�

36 サ ン デ ィ ー 牝3黒鹿54 竹之下智昭山住 勲氏 千田 輝彦 日高 チャンピオン
ズファーム 450± 0 〃 アタマ 123．1�

35 タガノフレッサ 牝3鹿 54 岩崎 翼八木 良司氏 石橋 守 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 396－101：49．61� 311．3

815 オ ル ニ ス 牝3黒鹿54 四位 洋文中辻 明氏 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 538± 0 〃 ハナ 12．5�
59 エイシンエポカル 牝3黒鹿54 佐藤 友則
栄進堂 高橋 康之 新ひだか 八田ファーム 450－181：49．91� 540．3�

（笠松）

23 エイカイビクトリア 牝3鹿 54 藤岡 佑介二木 英德氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 434 ― 〃 アタマ 8．9�
24 スマイルテーラー 牝3鹿 54 国分 優作中西 浩一氏 飯田 雄三 浦河 �川フアーム 492－ 81：50．11� 525．8�
714 ベラソヴラーノ 牝3鹿 54 国分 恭介 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 宮 徹 新ひだか 上村 清志 454＋ 8 〃 クビ 238．9�
713 リベラメンテ 牝3鹿 54 D．バルジュー �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 486 ―1：51．16 27．5�

（伊）

48 ヒ ダ ザ ク ラ 牝3黒鹿54 小牧 太日下部 猛氏 松永 昌博 千歳 社台ファーム 484＋ 31：52．37 361．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，520，000円 複勝： 34，630，700円 枠連： 13，643，300円
馬連： 38，752，700円 馬単： 21，920，700円 ワイド： 27，913，000円
3連複： 56，657，700円 3連単： 74，881，500円 計： 292，919，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 220円 � 200円 � 1，000円 枠 連（1－6） 440円

馬 連 �� 1，960円 馬 単 �� 3，280円

ワ イ ド �� 770円 �� 3，310円 �� 3，240円

3 連 複 ��� 26，770円 3 連 単 ��� 93，120円

票 数

単勝票数 計 245200 的中 � 43581（2番人気）
複勝票数 計 346307 的中 � 45506（3番人気）� 51563（2番人気）� 6966（9番人気）
枠連票数 計 136433 的中 （1－6） 24005（2番人気）
馬連票数 計 387527 的中 �� 15248（6番人気）
馬単票数 計 219207 的中 �� 5000（10番人気）
ワイド票数 計 279130 的中 �� 9860（6番人気）�� 2116（26番人気）�� 2158（24番人気）
3連複票数 計 566577 的中 ��� 1587（59番人気）
3連単票数 計 748815 的中 ��� 583（234番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―11．7―12．4―12．1―12．7―12．5―11．1―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．8―35．5―47．9―1：00．0―1：12．7―1：25．2―1：36．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．2―3F35．5
3 8，12－15，14（10，11）9（4，1，16）（2，3，7）－5，6－13 4 ・（8，12）15，11（10，14，1，16）（4，9，3，7，6）（2，5）－13

勝馬の
紹 介

ヴィルトゥース �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Bertolini 初出走

2015．1．18生 牝3鹿 母 ドナブリーニ 母母 Cal Norma’s Lady 1戦1勝 賞金 5，000，000円
〔その他〕 スマイルテーラー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヒダザクラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年4月17日まで平地競走に

出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 スマイルテーラー号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成30年4月17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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 モデルスター号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

07076 3月17日 晴 稍重 （30阪神1）第7日 第4競走 ��
��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

810� フ ラ テ ッ リ 牡3栗 54 C．ルメール 吉田 和美氏 池添 学 豪
China Horse Club Racing
Pty Ltd,Grimley Bba Pty
Ltd,WorldwideBloodstock

536 ―1：55．8 1．7�
33 カワキタロック 牝3鹿 54 和田 竜二川島 吉男氏 杉山 晴紀 新ひだか 木田牧場 486 ―1：56．01� 3．8�
11 ゴールドインレイ 牝3芦 54 酒井 学副島 義久氏 羽月 友彦 浦河 木村牧場 468 ―1：56．42	 83．9�
67 メイショウヤダマ 牡3芦 56

55 ☆加藤 祥太松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 高昭牧場 470 ―1：56．61� 136．2�
22 サンライズスパーク 牡3青鹿56 高倉 稜松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 464 ―1：57．98 94．1�
811 メイショウマキシム 牡3鹿 56 浜中 俊松本 好�氏 河内 洋 浦河 赤田牧場 478 ―1：58．32	 7．1	
55 サルサデージャ 牡3鹿 56 佐藤 友則畑佐 博氏 石橋 守 浦河 中神牧場 492 ―1：58．4
 22．8


