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07049 3月9日 晴 稍重 （31阪神1）第5日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走9時55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
1：08．8
1：08．7

重
重

611 スマートアテナ 牝3栗 54 武 豊大川 徹氏 吉田 直弘 浦河 杵臼牧場 436－121：12．8 5．2�
712 メイショウヤワラギ 牝3鹿 54 松山 弘平松本 好�氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 452± 01：13．12 6．2�
814 ナムラマッチェリ 牝3栗 54 藤岡 佑介奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 浦河 桑田 正己 454＋ 61：13．41� 5．8�
47 アンラッシュ 牝3黒鹿54 国分 恭介前田 晋二氏 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 432＋ 41：13．5クビ 13．8�
34 レイナブローニュ 牝3栗 54 福永 祐一山本又一郎氏 斉藤 崇史 新冠 秋田牧場 448－ 21：13．81� 2．1�
22 シンボリサージュ 牝3栗 54

51 ▲服部 寿希シンボリ牧場 荒川 義之 新ひだか 三石川上牧場 438± 01：13．9� 144．6	
59 ラ フ ィ テ ィ 牝3栗 54 小牧 太中辻 明氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 432－ 21：14．22 34．9

815 アポロホープ 牝3芦 54 小林 徹弥アポロサラブレッドクラブ 山内 研二 新冠 タニグチ牧場 518＋101：14．41 47．2�
610 イサチルケイ 牝3栗 54 幸 英明小坂 功氏 大根田裕之 浦河 大北牧場 468 ― 〃 ハナ 11．0�
713 チャンスウィルカム 牝3栗 54 酒井 学飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 450－ 21：15．14 221．4
11 ペイシャクローズ 牝3芦 54

53 ☆坂井 瑠星北所 直人氏 吉田 直弘 新ひだか 土田 扶美子 442－ 6 〃 クビ 75．4�
35 ビームフラッシュ 牝3鹿 54

51 ▲三津谷隼人田頭 勇貴氏 萱野 浩二 新ひだか タガミファーム 446－ 41：15．41� 156．7�
46 メイショウメイカ 牝3芦 54 �島 良太松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 日の出牧場 462－141：15．5クビ 77．2�
58 エスシーヴァローナ 牝3鹿 54

51 ▲亀田 温心工藤 圭司氏 西橋 豊治 新ひだか 沼田 照秋 492 ― 〃 クビ 111．3�
23 ラインキャスト 牝3栗 54

53 ☆富田 暁大澤 繁昌氏 藤沢 則雄 新冠 小泉牧場 400 ―1：17．09 152．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 17，633，600円 複勝： 28，994，200円 枠連： 8，310，500円
馬連： 38，605，400円 馬単： 21，762，400円 ワイド： 25，863，900円
3連複： 56，179，700円 3連単： 76，585，600円 計： 273，935，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 170円 � 220円 � 180円 枠 連（6－7） 1，430円

馬 連 �� 1，660円 馬 単 �� 3，120円

ワ イ ド �� 570円 �� 450円 �� 500円

3 連 複 ��� 2，060円 3 連 単 ��� 11，540円

票 数

単勝票数 計 176336 的中 � 26857（2番人気）
複勝票数 計 289942 的中 � 45624（2番人気）� 32072（4番人気）� 42036（3番人気）
枠連票数 計 83105 的中 （6－7） 4492（7番人気）
馬連票数 計 386054 的中 �� 17920（8番人気）
馬単票数 計 217624 的中 �� 5218（13番人気）
ワイド票数 計 258639 的中 �� 11393（7番人気）�� 14891（4番人気）�� 13228（6番人気）
3連複票数 計 561797 的中 ��� 20384（8番人気）
3連単票数 計 765856 的中 ��� 4809（36番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―11．9―12．1―12．0―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．5―35．4―47．5―59．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマートアテナ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 サウスヴィグラス デビュー 2018．12．1 阪神3着

2016．3．23生 牝3栗 母 スマートバベル 母母 ユ ア カ ラ ー 3戦1勝 賞金 7，550，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラインキャスト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年4月9日まで平地競走

に出走できない。
※ビームフラッシュ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

07050 3月9日 晴 稍重 （31阪神1）第5日 第2競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10時25分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

22 ブ ッ チ ー ニ 牝3白 54 藤岡 佑介金子真人ホール
ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム 412 ―1：25．7 8．9�

711 エスシーバスター 牡3栗 56 武 豊工藤 圭司氏 牧田 和弥 日高 クリアファーム 476－ 61：26．44 5．5�
813 ピエナヒーロー 牡3鹿 56 太宰 啓介本谷 兼三氏 奥村 豊 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488＋ 61：26．61 3．5�
812 エスコビージャ 牡3黒鹿56 A．シュタルケ �キャロットファーム 佐々木晶三 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488＋ 21：26．92 4．9�
（独）

69 ニホンピロコレール 牡3黒鹿56 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 468－ 8 〃 ハナ 14．8	
56 ロックスピリット 牡3鹿 56 柴田 未崎岡田 繁幸氏 五十嵐忠男 新ひだか 三石川上牧場 488－ 21：27．53� 9．4

33 ニードルズアイ 牡3青鹿 56

55 ☆坂井 瑠星 �キャロットファーム 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 464＋201：27．6クビ 5．2�

68 ピサノメタルシティ 牡3鹿 56 酒井 学市川義美ホール
ディングス� 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム B494－ 21：27．92 154．9�

57 ブラウンマカン �3黒鹿56 国分 恭介青芝商事� 矢作 芳人 新ひだか 田中 裕之 432 ― 〃 クビ 135．0
710 ブライトホーン 牝3青鹿54 和田 竜二原 �子氏 渡辺 薫彦 千歳 社台ファーム 414－ 21：28．0� 16．0�
44 モ ン グ ラ ン 牡3黒鹿56 国分 優作ディアレストクラブ� 西浦 勝一 浦河 ディアレスト

