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10025 3月30日 曇 良 （31阪神2）第3日 第1競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走9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

44 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± 01：54．3 3．0�
45 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 476－ 21：55．36 5．1�
812 メメランタン 牡3芦 56 M．デムーロ本谷 惠氏 武 幸四郎 日高 沖田牧場 528± 01：55．51� 3．7�
11 リュウノイカリ 牡3黒鹿56 池添 謙一二口 雅一氏 牧浦 充徳 平取 船越 伸也 490± 01：55．82 5．1�
33 ヘニーストライカー 牡3栗 56

55 ☆川又 賢治�ターフ・スポート寺島 良 浦河 中島牧場 502－ 21：56．0	 13．0�
56 ユーバーファル 牡3芦 56 岩崎 翼畑佐 博氏 石橋 守 浦河 中神牧場 502－ 61：56．42
 214．2	
57 キービジュアル 牡3鹿 56 藤井勘一郎 �シルクレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 522± 01：56．5
 10．7

22 ド ナ ブ レ ス 牝3黒鹿54 �島 良太大内 景子氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム B438－ 41：57．03 45．9�
69 テーオースナイパー 牡3鹿 56 国分 恭介小笹 公也氏 清水 久詞 日高 ヤナガワ牧場 458± 01：57．32 44．9�
711 ブルベアロッソ 牝3栗 54 酒井 学 ブルアンドベア 渡辺 薫彦 新冠 オリエント牧場 440＋ 81：57．4クビ 64．6�
710 タガノシャイニー �3栗 56

55 ☆坂井 瑠星八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 492＋ 81：59．1大差 88．0�

68 サニーサインズ 牝3栗 54 国分 優作 ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 松下 武士 新ひだか 畠山牧場 384＋ 42：00．05 227．0�

813 ウ マ カ モ ン �3鹿 56
53 ▲西村 淳也岡 浩二氏 谷 潔 熊本 ストームファーム

コーポレーション 498＋152：00．85 72．4�
（13頭）

売 得 金
単勝： 23，645，400円 複勝： 39，111，600円 枠連： 12，532，800円
馬連： 47，770，700円 馬単： 24，652，700円 ワイド： 35，447，500円
3連複： 74，244，900円 3連単： 98，446，400円 計： 355，852，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 110円 � 130円 � 130円 枠 連（4－4） 800円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 1，160円

ワ イ ド �� 250円 �� 250円 �� 280円

3 連 複 ��� 840円 3 連 単 ��� 3，240円

票 数

単勝票数 計 236454 的中 � 61975（1番人気）
複勝票数 計 391116 的中 � 110288（1番人気）� 65225（3番人気）� 72733（2番人気）
枠連票数 計 125328 的中 （4－4） 12125（3番人気）
馬連票数 計 477707 的中 �� 50075（2番人気）
馬単票数 計 246527 的中 �� 15921（2番人気）
ワイド票数 計 354475 的中 �� 37261（1番人気）�� 35867（2番人気）�� 30942（3番人気）
3連複票数 計 742449 的中 ��� 65993（1番人気）
3連単票数 計 984464 的中 ��� 21980（1番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―14．1―13．0―12．9―12．7―12．5―12．3―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．3―38．4―51．4―1：04．3―1：17．0―1：29．5―1：41．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダンツキャッスル �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2018．6．30 中京7着

2016．4．2生 牡3鹿 母 ダンツクインビー 母母 ダンツシュアー 9戦1勝 賞金 10，250，000円
〔制裁〕 ドナブレス号の騎手�島良太は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：7番・10番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サニーサインズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年4月30日まで平地競

走に出走できない。
ウマカモン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年5月30日まで平地競走に
出走できない。

〔3走成績による出走制限〕 サニーサインズ号・テーオースナイパー号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年5月30日ま
で平地競走に出走できない。

10026 3月30日 曇 良 （31阪神2）第3日 第2競走 ��1，200�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
1：08．8
1：08．7

重
重

816 シーシャープ 牡3鹿 56 岩田 康誠前田 晋二氏 橋口 慎介 新冠 株式会社
ノースヒルズ 532＋ 21：13．4 1．3�

48 アイファーアクター 牡3鹿 56 水口 優也中島 稔氏 作田 誠二 新冠 川上 悦夫 476± 01：14．35 56．6�
815 ヘニーオーザ 牡3鹿 56 藤井勘一郎西森 鶴氏 庄野 靖志 新冠 北星村田牧場 532－ 21：14．51 6．4�
12 マ テ ィ ス 牝3黒鹿54 浜中 俊水上ふじ子氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 450± 0 〃 ハナ 22．9�
612 ラ ブ グ ラ ー 牝3栗 54