（笠松）

66 アブソルーター 牡3鹿 56 幸 英明鈴木 康弘氏 杉山 晴紀 新冠 村上 欽哉 480 ―1：58．82	 17．7�
79 ウインフォルティス 牡3鹿 56 松山 弘平�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 484 ―1：59．01� 16．6
44 リボンチャン 牝3鹿 54 川須 栄彦三宅 勝俊氏 高橋 康之 日高 長谷川牧場 502 ―1：59．63	 18．7�
78 ワンダープボワール 牡3鹿 56 岩崎 翼山本 能成氏 石橋 守 新ひだか 米田牧場 488 ―2：00．34 29．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 22，026，400円 複勝： 29，523，400円 枠連： 7，741，900円
馬連： 31，528，400円 馬単： 22，066，600円 ワイド： 23，445，800円
3連複： 39，606，600円 3連単： 70，796，800円 計： 246，735，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 150円 � 880円 枠 連（3－8） 330円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 560円

ワ イ ド �� 190円 �� 1，770円 �� 3，120円

3 連 複 ��� 7，400円 3 連 単 ��� 15，940円

票 数

単勝票数 計 220264 的中 � 101602（1番人気）
複勝票数 計 295234 的中 � 135186（1番人気）� 42943（2番人気）� 3773（9番人気）
枠連票数 計 77419 的中 （3－8） 17815（1番人気）
馬連票数 計 315284 的中 �� 60123（1番人気）
馬単票数 計 220666 的中 �� 29330（1番人気）
ワイド票数 計 234458 的中 �� 40775（1番人気）�� 2882（20番人気）�� 1603（32番人気）
3連複票数 計 396066 的中 ��� 4014（26番人気）
3連単票数 計 707968 的中 ��� 3219（51番人気）

ハロンタイム 12．8―11．0―13．0―13．3―13．2―13．5―13．1―13．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．8―36．8―50．1―1：03．3―1：16．8―1：29．9―1：43．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．5―3F39．0
1
3
・（6，11）（3，4）5－9（1，10）7，2＝8・（11，3）（1，4）7（6，10）9，2，5－8

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

勝馬の
紹 介

�フ ラ テ ッ リ �
�
父 Frankel �

�
母父 Giant’s Causeway 初出走

2015．9．22生 牡3栗 母 Lovetorn 母母 Love All 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔制裁〕 メイショウマキシム号の調教師河内洋は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



07077 3月17日 晴 良 （30阪神1）第7日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12時20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

22 � ラ ン ド ネ 牝3鹿 54 D．バルジュー 合同会社小林英一ホールディングス 角居 勝彦 米 Winches-
ter Farm 512－ 42：02．1 2．7�

（伊）

55 アドマイヤデジタル 牡3青鹿56 C．ルメール 近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 446－ 62：02．63 3．6�
810 キングフォルテ 牡3鹿 56 小牧 太平口 信行氏 加用 正 浦河 大柳ファーム 508－ 22：02．7� 17．3�
78 コマノジャスパ 牡3黒鹿 56

55 ☆加藤 祥太長谷川芳信氏 藤沢 則雄 むかわ 新井牧場 424－ 22：02．91	 3．8�
44 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 468－ 62：03．11	 36．2�
33 オンワードマリー 牝3芦 54 国分 恭介樫山 章子氏 村山 明 新冠 高橋 忍 422＋ 2 〃 アタマ 77．6�
79 ジンゴイスト 牡3青鹿56 藤岡 佑介 	サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 510 ―2：03．31	 5．4

11 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 436＋ 42：03．4
 145．5�
67 カ リ ン カ 牝3黒鹿54 幸 英明寺田 寿男氏 佐々木晶三 千歳 社台ファーム 432－ 22：03．5� 88．6
66 ジュンエスポワール 牡3黒鹿56 佐藤 友則河合 純二氏 森 秀行 浦河 杵臼牧場 464－122：03．71
 27．4�

（笠松）

811 シグナルコール 牡3鹿 56 松山 弘平前田 葉子氏 森田 直行 新ひだか タガミファーム 510± 02：04．33
 100．9�
（11頭）

売 得 金
単勝： 34，303，800円 複勝： 46，839，100円 枠連： 10，241，900円
馬連： 50，142，300円 馬単： 28，142，000円 ワイド： 35，088，700円
3連複： 67，865，600円 3連単： 102，220，200円 計： 374，843，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 130円 � 290円 枠 連（2－5） 400円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 810円