クラブ 526＋ 2 〃 クビ 186．3�
45 アスタードラゴン 牡3栗 56

55 ☆富田 暁加藤 久枝氏 木原 一良 新ひだか タイヘイ牧場 450± 0 〃 ハナ 48．6�
11 フ ル ー メ ン 牡3鹿 56 藤井勘一郎金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 日高 日高大洋牧場 508－101：29．59 232．0�
（13頭）

売 得 金
単勝： 22，736，300円 複勝： 36，936，100円 枠連： 9，227，900円
馬連： 41，692，000円 馬単： 19，876，300円 ワイド： 31，236，300円
3連複： 59，862，200円 3連単： 70，632，200円 計： 292，199，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 290円 � 170円 � 140円 枠 連（2－7） 2，640円

馬 連 �� 3，160円 馬 単 �� 6，670円

ワ イ ド �� 950円 �� 950円 �� 390円

3 連 複 ��� 3，640円 3 連 単 ��� 27，740円

票 数

単勝票数 計 227363 的中 � 20220（5番人気）
複勝票数 計 369361 的中 � 25242（7番人気）� 59780（2番人気）� 82325（1番人気）
枠連票数 計 92279 的中 （2－7） 2705（11番人気）
馬連票数 計 416920 的中 �� 10225（16番人気）
馬単票数 計 198763 的中 �� 2233（35番人気）
ワイド票数 計 312363 的中 �� 8096（16番人気）�� 8096（16番人気）�� 22362（2番人気）
3連複票数 計 598622 的中 ��� 12304（12番人気）
3連単票数 計 706322 的中 ��� 1846（106番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―11．9―12．8―12．9―12．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．6―35．5―48．3―1：01．2―1：13．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブ ッ チ ー ニ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2016．5．10生 牝3白 母 シラユキヒメ 母母 ウェイブウインド 1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。

第１回 阪神競馬 第５日



07051 3月9日 晴 稍重 （31阪神1）第5日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時55分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

55 シホノフォルテ 牡3鹿 56 浜中 俊村瀬 寛紀氏 寺島 良 洞�湖 レイクヴィラファーム 518－ 41：53．4 2．9�
11 ダンツキャッスル 牡3鹿 56 幸 英明山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 折手牧場 476－141：54．46 17．9�
810 タニノシェクハンド 牡3栗 56 松山 弘平谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか 西村 和夫 472－ 21：54．5� 13．5�
67 クラウドスケープ 牡3黒鹿 56

55 ☆坂井 瑠星下河�行雄氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 B474± 01：54．71� 1．6�
78 ジ グ ソ ー 牡3鹿 56 酒井 学石川 達絵氏 松下 武士 新ひだか タイヘイ牧場 482－ 21：55．33� 123．9�
44 ショウナンアーサー 牡3黒鹿56 藤井勘一郎国本 哲秀氏 須貝 尚介 日高 下河辺牧場 520－ 41：55．51� 25．2	
79 シゲルイエロダイヤ 牡3栗 56 松若 風馬森中 蕃氏 五十嵐忠男 浦河 カケハムポニークラブ 458± 01：55．7� 32．1

66 ラッキーグラン 牡3鹿 56 和田 竜二林 千枝子氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 450－ 61：56．76 16．1�
33 ジョーダンケルク 牡3芦 56

55 ☆富田 暁上田江吏子氏 武 英智 新ひだか 千代田牧場 B518± 01：56．8クビ 90．9�
811 マサノファントム 牡3栗 56

53 ▲服部 寿希古賀 禎彦氏 高橋 義博 えりも 寺井 文秀 500－ 41：57．12 332．0
22 グランエースマン 牡3栗 56

53 ▲三津谷隼人布施 慶士氏 中竹 和也 新冠 ハシモトフアーム 490± 01：57．41� 256．7�
（11頭）

売 得 金
単勝： 23，744，900円 複勝： 70，437，900円 枠連： 7，863，500円
馬連： 36，996，600円 馬単： 29，662，500円 ワイド： 26，988，100円
3連複： 53，282，700円 3連単： 114，493，900円 計： 363，470，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 280円 � 820円 � 600円 枠 連（1－5） 3，420円

馬 連 �� 3，320円 馬 単 �� 5，100円

ワ イ ド �� 830円 �� 350円 �� 1，600円

3 連 複 ��� 6，900円 3 連 単 ��� 30，730円

票 数

単勝票数 計 237449 的中 � 65343（2番人気）
複勝票数 計 704379 的中 � 74272（2番人気）� 20867（5番人気）� 29529（3番人気）
枠連票数 計 78635 的中 （1－5） 1778（8番人気）
馬連票数 計 369966 的中 �� 8623（9番人気）
馬単票数 計 296625 的中 �� 4362（14番人気）
ワイド票数 計 269881 的中 �� 7999（9番人気）�� 21979（3番人気）�� 3998（14番人気）
3連複票数 計 532827 的中 ��� 5789（18番人気）
3連単票数 計1144939 的中 ��� 2701（67番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―37．2―50．1―1：02．6―1：15．0―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4F50．8―3F38．4
1
3
7（5，6）－3－4，8，1（9，11）2，10・（7，5）－6（3，4）－（1，8）－9（2，10）－11

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シホノフォルテ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 フサイチコンコルド デビュー 2019．2．10 東京7着