ワ イ ド �� 180円 �� 610円 �� 600円

3 連 複 ��� 1，500円 3 連 単 ��� 3，430円

票 数

単勝票数 計 343038 的中 � 101221（1番人気）
複勝票数 計 468391 的中 � 96517（3番人気）� 115577（1番人気）� 28392（5番人気）
枠連票数 計 102419 的中 （2－5） 19360（2番人気）
馬連票数 計 501423 的中 �� 83673（1番人気）
馬単票数 計 281420 的中 �� 25840（1番人気）
ワイド票数 計 350887 的中 �� 62327（1番人気）�� 12552（8番人気）�� 12787（7番人気）
3連複票数 計 678656 的中 ��� 33826（5番人気）
3連単票数 計1022202 的中 ��� 21558（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．2―37．0―49．9―1：02．8―1：15．6―1：27．7―1：39．4―1：50．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ラ ン ド ネ �
�
父 Blame �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2018．2．18 東京2着

2015．4．29生 牝3鹿 母 Loure 母母 Loving Pride 2戦1勝 賞金 7，400，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

07078 3月17日 晴 良 （30阪神1）第7日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走12時55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
1：07．1
1：06．5

良
良

814 エイシンデネブ 牝3鹿 54 D．バルジュー �栄進堂 坂口 正則 新冠 北星村田牧場 430－101：09．5 11．7�
（伊）

813 トロワゼトワル 牝3鹿 54 C．ルメール �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム 460± 0 〃 ハナ 1．4�
610 ウ ィ ズ 牡3鹿 56 浜中 俊 �カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 新冠 ラツキー牧場 476＋ 41：09．71� 7．0�
58 シンデレラメイク 牝3栗 54 松山 弘平田島 政光氏 �島 一歩 日高 モリナガファーム 468－ 2 〃 アタマ 18．9�
33 マイネルエメ 牡3鹿 56 川須 栄彦 �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 B456± 01：09．8	 57．8	
711 スノーガーデン 牝3鹿 54 水口 優也山上 和良氏 吉田 直弘 日高 浜本牧場 458－ 4 〃 クビ 88．7

57 メイケイダイハード 牡3鹿 56 幸 英明名古屋競馬� 中竹 和也 浦河 浦河小林牧場 524－ 21：09．9クビ 8．7�
712 ジョーカナチャン 牝3鹿 54 藤岡 佑介上田江吏子氏 松下 武士 新冠 三村 卓也 434－ 4 〃 クビ 32．4�
46 
 バレンティーノ 牝3鹿 54 佐藤 友則吉田 勝利氏 尾島 徹 新冠 須崎牧場 400－ 61：10．0	 355．2

（笠松） （笠松）

22 アップファーレン 牝3栗 54
53 ☆小崎 綾也�KTレーシング 友道 康夫 新冠 パカパカ

ファーム 488＋ 41：10．31� 15．0�
11 
 セイヴァーベナ 牝3栗 54 田中 学金田 成基氏 盛本 信春 日高 新井 昭二 402－ 61：10．62 526．0�

（兵庫） （兵庫）

34 サフランブーケ 牝3鹿 54 古川 吉洋海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 434＋ 21：10．91� 209．7�
45 タガノヒバナ 牡3栗 56 和田 竜二八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 470－121：11．0	 29．6�
69 ジュンドリーム 牝3鹿 54 国分 恭介河合 純二氏 西村 真幸 浦河 小島牧場 470－ 41：11．21� 58．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 28，865，000円 複勝： 95，676，000円 枠連： 12，128，400円
馬連： 56，620，500円 馬単： 36，697，100円 ワイド： 39，243，400円
3連複： 77，857，500円 3連単： 123，689，400円 計： 470，777，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，170円 複 勝 � 220円 � 110円 � 150円 枠 連（8－8） 700円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 2，320円

ワ イ ド �� 340円 �� 860円 �� 230円

3 連 複 ��� 1，150円 3 連 単 ��� 13，110円

票 数

単勝票数 計 288650 的中 � 19581（4番人気）
複勝票数 計 956760 的中 � 32691（5番人気）� 674516（1番人気）� 68475（2番人気）
枠連票数 計 121284 的中 （8－8） 13307（3番人気）
馬連票数 計 566205 的中 �� 56829（3番人気）
馬単票数 計 366971 的中 �� 11844（9番人気）
ワイド票数 計 392434 的中 �� 28813（3番人気）�� 9920（11番人気）�� 50070（1番人気）
3連複票数 計 778575 的中 ��� 50617（2番人気）
3連単票数 計1236894 的中 ��� 6836（36番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．6―11．4―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．3―34．9―46．3―57．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エイシンデネブ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 High Chaparral デビュー 2018．2．13 小倉1着

2015．2．23生 牝3鹿 母 ス ワ ン 母母 コンシステンシー 2戦2勝 賞金 13，200，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



07079 3月17日 晴 稍重 （30阪神1）第7日 第7競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走13時25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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

69 � ト ッ プ ラ ン 牡4鹿 57 太宰 啓介前田 幸治氏 高橋 亮 浦河 高岸 順一 496＋101：24．7 8．8�
57 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 464＋ 21：24．8� 5．7�
58 ラ レ ー タ 牡4栗 57 D．バルジュー �G1レーシング 高野 友和 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470－ 6 〃 ハナ 2．4�
（伊）