2016．1．22生 牡3鹿 母 ゴールウェイ 母母 メジロシルエット 3戦1勝 賞金 6，300，000円

07052 3月9日 晴 良 （31阪神1）第5日 第4競走 ��
��2，200�サラブレッド系3歳

発走11時25分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：09．9

良
良

57 � ヒーリングマインド 牡3鹿 56 福永 祐一ゴドルフィン 松田 国英 愛 Godolphin 474± 02：14．0 3．4�
44 カズマークセン 牡3鹿 56 武 豊合同会社雅苑興業 西浦 勝一 安平 追分ファーム 496＋ 22：14．42� 6．4�
813 グレートベースン 牡3青鹿56 藤岡 佑介桑畑 �信氏 橋口 慎介 日高 浜本牧場 498＋ 82：14．5	 7．1�
812 ダンスディライト 牡3黒鹿56 M．デムーロ �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 500－ 82：14．71 3．4�
11 サンライズアキレス 牡3芦 56 藤井勘一郎松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 490－ 22：15．01	 5．3	
22 ローゼンリッター 牡3栗 56

55 ☆坂井 瑠星
ラ・メール 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 536± 02：15．21� 9．0�
45 ビップモーリー 牡3黒鹿56 A．シュタルケ 鈴木 邦英氏 清水 久詞 平取 坂東牧場 456－ 22：15．41 51．2�

（独）

710 ネルソンタッチ 牡3芦 56 
島 良太谷掛 龍夫氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 494－ 62：16．03� 44．8
56 カトルジュール 牡3芦 56 浜中 俊 �サンデーレーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 456－ 22：16．42� 107．0�
68 プ ロ ポ ー ズ 牝3青鹿54 高田 潤前田 亘輝氏 武 英智 新ひだか 千代田牧場 438± 02：16．61� 79．6�
33 イッツマイウェイ 牡3鹿 56 酒井 学
フクキタル 西園 正都 新冠 パカパカ

ファーム B480＋ 22：16．81� 136．2�
711 ピ サ 牝3青鹿54 国分 恭介永山 勝敏氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム 444± 02：17．54 238．5�
69 ブラザーサン 牡3栗 56

53 ▲服部 寿希海谷 幸司氏 高橋 義博 新ひだか 岡田スタツド 398＋ 22：17．81� 386．9�
（13頭）

売 得 金
単勝： 27，615，700円 複勝： 39，194，900円 枠連： 12，748，000円
馬連： 45，446，200円 馬単： 23，259，500円 ワイド： 33，389，500円
3連複： 63，916，900円 3連単： 84，938，000円 計： 330，508，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 170円 � 200円 枠 連（4－5） 1，080円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 1，730円

ワ イ ド �� 380円 �� 470円 �� 620円

3 連 複 ��� 2，100円 3 連 単 ��� 8，840円

票 数

単勝票数 計 276157 的中 � 63924（2番人気）
複勝票数 計 391949 的中 � 76244（1番人気）� 60551（4番人気）� 45332（5番人気）
枠連票数 計 127480 的中 （4－5） 9108（5番人気）
馬連票数 計 454462 的中 �� 36800（3番人気）
馬単票数 計 232595 的中 �� 10036（5番人気）
ワイド票数 計 333895 的中 �� 23295（3番人気）�� 17968（7番人気）�� 13298（10番人気）
3連複票数 計 639169 的中 ��� 22728（8番人気）
3連単票数 計 849380 的中 ��� 6963（28番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―11．4―12．1―12．4―12．3―12．5―12．6―12．7―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．8―24．0―35．4―47．5―59．9―1：12．2―1：24．7―1：37．3―1：50．0―2：01．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．3―3F36．7
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

�ヒーリングマインド �
�
父 Tanino Gimlet �

�
母父 Monsun デビュー 2018．12．9 阪神3着

2016．3．6生 牡3鹿 母 Ancient Art 母母 Shinko Hermes 5戦1勝 賞金 9，300，000円
〔3走成績による出走制限〕 イッツマイウェイ号・ブラザーサン号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年5月9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。



07053 3月9日 晴 稍重 （31阪神1）第5日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時15分 （ダート・右）
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

612 シュッドヴァデル 牡3鹿 56 藤井勘一郎河合 裕明氏 友道 康夫 新冠 マリオステー
ブル 502 ―1：55．7 76．5�

714 アイファーキングズ 牡3黒鹿56 浜中 俊中島 稔氏 �島 一歩 新冠 川上 悦夫 478 ―1：56．01� 15．7�
47 メメランタン 牡3芦 56 岩崎 翼本谷 惠氏 武 幸四郎 日高 沖田牧場 528 ― 〃 クビ 53．9�
815 イ ル マ タ ル 牝3鹿 54 酒井 学吉田 照哉氏 渡辺 薫彦 千歳 社台ファーム 462 ―1：56．21	 15．4�
36 キタサンチャンドラ 牡3鹿 56

55 ☆加藤 祥太�大野商事 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 450 ―1：56．51� 27．9�
59 エアミホーク 牡3黒鹿56 藤岡 佑介 	ラッキーフィールド笹田 和秀 千歳 社台ファーム 480 ―1：56．71 12．8

510 ピエナクロフネ 牡3芦 56 柴田 未崎本谷 兼三氏 飯田 雄三 日高 沖田牧場 520 ― 〃 クビ 13．7�
24 シャンパンクーペ 牡3鹿 56 荻野 琢真 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 日高 下河辺牧場 526 ―1：57．97 30．9�
23 モズアンジェラ 牝3鹿 54 国分 恭介 	キャピタル・システム 西村 真幸 千歳 社台ファーム 452 ―1：58．0クビ 26．2
35 メイプルランド 牝3鹿 54 松山 弘平飯田 良枝氏 橋口 慎介 新ひだか 千代田牧場 442 ―1：58．95 6．6�
11 ラストマンボ 牝3黒鹿54 和田 竜二�グランド牧場 橋田 満 新ひだか グランド牧場 476 ―1：59．11
 4．7�
611 メイショウコンペキ 牡3鹿 56 太宰 啓介松本 好雄氏 �島 一歩 浦河 日の出牧場 530 ―2：00．69 44．7�
48 ロードラウレア 牡3黒鹿56 福永 祐一 	ロードホースクラブ 角居 勝彦 新ひだか ケイアイファーム 460 ―2：00．7
 2．4�
12 キングアーサー 牡3鹿 56 松若 風馬中辻 明氏 杉山 晴紀 浦河 バンブー牧場 556 ―2：01．65 33．5�
816 ワタシノワルツ 牝3芦 54 高倉 稜ライオンレースホース	 杉山 晴紀 浦河 浦河日成牧場 506 ―2：02．13 85．6�

（15頭）
713 ニホンピロユー 牡3黒鹿56 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 490 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 27，871，400円 複勝： 31，813，000円 枠連： 14，605，500円
馬連： 45，801，700円 馬単： 22，598，400円 ワイド： 32，911，000円
3連複： 64，889，400円 3連単： 73，158，300円 計： 313，648，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，650円 複 勝 � 2，420円 � 530円 � 1，460円 枠 連（6－7） 8，840円

馬 連 �� 59，160円 馬 単 �� 149，980円

ワ イ ド �� 15，990円 �� 31，780円 �� 14，230円

3 連 複 ��� 546，820円 3 連 単 ��� 2，039，990円

票 数

単勝票数 差引計 278714（返還計 7487） 的中 � 2913（14番人気）
複勝票数 差引計 318130（返還計 9770） 的中 � 3321（14番人気）� 17072（7番人気）� 5616（13番人気）
枠連票数 差引計 146055（返還計 849） 的中 （6－7） 1280（26番人気）
馬連票数 差引計 458017（返還計 35815） 的中 �� 600（86番人気）
馬単票数 差引計 225984（返還計 16984） 的中 �� 113（182番人気）
ワイド票数 差引計 329110（返還計 27485） 的中 �� 532（86番人気）�� 267（101番人気）�� 598（84番人気）
3連複票数 差引計 648894（返還計 93818） 的中 ��� 89（422番人気）
3連単票数 差引計 731583（返還計 95002） 的中 ��� 26（2199番人気）

ハロンタイム 13．0―11．6―14．6―13．3―13．0―12．6―12．8―12．2―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．6―39．2―52．5―1：05．5―1：18．1―1：30．9―1：43．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シュッドヴァデル �
�
父 トーセンホマレボシ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン 初出走

2016．4．22生 牡3鹿 母 エイシンパンジー 母母 レディダンズ 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔競走除外〕 ニホンピロユー号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ワタシノワルツ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年4月9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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 ディーズハイエンド号・トーホウロドリゲス号・パーフェクトレース号・メイショウランラン号

07054 3月9日 晴 良 （31阪神1）第5日 第6競走 ��
��1，600�サラブレッド系4歳以上

発走12時45分 （芝・右・外）
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
1：31．9
1：30．7

良
良

57 ドラグーンシチー 牡4鹿 57 和田 竜二 �友駿ホースクラブ 北出 成人 浦河 富田牧場 490＋ 21：35．1 2．1�
711 ロードイヒラニ 牡4青鹿57 松山 弘平 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム 472＋121：35．2� 18．7�
58 ジョーアラビカ 牡5芦 57 松若 風馬上田けい子氏 清水 久詞 浦河 杵臼斉藤牧場 512＋ 61：35．41	 8．9�
610 デクレアラー 牡4栗 57 M．デムーロ�G1レーシング 
島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476＋ 61：35．61	 3．6�
34 ラ グ ナ グ 牝6栗 55 太宰 啓介吉田 照哉氏 石橋 守 千歳 社台ファーム 486＋ 6 〃 アタマ 43．9�
11 ナンヨーマーズ 牡5鹿 57 秋山真一郎中村 德也氏 清水 久詞 新冠 新冠橋本牧場 448＋ 21：35．7� 19．1	
69 エアマスカーニ 牡4栃栗57 福永 祐一 �ラッキーフィールド笹田 和秀 様似 猿倉牧場 446＋ 81：35．91	 13．1

45 � モ ハ ー 牝5栗 55 四位 洋文北山 敏�氏 上村 洋行 浦河 ヒダカフアーム 486－ 41：36．0� 39．6�
712� バックドアルート 牡5芦 57 藤井勘一郎金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 518－ 41：36．42� 13．6
22 ヤマニンルネッタ 牝4鹿 55

54 ☆富田 暁土井 薫氏 浅見 秀一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 442＋ 2 〃 ハナ 223．1�

46 カタトゥンボ 牡4栗 57 国分 恭介畑佐 博氏 牧田 和弥 新ひだか 神垣 道弘 488＋ 21：36．61� 148．3�
813 ゼニステレスコープ 牡5鹿 57 A．シュタルケ �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 460＋ 21：36．7クビ 14．4�

（独）

814 グランノーブル 6鹿 57 幸 英明三宅 勝俊氏 佐々木晶三 新冠 オリエント牧場 492－ 2 〃 クビ 131．9�
33 � ダイシンフォルテ 牡5栗 57

56 ☆加藤 祥太大八木信行氏 庄野 靖志 新冠 守矢牧場 560＋ 21：37．55 296．9�
（14頭）

売 得 金
単勝： 33，775，200円 複勝： 48，871，200円 枠連： 15，426，100円
馬連： 63，271，300円 馬単： 32，661，800円 ワイド： 42，915，900円
3連複： 83，035，300円 3連単： 114，522，600円 計： 434，479，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 360円 � 200円 枠 連（5－7） 700円

馬 連 �� 2，050円 馬 単 �� 2，750円

ワ イ ド �� 770円 �� 390円 �� 1，720円

3 連 複 ��� 4，140円 3 連 単 ��� 15，470円

票 数

単勝票数 計 337752 的中 � 126791（1番人気）
複勝票数 計 488712 的中 � 183914（1番人気）� 22270（8番人気）� 48253（3番人気）
枠連票数 計 154261 的中 （5－7） 17030（2番人気）
馬連票数 計 632713 的中 �� 23900（7番人気）
馬単票数 計 326618 的中 �� 8895（6番人気）
ワイド票数 計 429159 的中 �� 14092（9番人気）�� 30762（2番人気）�� 5917（21番人気）
3連複票数 計 830353 的中 ��� 15010（11番人気）
3連単票数 計1145226 的中 ��� 5367（39番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―11．8―12．1―12．3―11．8―11．2―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．7―35．5―47．6―59．9―1：11．7―1：22．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドラグーンシチー �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2017．11．3 京都3着

2015．4．20生 牡4鹿 母 メイショウアンデス 母母 クィーンズダガー 12戦2勝 賞金 24，972，000円
※ダイシンフォルテ号は，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。



07055 3月9日 晴 稍重 （31阪神1）第5日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時15分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．7

重
重

24 ソリストサンダー 牡4黒鹿57 高倉 稜村上 稔氏 高柳 大輔 新冠 村田牧場 478± 01：12．1 3．0�
611 リリーメーカー 牝5鹿 55 �島 良太阿部榮乃進氏 長谷川浩大 厚真 阿部 栄乃進 502－ 4 〃 クビ 93．7�
48 クリノサンレオ 牡6栗 57 幸 英明栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 466－ 21：12．31 2．5�
47 ホープフルスター 牡5栗 57 武 豊前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 516＋ 41：12．51� 8．6�
713 コウエイアンカ �4鹿 57

54 ▲服部 寿希伊東 政清氏 森 秀行 日高 浜本牧場 484－ 21：12．71 13．1�
815	 ベ ー 牡4栗 57 国分 優作北山 敏�氏 坂口 智康 浦河 ヒダカフアーム 494－ 2 〃 クビ 172．6	
612 アユツリオヤジ 牡5栗 57 国分 恭介 
キャピタル・システム 村山 明 浦河 �川 啓一 490＋ 61：12．8
 8．7�
816 マイグランクロア 牝6鹿 55 松若 風馬吉田 勝利氏 森 秀行 浦河 高松牧場 498－ 41：12．9
 73．1�
12 サンライズカラマ 牡5栗 57 藤井勘一郎松岡 隆雄氏 石坂 公一 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 492－ 21：13．0
 55．3
11 メイショウキタグニ 牡4黒鹿 57

56 ☆坂井 瑠星松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 474＋ 21：13．1� 9．3�
35 ニシノダンテ 牡4青鹿57 藤岡 佑介西山 茂行氏 田所 秀孝 浦河 谷川牧場 492＋ 61：13．2クビ 58．4�
510	 カレンエクスカリバ 牡4鹿 57 松山 弘平山口謙太郎氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 560＋ 61：13．41� 88．0�
59 	 リッカクロフネ 牡7芦 57 小牧 太立花 幸雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 原口牧場 480＋ 2 〃 ハナ 116．7�
36 ペ ガ ッ ソ 牡4黒鹿57 酒井 学栗田 知幸氏 谷 潔 浦河 津島 優治 502＋181：13．61� 63．1�
714	 ワンダースニュマン 牝6鹿 55 岩崎 翼山本 能成氏 羽月 友彦 浦河 大島牧場 494－ 41：13．7
 275．6�
23 メイショウマイカゼ 牝6黒鹿 55

52 ▲亀田 温心松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 454＋ 41：14．01� 134．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 34，524，300円 複勝： 39，603，300円 枠連： 16，340，600円
馬連： 66，567，800円 馬単： 30，454，300円 ワイド： 43，392，900円
3連複： 87，246，700円 3連単： 111，589，800円 計： 429，719，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 1，030円 � 120円 枠 連（2－6） 910円

馬 連 �� 8，110円 馬 単 �� 10，820円

ワ イ ド �� 2，060円 �� 180円 �� 2，600円

3 連 複 ��� 6，350円 3 連 単 ��� 36，870円

票 数

単勝票数 計 345243 的中 � 92036（2番人気）
複勝票数 計 396033 的中 � 91312（2番人気）� 5373（10番人気）� 107632（1番人気）
枠連票数 計 163406 的中 （2－6） 13780（3番人気）
馬連票数 計 665678 的中 �� 6359（21番人気）
馬単票数 計 304543 的中 �� 2110（28番人気）
ワイド票数 計 433929 的中 �� 4432（20番人気）�� 84478（1番人気）�� 3485（25番人気）
3連複票数 計 872467 的中 ��� 10291（20番人気）
3連単票数 計1115898 的中 ��� 2194（102番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．8―11．7―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．3―35．1―46．8―59．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．8―3F37．0
3 1（10，12）（2，13）4（8，5，16）（7，6，11）－（9，15）（3，14） 4 ・（1，10，12）－（2，13）（8，4，16）－（5，11）7（9，15）－6（3，14）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ソリストサンダー �
�
父 トビーズコーナー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2017．8．13 小倉4着

2015．5．2生 牡4黒鹿 母 ラヴソースウィート 母母 キソティックラヴ 7戦2勝 賞金 21，866，000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。
（非抽選馬） 2頭 スナークライデン号・ダイシンフォルテ号

07056 3月9日 晴 良 （31阪神1）第5日 第8競走 ��3，900�第21回阪神スプリングジャンプ（Ｊ・ＧⅡ）
発走13時50分 （ 芝 ）
4歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�
減，J・GⅠ競走1着馬2�増，J・GⅡ競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 427，000円 122，000円 61，000円 � コースレコード4：19．8良