34 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 470＋ 6 〃 クビ 19．3�

610 ナムラスパルタクス 牡4黒鹿57 幸 英明奈村 信重氏 清水 久詞 日高 ナカノファーム 472＋ 21：25．01	 20．4�
22 � モ ー グ リ 牡6栗 57

56 ☆小崎 綾也大林 一彦氏 村山 明 洞
湖 レイクヴィラファーム 558－ 21：25．1� 360．4	
712 エスペランサリュウ 牡5鹿 57 国分 優作江上 幸
氏 西橋 豊治 日高 中館牧場 492＋ 81：25．63 17．3�
711 メイショウナガマサ 牡6鹿 57 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 518－ 4 〃 ハナ 10．7�
11 エイシンルカーノ 牡4栗 57 佐藤 友則�栄進堂 渡辺 薫彦 新ひだか 水丸牧場 472＋ 61：25．7クビ 45．2

（笠松）

45 � ケアリイカイ 牝4鹿 55 岩崎 翼守内ひろ子氏 服部 利之 新冠 高瀬牧場 440－ 91：26．01� 92．4�
46 � ショウサングランド 牡5鹿 57 藤岡 佑介鈴木 昭和氏 牧田 和弥 日高 モリナガファーム 494＋121：26．63� 72．4�
33 レッドルドラ 牡4黒鹿57 松山 弘平 �東京ホースレーシング 大久保龍志 千歳 社台ファーム 498－ 81：26．7� 8．5�
813 ゼ セ ル 牡4鹿 57 浜中 俊杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 川島牧場 B480－ 21：27．02 8．0�
814 ヨドノベスト 牡4鹿 57 酒井 学海原 聖一氏 松元 茂樹 新冠 村上牧場 B448－ 41：27．1クビ 189．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 25，638，000円 複勝： 40，207，300円 枠連： 15，779，600円
馬連： 54，117，500円 馬単： 25，856，800円 ワイド： 38，744，700円
3連複： 76，604，600円 3連単： 94，728，900円 計： 371，677，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 880円 複 勝 � 250円 � 170円 � 120円 枠 連（5－6） 650円

馬 連 �� 4，120円 馬 単 �� 7，120円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 510円 �� 310円

3 連 複 ��� 2，260円 3 連 単 ��� 19，980円

票 数

単勝票数 計 256380 的中 � 23196（5番人気）
複勝票数 計 402073 的中 � 28709（6番人気）� 54742（2番人気）� 125364（1番人気）
枠連票数 計 157796 的中 （5－6） 18585（3番人気）
馬連票数 計 541175 的中 �� 10156（14番人気）
馬単票数 計 258568 的中 �� 2722（23番人気）
ワイド票数 計 387447 的中 �� 8071（14番人気）�� 18979（5番人気）�� 35985（1番人気）
3連複票数 計 766046 的中 ��� 25378（4番人気）
3連単票数 計 947289 的中 ��� 3436（56番人気）

ハロンタイム 12．3―10．5―11．4―12．0―12．5―12．9―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―22．8―34．2―46．2―58．7―1：11．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ト ッ プ ラ ン �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 コマンダーインチーフ

2014．5．18生 牡4鹿 母 ラヴコマンダー 母母 エンピリカル 8戦1勝 賞金 8，500，000円
初出走 JRA

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

07080 3月17日 晴 稍重 （30阪神1）第7日 第8競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走13時55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

11 カズマペッピーノ 牡4黒鹿57 秋山真一郎合同会社雅苑興業 西浦 勝一 新冠 つつみ牧場 492－ 81：11．4 7．9�
47 メイショウカネサダ 牡5栗 57 酒井 学松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 日進牧場 536－ 81：11．72 5．9�
59 フィールブリーズ 牡5鹿 57 幸 英明水谷 昌晃氏 高柳 大輔 新ひだか 土田農場 538＋ 21：11．91 9．4�
612 アユツリオヤジ 牡4栗 57

56 ☆小崎 綾也 �キャピタル・システム 村山 明 浦河 �川 啓一 490＋ 2 〃 クビ 4．7�
36 フィールドステイ 牡4鹿 57 C．ルメール 地田 勝三氏 西園 正都 新ひだか タイヘイ牧場 508－ 41：12．11	 2．2�
24 タガノマニカ 牝4鹿 55 太宰 啓介八木 良司氏 石橋 守 浦河 大北牧場 444± 01：12．52	 43．5	
510
 スーサンブルース 牡5鹿 57 岩崎 翼田畑 利彦氏 石橋 守 新ひだか 片岡 博 478± 01：12．71	 76．4