811 オジュウチョウサン 牡8鹿 62 石神 深一�チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 516＋ 24：23．6 1．1�
11 タイセイドリーム 牡9鹿 60 平沢 健治田中 成奉氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 556＋104：24．02� 7．5�
33 シンキングダンサー 牡6栗 60 金子 光希佐藤 雄司氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 474－ 64：25．38 23．3�
812 アズマタックン 牡6青鹿60 熊沢 重文東 哲次氏 加用 正 日高 下河辺牧場 520± 04：25．4� 48．3�
67 シークレットパス 牡8芦 60 五十嵐雄祐岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 468－ 64：25．5クビ 23．7�
56 ヤマニンシルフ 牡6栗 60 小坂 忠士土井 肇氏 山内 研二 新冠 錦岡牧場 460± 04：26．24 145．0	
22 スマートカルロス 牡7鹿 60 難波 剛健大川 徹氏 浅見 秀一 日高 豊洋牧場 478－104：27．15 144．4

68 ドラゴンバローズ 牡7栗 60 佐久間寛志猪熊 広次氏 渡辺 薫彦 新ひだか ヒサイファーム 508－ 44：27．63 39．3�
55 ルペールノエル 牡9黒鹿60 高田 潤 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤原 英昭 新ひだか 大典牧場 534＋184：27．7� 30．5�
44 � シゲルクロカジキ 牡6鹿 60 植野 貴也森中 蕃氏 服部 利之 新ひだか 福岡 駿弥 528＋ 44：27．8クビ 157．8
710� メイショウヒカル 牡5鹿 60 森 一馬松本 好�氏 松永 昌博 浦河 太陽牧場 484± 04：32．0大差 202．6�
79 � ユアーザワン 牡7青 60 上野 翔花野 友象氏 高橋 文雅 日高 下河辺牧場 492－ 84：35．2大差 300．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 95，267，300円 複勝： 141，961，100円 枠連： 22，325，000円
馬連： 87，850，700円 馬単： 75，418，500円 ワイド： 66，363，400円
3連複： 133，447，400円 3連単： 376，659，200円 計： 999，292，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 110円 複 勝 � 110円 � 110円 � 150円 枠 連（1－8） 190円

馬 連 �� 200円 馬 単 �� 220円

ワ イ ド �� 130円 �� 310円 �� 460円

3 連 複 ��� 620円 3 連 単 ��� 910円

票 数

単勝票数 計 952673 的中 � 705443（1番人気）
複勝票数 計1419611 的中 � 1086522（1番人気）� 131116（2番人気）� 52621（3番人気）
枠連票数 計 223250 的中 （1－8） 89241（1番人気）
馬連票数 計 878507 的中 �� 333694（1番人気）
馬単票数 計 754185 的中 �� 250922（1番人気）
ワイド票数 計 663634 的中 �� 189069（1番人気）�� 43260（3番人気）�� 26900（8番人気）
3連複票数 計1334474 的中 ��� 160514（3番人気）
3連単票数 計3766592 的中 ��� 299751（2番人気）
上り 1マイル 1：44．2 4F 52．6－3F 39．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
・（7，1）－11－（6，3）2（12，8）＝10，5－4，9・（1，11）7，3，6－2，12＝8－5，10－4＝9

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

勝馬の
紹 介

オジュウチョウサン �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2013．10．19 東京11着

2011．4．3生 牡8鹿 母 シャドウシルエット 母母 ユーワジョイナー 障害：21戦13勝 賞金 574，500，000円



07057 3月9日 晴 良 （31阪神1）第5日 第9競走 ��
��2，400�ゆ き や な ぎ 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 126，000円 36，000円 18，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．1
2：20．6

良
良

22 タイセイモナーク 牡3鹿 56 A．シュタルケ 田中 成奉氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 472＋ 82：28．9 24．0�
（独）

33 アールコンセンサス 牡3黒鹿56 M．デムーロ前原 敏行氏 矢作 芳人 新ひだか チャンピオンズファーム 434＋ 42：29．32� 1．6�
44 マコトジュズマル 牡3栗 56 藤岡 佑介�ディアマント �島 一歩 安平 ノーザンファーム 476－ 42：29．4	 3．8�
11 アーデントリー 牡3鹿 56 松山 弘平巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 438－ 2 〃 アタマ 3．7�
55 タニノドラマ 牡3鹿 56 和田 竜二谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか 西村 和夫 426－ 22：30．78 11．4�

（5頭）

売 得 金
単勝： 35，116，900円 複勝： 30，442，600円 枠連： 発売なし
馬連： 41，232，900円 馬単： 36，962，000円 ワイド： 18，853，600円
3連複： 44，257，800円 3連単： 201，561，400円 計： 408，427，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，400円 複 勝 � 480円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，640円 馬 単 �� 4，220円

ワ イ ド �� 390円 �� 470円 �� 160円

3 連 複 ��� 860円 3 連 単 ��� 10，690円

票 数

単勝票数 計 351169 的中 � 11667（5番人気）
複勝票数 計 304426 的中 � 14132（5番人気）� 148335（1番人気）
馬連票数 計 412329 的中 �� 19466（5番人気）
馬単票数 計 369620 的中 �� 6563（11番人気）
ワイド票数 計 188536 的中 �� 10545（6番人気）�� 8412（8番人気）�� 39308（2番人気）
3連複票数 計 442578 的中 ��� 38280（4番人気）
3連単票数 計2015614 的中 ��� 13660（32番人気）

ハロンタイム 13．3―12．1―12．8―12．6―12．5―12．9―12．9―12．8―12．1―11．2―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．3―25．4―38．2―50．8―1：03．3―1：16．2―1：29．1―1：41．9―1：54．0―2：05．2―2：16．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F34．9
1
3
1，4－2－3，5
1，4，2＝3－5

2
4
1，4－2＝3，5・（1，4）2－3－5

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タイセイモナーク 	


父 ルーラーシップ 	



母父 ゼンノロブロイ デビュー 2018．8．5 小倉15着

2016．1．30生 牡3鹿 母 ア ソ ル ー タ 母母 フレンチバレリーナ 10戦2勝 賞金 17，126，000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。

07058 3月9日 晴 良 （31阪神1）第5日 第10競走 ��
��1，600�うずしおステークス

発走15時00分 （芝・右・外）
牝，4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，55�

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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．9
1：30．7

良
良

67 メイショウオワラ 牝5鹿 55 秋山真一郎松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 464－ 21：34．2 47．8�
79 クィーンズベスト 牝6鹿 55 松山 弘平林 正道氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 510＋ 81：34．3� 7．9�
810 フィニフティ 牝4芦 55 福永 祐一 �キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 442－ 4 〃 クビ 3．8�
78 ミュージアムヒル 牝4鹿 55 武 豊吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 476＋ 61：34．4� 6．3�
55 カリビアンゴールド 牝5黒鹿55 M．デムーロゴドルフィン 	島 一歩 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 474＋ 61：34．5� 5．7�
33 リ カ ビ ト ス 牝5鹿 55 浜中 俊 �キャロットファーム 奥村 武 安平 ノーザンファーム 436± 01：34．6クビ 2．9	
66 クリノラホール 牝6芦 55 藤岡 佑介栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 470＋12 〃 ハナ 24．6

11 オールフォーラヴ 牝4鹿 55 和田 竜二 �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 446－ 6 〃 クビ 22．1�
811 ペルソナリテ 牝6鹿 55 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 428－121：34．91� 25．1
44 ロッテンマイヤー 牝6鹿 55 A．シュタルケ �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 492＋ 41：35．43 24．5�

（独）

22 コパノマリーン 牝6鹿 55 富田 暁小林 祥晃氏 斎藤 誠 日高 ヤナガワ牧場 452－ 61：36．14 114．1�
（11頭）

売 得 金
単勝： 62，549，400円 複勝： 77，292，000円 枠連： 23，466，300円
馬連： 126，851，400円 馬単： 54，736，300円 ワイド： 77，290，500円
3連複： 169，479，900円 3連単： 255，294，800円 計： 846，960，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，780円 複 勝 � 1，090円 � 220円 � 160円 枠 連（6－7） 2，930円

馬 連 �� 16，060円 馬 単 �� 30，180円

ワ イ ド �� 4，610円 �� 2，630円 �� 570円

3 連 複 ��� 16，800円 3 連 単 ��� 215，210円

票 数

単勝票数 計 625494 的中 � 10461（10番人気）
複勝票数 計 772920 的中 � 13443（10番人気）� 93218（4番人気）� 156799（2番人気）
枠連票数 計 234663 的中 （6－7） 6187（10番人気）
馬連票数 計1268514 的中 �� 6121（34番人気）
馬単票数 計 547363 的中 �� 1360（68番人気）
ワイド票数 計 772905 的中 �� 4118（38番人気）�� 7304（31番人気）�� 37605（6番人気）
3連複票数 計1694799 的中 ��� 7564（53番人気）
3連単票数 計2552948 的中 ��� 860（448番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．9―35．5―47．4―59．3―1：10．9―1：22．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウオワラ �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2016．9．24 阪神9着

2014．2．12生 牝5鹿 母 メイショウヤワラ 母母 メイショウサンサン 15戦5勝 賞金 68，267，000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。



07059 3月9日 晴 稍重 （31阪神1）第5日 第11競走 ��
��1，400�ポラリスステークス

発走15時35分 （ダート・右）
4歳以上；負担重量は，日本馬：56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過
額1，200万円毎1�増，�：56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�
増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

48 ヴェンジェンス 牡6栗 56 幸 英明宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 富田牧場 498－ 21：23．3 5．0�
11 タムロミラクル 牡7青鹿57 松若 風馬谷口 屯氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 470－ 21：23．51 59．4�
24 バ イ ラ 牡4鹿 56 和田 竜二杉澤 光雄氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 510－ 2 〃 ハナ 14．1�
23 ヒロブレイブ 牡6鹿 56 	島 良太石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 小河 豊水 494－ 41：23．6
 44．0�
510 サ ン グ ラ ス 牡8青鹿57 M．デムーロ玉置 潔氏 谷 潔 浦河 冨岡 博一 B510－ 21：23．92 8．0�
59 ダノンフェイス 牡6黒鹿57 浜中 俊�ダノックス 大久保龍志 千歳 社台ファーム 528＋ 4 〃 ハナ 14．1	
713 ドリームドルチェ 牡7青鹿56 国分 優作ライオンレースホース� 根本 康広 日高 滝本 健二 510－ 61：24．0� 65．2

714 ダノングッド 牡7栗 57 福永 祐一�ダノックス 村山 明 浦河 三嶋牧場 B520± 01：24．1クビ 10．4�
47 � ルグランフリソン 牡6鹿 57 藤井勘一郎前田 幸治氏 中竹 和也 米 Green Lantern

Stables, LLC 486＋ 8 〃 クビ 11．9�
816 メイショウヒサカタ 牝4栗 54 坂井 瑠星松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 三嶋牧場 490－ 21：24．2� 112．2
36 サトノファンタシー 牡6鹿 58 A．シュタルケ �サトミホースカンパニー 松田 国英 日高 下河辺牧場 500＋ 41：24．3� 14．9�

（独）

611 エレクトロポップ 牡6青鹿56 武 豊 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 492－10 〃 ハナ 6．4�
815 スズカコーズライン 牡5鹿 56 酒井 学永井 啓弍氏 木原 一良 新ひだか グランド牧場 514－ 41：24．51 4．4�
612 ワンダーサジェス 牝6鹿 54 太宰 啓介山本 能成氏 石橋 守 浦河 大島牧場 486－ 2 〃 アタマ 31．1�
35 スマートアヴァロン 牡7黒鹿58 藤岡 佑介大川 徹氏 西園 正都 新ひだか グランド牧場 528＋ 81：24．6クビ 23．1�
12 タイセイエクレール 牡6鹿 56 国分 恭介田中 成奉氏 森田 直行 新ひだか 藤沢牧場 526－ 61：25．02 50．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 75，065，600円 複勝： 108，381，300円 枠連： 59，818，700円
馬連： 261，709，300円 馬単： 91，908，400円 ワイド： 147，719，600円
3連複： 423，227，100円 3連単： 472，850，800円 計： 1，640，680，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 200円 � 1，020円 � 390円 枠 連（1－4） 5，660円