12 スターズバース 牝4鹿 55 岡田 祥嗣吉田 照哉氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 478－ 8 〃 ハナ 85．8�
23 
 シゲルポインター 牡4鹿 57 古川 吉洋森中 蕃氏 武 英智 浦河 王蔵牧場 464＋ 41：12．8クビ 403．5�
713 ホイールバーニング 牡5栗 57 浜中 俊市川義美ホール

ディングス� 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム 542＋14 〃 クビ 29．0
48 メイショウマイカゼ 牝5黒鹿55 �島 克駿松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 B450－ 21：12．9� 37．5�
35 � サウンドスカイメサ 牝4鹿 55 和田 竜二増田 雄一氏 村山 明 米 Equus Farm 448± 01：13．0クビ 259．9�
816 ヴ ォ ー ガ 牡4栗 57 佐藤 友則一村 哲也氏 森 秀行 新ひだか グランド牧場 456－ 71：13．63	 18．3�

（笠松）

611 ス ワ ニ ル ダ 牝5芦 55 藤岡 佑介服部 統祥氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 442± 01：13．91� 75．7�
815� クーファディーヴァ 牝4栗 55 四位 洋文大迫久美子氏 武 幸四郎 英 Zenno Man-

agement Inc 452－161：14．96 78．5�
（15頭）

714 ナムラエルサ 牝5鹿 55 D．バルジュー 奈村 睦弘氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 ― （出走取消）
（伊）

売 得 金
単勝： 30，670，700円 複勝： 41，894，400円 枠連： 13，613，100円
馬連： 66，959，100円 馬単： 32，040，100円 ワイド： 43，371，000円
3連複： 86，705，600円 3連単： 117，992，200円 計： 433，246，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 230円 � 210円 � 240円 枠 連（1－4） 2，030円

馬 連 �� 2，270円 馬 単 �� 5，080円

ワ イ ド �� 790円 �� 830円 �� 840円

3 連 複 ��� 4，890円 3 連 単 ��� 29，140円

票 数

単勝票数 計 306707 的中 � 30831（4番人気）
複勝票数 計 418944 的中 � 47123（4番人気）� 53319（3番人気）� 43395（5番人気）
枠連票数 計 136131 的中 （1－4） 5172（9番人気）
馬連票数 計 669591 的中 �� 22846（8番人気）
馬単票数 計 320401 的中 �� 4722（19番人気）
ワイド票数 計 433710 的中 �� 14220（8番人気）�� 13387（9番人気）�� 13255（10番人気）
3連複票数 計 867056 的中 ��� 13293（16番人気）
3連単票数 計1179922 的中 ��� 2935（88番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―11．6―11．4―11．9―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．8―35．4―46．8―58．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．6―3F36．0
3 1（5，7，12）（3，6，10）（2，9，15）（13，16）（4，11）－8 4 1（7，12）－（5，6）（3，9，10）2，13（4，15）（11，16）8
市場取引馬

勝馬の
紹 介

カズマペッピーノ �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2016．8．6 小倉4着

2014．3．17生 牡4黒鹿 母 オーデコロン 母母 マ キ ー ナ 13戦2勝 賞金 20，890，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔出走取消〕 ナムラエルサ号は，疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため出走取消。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



07081 3月17日 晴 良 （30阪神1）第7日 第9競走 ��
��1，800�

す ま

須 磨 特 別
発走14時25分 （芝・右・外）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：43．9

良
良

88 エンヴァール 牡5栗 57 C．ルメール 寺田千代乃氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 472± 01：47．2 2．8�
89 スマートエレメンツ 牡4鹿 57 浜中 俊大川 徹氏 鹿戸 雄一 新冠

スマートプロジェク
トインコーポレイ
テッド株式会社 502－12 〃 ハナ 5．0�

44 ビービーブレスユー 牡5鹿 57 松山 弘平�坂東牧場 加用 正 日高 碧雲牧場 518± 0 〃 ハナ 40．9�
11 エルプシャフト 牡5青鹿57 D．バルジュー �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 460＋ 61：47．62� 2．1�

（伊）

55 レプランシュ 牡5鹿 57 藤岡 佑介 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 492＋161：47．7� 9．6�
66 サウンドバーニング 牡6鹿 57 和田 竜二増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 422± 01：47．8	 67．0	
33 サウンドアプローズ 牡6黒鹿57 川須 栄彦増田 雄一氏 高橋 康之 日高 山際 辰夫 482－121：47．9	 97．5

77 
 ミスズダンディー 牡6鹿 57 国分 恭介永井 啓弍氏 荒川 義之 浦河 バンブー牧場 460－ 21：48．11 89．5�
22 ワンダープチュック 牡4黒鹿57 岩崎 翼山本 能成氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 500＋14 〃 クビ 15．8�

（9頭）

売 得 金
単勝： 37，269，500円 複勝： 44，898，200円 枠連： 13，451，300円
馬連： 65，505，300円 馬単： 38，127，300円 ワイド： 39，323，700円
3連複： 82，245，400円 3連単： 191，062，700円 計： 511，883，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 180円 � 540円 枠 連（8－8） 650円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，100円

ワ イ ド �� 290円 �� 920円 �� 1，750円

3 連 複 ��� 5，190円 3 連 単 ��� 14，690円

票 数

単勝票数 計 372695 的中 � 105614（2番人気）
複勝票数 計 448982 的中 � 124470（2番人気）� 60775（3番人気）� 14380（6番人気）
枠連票数 計 134513 的中 （8－8） 15866（2番人気）
馬連票数 計 655053 的中 �� 72075（3番人気）
馬単票数 計 381273 的中 �� 25939（4番人気）
ワイド票数 計 393237 的中 �� 40930（3番人気）�� 10251（9番人気）�� 5183（15番人気）
3連複票数 計 822454 的中 ��� 11865（14番人気）
3連単票数 計1910627 的中 ��� 9424（46番人気）

ハロンタイム 13．2―11．4―12．1―12．5―11．8―11．7―11．4―10．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．6―36．7―49．2―1：01．0―1：12．7―1：24．1―1：35．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F34．5
3 3（9，8）4（2，7）6（1，5） 4 3，8（9，2，7）（4，1，5）6
市場取引馬

勝馬の
紹 介

エンヴァール 
�
父 ダイワメジャー 

�
母父 Charismatic デビュー 2015．10．18 京都2着

2013．3．14生 牡5栗 母 カリズマティックゴールド 母母 Color of Gold 14戦4勝 賞金 58，803，000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。

07082 3月17日 晴 稍重 （30阪神1）第7日 第10競走 ��
��1，200�なにわステークス

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
1：08．8
1：08．7

重
重

510 サクセスエナジー 牡4黒鹿57 松山 弘平髙嶋 哲氏 北出 成人 新冠 タニグチ牧場 526－101：11．1 3．8�
612� ジープルメリア 牝5黒鹿55 幸 英明 �キャピタル・システム 南井 克巳 米

Betz Thorough-
breds, Werner &
Humphrey

456－ 4 〃 ハナ 5．6�
12 タガノヴィッター 牡5鹿 57 岩崎 翼八木 良司氏 牧浦 充徳 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 514－ 6 〃 クビ 10．8�
24 メイショウツレヅレ 牝9黒鹿55 小牧 太松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 太陽牧場 454－ 41：11．2クビ 43．4�
815 ラズールリッキー 牝5黒鹿55 松田 大作岡田 牧雄氏 武井 亮 新ひだか 岡田牧場 450－ 81：11．41	 16．4�
714 コパノリスボン 牡5栗 57 川須 栄彦小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 伊藤 敏明 508＋ 21：11．5クビ 25．6	
48 シンゼンスタチュー 
5黒鹿57 太宰 啓介原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大

作ステーブル 488－121：11．71� 12．4

59 ア ー ド ラ ー 牡4鹿 57 浜中 俊吉澤 克己氏 音無 秀孝 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 482＋ 2 〃 ハナ 5．7�
36 シゲルコング 牡4鹿 57 和田 竜二森中 蕃氏 大橋 勇樹 新ひだか 増本 良孝 502＋ 2 〃 ハナ 17．5�
611 グラッブユアコート 牝6鹿 55 D．バルジュー �G1レーシング 千田 輝彦 千歳 社台ファーム 460－ 6 〃 アタマ 40．7

（伊）

23 ディープミタカ 牡7栗 57 藤岡 佑介深見 敏男氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 470＋121：11．8� 177．0�
35 チェイスダウン 牡5鹿 57 古川 吉洋畑佐 博氏 寺島 良 浦河 富田牧場 492＋ 21：11．9	 27．7�
11 タマモイレブン 牡6鹿 57 島 良太タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 532＋101：12．0クビ 296．3�
713 ヤ サ シ サ 牝4鹿 55 C．ルメール 佐久間拓士氏 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 500＋101：12．21� 4．5�
47 ウエスタンラムール 牡6黒鹿57 高倉 稜西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 464＋101：12．73 508．5�

（15頭）
816� メイショウオルソ 牡5黒鹿57 酒井 学松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 日の出牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 48，753，300円 複勝： 79，900，900円 枠連： 33，934，800円
馬連： 135，721，600円 馬単： 51，210，600円 ワイド： 77，567，000円
3連複： 188，175，800円 3連単： 219，025，100円 計： 834，289，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 150円 � 190円 � 230円 枠 連（5－6） 590円