馬 連 �� 17，750円 馬 単 �� 25，430円

ワ イ ド �� 4，890円 �� 1，200円 �� 6，240円

3 連 複 ��� 50，990円 3 連 単 ��� 312，500円

票 数

単勝票数 計 750656 的中 � 119693（2番人気）
複勝票数 計1083813 的中 � 169777（1番人気）� 23174（13番人気）� 69190（6番人気）
枠連票数 計 598187 的中 （1－4） 8180（23番人気）
馬連票数 計2617093 的中 �� 11422（51番人気）
馬単票数 計 919084 的中 �� 2710（94番人気）
ワイド票数 計1477196 的中 �� 7673（52番人気）�� 32820（11番人気）�� 5995（63番人気）
3連複票数 計4232271 的中 ��� 6225（161番人気）
3連単票数 計4728508 的中 ��� 1097（954番人気）

ハロンタイム 12．1―10．4―11．3―11．9―12．2―12．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．5―33．8―45．7―57．9―1：10．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴェンジェンス �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2015．9．27 阪神1着

2013．3．26生 牡6栗 母 スペシャルクイン 母母 ソシアルクイーン 21戦5勝 賞金 118，383，000円
※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） 2頭 エポック号・ブライトアイディア号
（非抽選馬） 3頭 タイセイプライド号・トウショウカウント号・ハヤブサマカオー号
※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。

07060 3月9日 晴 稍重 （31阪神1）第5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 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
1：48．5
1：47．8

重
重

22 バニーテール 牝5芦 55 藤岡 佑介金子真人ホール
ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム 482± 01：52．8 1．6�

814 サ ラ ー ブ 牝4鹿 55 武 豊 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 514± 0 〃 ハナ 7．3�
45 メモリーコウ 牝4栗 55 荻野 琢真�シンザンクラブ 松永 幹夫 浦河 大北牧場 458－ 81：53．22� 10．3�
58 ス ペ ク タ ー 牝5鹿 55 福永 祐一川勝 裕之氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 508＋ 61：53．41� 7．4�
712� スエルテミノル 牝5鹿 55 国分 恭介吉岡 實氏 野中 賢二 新ひだか フジワラフアーム 464± 01：53．5クビ 25．0	
813 ショーカノン 牝5鹿 55 和田 竜二吉冨 学氏 鈴木 伸尋 日高 オリオンファーム 512－ 21：53．81� 109．1

11 クルークハイト 牝5芦 55

54 ☆坂井 瑠星 �キャロットファーム 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 462－ 61：53．9� 43．3�
33 カ カ ア コ 牝5栗 55 藤井勘一郎ニッシンレーシング 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 456＋ 31：54．11	 104．1�
46 フレグラントブレス 牝6芦 55 幸 英明吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 502＋141：54．41� 46．6
34 ノーブルスノー 牝6芦 55 
島 良太吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 490－ 2 〃 ハナ 91．8�
711 マ ユ キ 牝8栗 55

52 ▲服部 寿希稻井田有司氏 森 秀行 新ひだか タガミファーム 498－ 4 〃 同着 167．5�
610 レジェンディスト 牝4鹿 55 A．シュタルケ 吉田 照哉氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 456－ 4 〃 ハナ 7．1�

（独）

69 サイモンジルバ 牝4鹿 55 松山 弘平澤田 昭紀氏 根本 康広 浦河 三嶋牧場 440－161：54．5� 50．6�
57 ウインポプリ 牝5鹿 55 国分 優作�ウイン 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム 454－ 41：55．77 227．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 55，656，900円 複勝： 107，875，900円 枠連： 23，279，300円
馬連： 106，320，000円 馬単： 52，575，900円 ワイド： 64，864，600円
3連複： 153，897，400円 3連単： 248，779，900円 計： 813，249，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 180円 � 160円 枠 連（2－8） 590円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 850円

ワ イ ド �� 280円 �� 290円 �� 980円

3 連 複 ��� 1，480円 3 連 単 ��� 4，170円

票 数

単勝票数 計 556569 的中 � 267001（1番人気）
複勝票数 計1078759 的中 � 651043（1番人気）� 71886（5番人気）� 83102（2番人気）
枠連票数 計 232793 的中 （2－8） 30197（3番人気）
馬連票数 計1063200 的中 �� 130235（3番人気）
馬単票数 計 525759 的中 �� 45892（3番人気）
ワイド票数 計 648646 的中 �� 63492（3番人気）�� 60856（4番人気）�� 14492（13番人気）
3連複票数 計1538974 的中 ��� 77906（6番人気）
3連単票数 計2487799 的中 ��� 43212（11番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．5―37．6―50．1―1：02．8―1：15．4―1：28．2―1：40．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．4
1
3
5，13（7，14）10（1，11）－2，8（4，9）12－3，6
5，13（7，14）（10，2）（1，11）9（4，8）（6，12）3

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

勝馬の
紹 介

バニーテール �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2016．7．31 札幌2着

2014．4．25生 牝5芦 母 ウィンターコスモス 母母 ミスパスカリ 19戦4勝 賞金 58，050，000円
※ショーカノン号は，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。



（31阪神1）第5日 3月9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
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

271，820，000円
18，790，000円
1，690，000円
30，030，000円
62，426，500円
5，088，400円
1，488，000円

勝馬投票券売得金
511，557，500円
761，803，500円
213，411，400円
962，345，300円
491，876，300円
611，789，300円
1，392，722，500円
2，201，066，500円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 7，146，572，300円

総入場人員 15，995名 （有料入場人員 15，122名）
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