馬 連 �� 1，210円 馬 単 �� 1，960円

ワ イ ド �� 540円 �� 760円 �� 870円

3 連 複 ��� 3，710円 3 連 単 ��� 14，560円

票 数

単勝票数 差引計 487533（返還計 3731） 的中 � 100064（1番人気）
複勝票数 差引計 799009（返還計 3771） 的中 � 163306（1番人気）� 101921（3番人気）� 80411（5番人気）
枠連票数 差引計 339348（返還計 317） 的中 （5－6） 43953（1番人気）
馬連票数 差引計1357216（返還計 21270） 的中 �� 86324（2番人気）
馬単票数 差引計 512106（返還計 7411） 的中 �� 19549（1番人気）
ワイド票数 差引計 775670（返還計 12796） 的中 �� 37871（2番人気）�� 25803（8番人気）�� 22367（9番人気）
3連複票数 差引計1881758（返還計 50001） 的中 ��� 37991（7番人気）
3連単票数 差引計2190251（返還計 53151） 的中 ��� 10902（18番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．7―11．8―11．7―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．8―46．6―58．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．3
3 12，15（4，14）（13，10）11，5（2，6）7（1，9）（3，8） 4 ・（12，15）14（4，13，10）6（11，5）2（9，7）1（3，8）

勝馬の
紹 介

サクセスエナジー �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2017．4．1 阪神6着

2014．4．11生 牡4黒鹿 母 サクセスアイニー 母母 アワーミスレッグス 8戦4勝 賞金 49，400，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔出走取消〕 メイショウオルソ号は，疾病〔右後肢跛行〕のため出走取消。
※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。
（非当選馬） 1頭 ワンダーサジェス号
※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。



07083 3月17日 晴 良 （30阪神1）第7日 第11競走 ��
��2，000�

わ か ば

若葉ステークス
発走15時35分 （皐月賞トライアル） （芝・右）
3歳；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 19，000，000円 7，600，000円 4，800，000円 2，900，000円 1，900，000円
付 加 賞 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．6
1：56．1

良
良

67 ア イ ト ー ン 牡3鹿 56 国分 恭介深見 富朗氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 474－ 22：00．0 45．0�

68 � ダブルシャープ 牡3鹿 56 和田 竜二天堀 忠博氏 渡辺 薫彦 新冠 村上 雅規 472± 02：00．21� 15．8�
33 ロードアクシス 牡3黒鹿56 酒井 学 �ロードホースクラブ 奥村 豊 日高 オリオンファーム 452± 02：00．3	 334．4�
811
 タニノフランケル 牡3青鹿56 幸 英明谷水 雄三氏 角居 勝彦 愛 Yuzo Tani-

mizu 526－ 4 〃 アタマ 17．3�
812 タイムフライヤー 牡3鹿 56 C．ルメール �サンデーレーシング 松田 国英 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458＋ 22：00．51 1．2	
44 メイショウテッコン 牡3青鹿56 古川 吉洋松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 下屋敷牧場 B488－122：01．03 19．1

79 ジュンヴァルロ 牡3栗 56 D．バルジュー 河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 486＋ 22：01．1	 17．9�

（伊）

22 ダノンフォーチュン 牡3鹿 56 浜中 俊�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 510－ 22：01．2� 6．7�
11 クリノカポネ 牡3鹿 56 佐藤 友則栗本 博晴氏 谷 潔 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 460－ 42：02．05 467．7
（笠松）

55 シエラネバダ 牡3芦 56 松山 弘平金子真人ホール
ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 512± 02：02．21 89．8�

56 ビービーデフィ 牡3黒鹿56 藤岡 佑介�坂東牧場 角居 勝彦 平取 坂東牧場 492－ 82：02．52 23．5�
710 テイエムリボー 牡3青鹿56 四位 洋文竹園 正繼氏 武 英智 平取 清水牧場 482＋ 42：04．2大差 137．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 96，939，100円 複勝： 296，724，000円 枠連： 40，759，700円
馬連： 222，975，500円 馬単： 151，377，800円 ワイド： 118，658，600円
3連複： 292，976，900円 3連単： 785，701，100円 計： 2，006，112，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，500円 複 勝 � 2，850円 � 1，020円 �11，720円 枠 連（6－6） 31，770円

馬 連 �� 21，220円 馬 単 �� 47，660円

ワ イ ド �� 3，560円 �� 34，160円 �� 20，960円

3 連 複 ��� 642，490円 3 連 単 ��� 4，910，630円

票 数

単勝票数 計 969391 的中 � 17200（8番人気）
複勝票数 計2967240 的中 � 27444（8番人気）� 80109（4番人気）� 6533（11番人気）
枠連票数 計 407597 的中 （6－6） 994（22番人気）
馬連票数 計2229755 的中 �� 8143（30番人気）
馬単票数 計1513778 的中 �� 2382（56番人気）
ワイド票数 計1186586 的中 �� 8711（27番人気）�� 891（57番人気）�� 1454（50番人気）
3連複票数 計2929769 的中 ��� 342（182番人気）
3連単票数 計7857011 的中 ��� 116（952番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―12．1―12．4―12．0―12．3―12．0―11．6―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―23．9―36．0―48．4―1：00．4―1：12．7―1：24．7―1：36．3―1：48．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ア イ ト ー ン �
�
父 キングズベスト �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2017．10．9 京都7着

2015．3．30生 牡3鹿 母 スペシャルディナー 母母 ソフトパイン 6戦3勝 賞金 39，469，000円
〔制裁〕 ビービーデフィ号の騎手藤岡佑介は，発走後まもなく外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番・10番・12番）
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりアイトーン号・ダブルシャープ号は，皐月賞（GⅠ）競走に優先出走できる。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

07084 3月17日 晴 稍重 （30阪神1）第7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）

牝，1000万円以下；負担重量は，55�
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

710 ニホンピロヘーゼル 牝5鹿 55 酒井 学小林百太郎氏 安達 昭夫 新ひだか 友田牧場 508－ 21：51．9 7．6�
22 バニーテール 牝4芦 55 和田 竜二金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム 480－ 61：52．11� 4．0�
56 パイルーチェ 牝4栗 55 C．ルメール 西森 鶴氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 B466－ 21：52．2� 3．9�
11 クインアマランサス 牝4栗 55 佐藤 友則 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 454－10 〃 ハナ 17．1�

（笠松）

44 テイエムアンムート 牝4黒鹿55 古川 吉洋竹園 正繼氏 武 英智 日高 日高テイエム
牧場株式会社 486－ 61：52．62� 5．4	

33 エ オ リ ア 牝4鹿 55 秋山真一郎ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 472－ 8 〃 クビ 6．3


68 テイエムジョウネツ 牝6黒鹿55 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 446－ 61：53．02� 143．8�
55 トリプライト 牝5鹿 55 D．バルジュー �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B458－ 21：53．1クビ 23．6�

（伊）

812 カリーニョミノル 牝4鹿 55 四位 洋文吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 478－ 4 〃 ハナ 24．3
811 エ キ ド ナ 牝5青鹿55 松山 弘平�ラ・メール 山内 研二 様似 小田 誠一 490－ 2 〃 クビ 11．4�
79 コンプリートベスト 牝4鹿 55 国分 恭介吉田 照哉氏 佐々木晶三 千歳 社台ファーム B468± 01：53．31 41．0�
67 ティープラズマ 牝5黒鹿55 	島 克駿深見 富朗氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 478＋121：53．72� 55．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 47，386，300円 複勝： 63，634，400円 枠連： 23，506，500円
馬連： 108，552，300円 馬単： 42，503，800円 ワイド： 58，341，400円
3連複： 135，272，300円 3連単： 182，671，800円 計： 661，868，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 210円 � 150円 � 170円 枠 連（2－7） 1，820円

馬 連 �� 1，840円 馬 単 �� 3，700円

ワ イ ド �� 600円 �� 810円 �� 390円

3 連 複 ��� 3，010円 3 連 単 ��� 19，950円

票 数

単勝票数 計 473863 的中 � 49481（5番人気）
複勝票数 計 636344 的中 � 67635（5番人気）� 117629（1番人気）� 100204（2番人気）
枠連票数 計 235065 的中 （2－7） 10009（9番人気）
馬連票数 計1085523 的中 �� 45564（7番人気）
馬単票数 計 425038 的中 �� 8596（15番人気）
ワイド票数 計 583414 的中 �� 24536（7番人気）�� 17479（8番人気）�� 41238（1番人気）
3連複票数 計1352723 的中 ��� 33678（6番人気）
3連単票数 計1826718 的中 ��� 6636（48番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．3―37．2―49．6―1：01．9―1：14．1―1：26．4―1：38．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．8
1
3
10，7（1，6）－（5，12）2（4，11）－（8，9）－3
10（7，6）（1，12）（2，5）（4，11）－（8，9，3）

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

勝馬の
紹 介

ニホンピロヘーゼル �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 サクラプレジデント デビュー 2016．1．31 京都4着

2013．4．29生 牝5鹿 母 ニホンピロキャット 母母 ニホンピロポリーナ 21戦4勝 賞金 47，650，000円
〔発走状況〕 ティープラズマ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ティープラズマ号は，発走調教再審査。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



（30阪神1）第7日 3月17日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 155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

211，190，000円
2，570，000円
16，360，000円
1，220，000円
23，300，000円
62，988，000円
4，030，000円
1，488，000円

勝馬投票券売得金
441，349，900円
908，892，000円
206，891，600円
908，968，200円
499，368，200円
561，620，700円
1，211，499，500円
2，156，758，800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 6，895，348，900円

総入場人員 12，014名 （有料入場人員 11，223名）
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