51 ▲三津谷隼人増田 陽一氏 渡辺 薫彦 新冠 武田 修一 458－ 61：14．6� 387．0�
24 エイシンオーディン 牡3黒鹿56 幸 英明�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 478＋ 61：14．81 14．0	
714 テイエムブランコ 牡3栗 56 吉田 隼人竹園 正繼氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 512－ 21：15．11� 72．2

510 ラッキーグラン 牡3鹿 56

55 ☆横山 武史林 千枝子氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 B452＋ 21：15．31� 39．5�
36 ルンルンキャット 牝3黒鹿54 松若 風馬�髙昭牧場 高柳 大輔 浦河 高昭牧場 452 ―1：15．61� 57．7
713 ブルベアローザ 牝3栗 54 �島 良太 �ブルアンドベア 飯田 祐史 浦河 三好牧場 428＋ 5 〃 ハナ 475．6�
35 メイショウソウライ 牡3鹿 56 酒井 学松本 好雄氏 本田 優 日高 佐々木 康治 502－101：15．81� 43．4�
11 キングアーサー 牡3鹿 56

55 ☆加藤 祥太中辻 明氏 杉山 晴紀 浦河 バンブー牧場 540－161：15．9� 115．4�
23 トランスフォーム 牡3栗 56

53 ▲亀田 温心芳賀 滿男氏 浜田多実雄 新ひだか フジワラフアーム 462－ 6 〃 アタマ 265．9�
611 メイショウコハギ 牝3青鹿54 四位 洋文松本 好雄氏 千田 輝彦 様似 中脇 一幸 436＋ 81：16．0クビ 101．9�
59 ライトヴェロシティ 牡3鹿 56

53 ▲西村 淳也 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム B508＋ 81：16．21� 7．7�
47 スズカモンド 牡3栗 56

55 ☆森 裕太朗永井 啓弍氏 谷 潔 青森 町屋 勝幸 454＋ 21：17．58 131．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，450，900円 複勝： 153，117，300円 枠連： 15，564，000円
馬連： 55，376，600円 馬単： 38，355，000円 ワイド： 42，806，800円
3連複： 84，977，600円 3連単： 139，615，500円 計： 561，263，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 100円 � 540円 � 120円 枠 連（4－8） 1，880円

馬 連 �� 2，790円 馬 単 �� 3，350円

ワ イ ド �� 900円 �� 160円 �� 1，810円

3 連 複 ��� 2，570円 3 連 単 ��� 11，520円

票 数

単勝票数 計 314509 的中 � 181302（1番人気）
複勝票数 計1531173 的中 � 1214790（1番人気）� 11106（8番人気）� 113440（2番人気）
枠連票数 計 155640 的中 （4－8） 6403（6番人気）
馬連票数 計 553766 的中 �� 15356（8番人気）
馬単票数 計 383550 的中 �� 8584（9番人気）
ワイド票数 計 428068 的中 �� 9989（9番人気）�� 95188（1番人気）�� 4735（21番人気）
3連複票数 計 849776 的中 ��� 24784（7番人気）
3連単票数 計1396155 的中 ��� 8781（32番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―12．3―12．2―11．9―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．7―36．0―48．2―1：00．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シーシャープ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Grand Slam デビュー 2018．9．22 阪神8着

2016．3．29生 牡3鹿 母 フロムスクラッチ 母母 Snow Dance 5戦1勝 賞金 8，300，000円
〔制裁〕 アイファーアクター号の騎手水口優也は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番）

キングアーサー号の騎手加藤祥太は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：2番・6
番）
ヘニーオーザ号の騎手藤井勘一郎は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：2番）

〔タイムオーバーによる出走制限〕 スズカモンド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年4月30日まで平地競走
に出走できない。

〔3走成績による出走制限〕 メイショウソウライ号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年5月30日まで平地競走に出走で
きない。

第２回 阪神競馬 第３日



10027 3月30日 雨 良 （31阪神2）第3日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時55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

612 セ ラ ピ ア 牝3芦 54 藤岡 康太吉田 照哉氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 484 ―1：49．9 2．9�
36 リトミカメンテ 牝3栗 54

53 ☆川又 賢治 �サンデーレーシング 高野 友和 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 432－ 21：50．32� 29．7�

47 ル ベ リ エ 牝3鹿 54 岩田 康誠 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム 402－ 41：50．51� 4．0�
815 ダイアナブライト 牝3鹿 54 浜中 俊 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 436－ 21：50．71 3．9�
510 ウォーターブレイク 牝3黒鹿54 岡田 祥嗣山岡 正人氏 河内 洋 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454± 01：50．91� 11．8�
611 モ イ 牝3黒鹿54 四位 洋文 Him Rock Racing

ホールディングス	 寺島 良 日高 タバタファーム 382＋ 41：51．0� 12．8

713 プリモプレミオ 牝3黒鹿54 吉田 隼人堂守 貴志氏 吉村 圭司 日高 下河辺牧場 442－14 〃 ハナ 20．2�
59 カ リ ナ ン 牝3青鹿 54

53 ☆坂井 瑠星寺田 寿男氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 400－ 21：51．32 86．7�
23 ゲンティアナ 牝3鹿 54 M．デムーロ吉田 勝己氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 414± 01：51．51� 11．3
35 ヘ レ ナ 牝3黒鹿54 �島 克駿	ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 432± 0 〃 ハナ 312．8�
24 クロティルド 牝3鹿 54 藤井勘一郎合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 460－ 61：51．6� 66．8�
11 パーフェクトレース 牝3芦 54

53 ☆横山 武史松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 日高 ヤナガワ牧場 444－ 8 〃 ハナ 175．6�
12 ゴルディロックス 牝3栗 54 �島 良太 �サンデーレーシング 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 392＋ 21：51．7� 285．8�
714 リアオリヴィア 牝3青鹿54 池添 謙一 �シルクレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 438－ 81：52．02 38．8�
48 タガノスピカ 牝3鹿 54 幸 英明八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 470 ―1：52．53 118．3�
816 ク ル シ ュ ー 牝3青鹿54 古川 吉洋畑佐 博氏 牧田 和弥 日高 長谷川牧場 404± 0 〃 ハナ 406．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，731，900円 複勝： 52，108，300円 枠連： 14，363，400円
馬連： 58，869，100円 馬単： 29，742，400円 ワイド： 46，777，200円
3連複： 85，243，000円 3連単： 106，342，300円 計： 433，177，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 600円 � 140円 枠 連（3－6） 3，710円

馬 連 �� 5，680円 馬 単 �� 8，410円

ワ イ ド �� 1，700円 �� 300円 �� 1，720円

3 連 複 ��� 7，490円 3 連 単 ��� 38，930円

票 数

単勝票数 計 397319 的中 � 108875（1番人気）
複勝票数 計 521083 的中 � 106593（2番人気）� 14721（8番人気）� 110788（1番人気）
枠連票数 計 143634 的中 （3－6） 3000（14番人気）
馬連票数 計 588691 的中 �� 8022（18番人気）
馬単票数 計 297424 的中 �� 2650（28番人気）
ワイド票数 計 467772 的中 �� 6455（19番人気）�� 47186（1番人気）�� 6375（21番人気）
3連複票数 計 852430 的中 ��� 8530（25番人気）
3連単票数 計1063423 的中 ��� 1980（125番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．7―37．0―50．5―1：04．0―1：16．5―1：27．6―1：38．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F33．4
3 5，6（7，12）（4，13）（1，9，16）（15，10）（11，14）－3（2，8） 4 ・（5，6，12）13（7，4，9）（10，16）（1，15，14）11（2，3）8

勝馬の
紹 介

セ ラ ピ ア �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Tapit 初出走

2016．4．7生 牝3芦 母 ラ ラ ア 母母 Rose of Summer 1戦1勝 賞金 5，000，000円
〔3走成績による出走制限〕 ヘレナ号・クルシュー号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年5月30日まで平地競走に出

走できない。

10028 3月30日 曇 良 （31阪神2）第3日 第4競走 ��
��2，000�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
1：57．2
1：56．1

良
良

712 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± 02：01．8 4．2�
59 ヴ ィ ン ト 牡3鹿 56 竹之下智昭平山 靖氏 千田 輝彦 平取 坂東牧場 522－ 82：01．9� 4．2�
814 マイサンシャイン 牡3栗 56

53 ▲西村 淳也三田 昌宏氏 五十嵐忠男 安平 ノーザンファーム 472＋ 2 〃 クビ 29．4�
47 ヒルノバーゼル 牡3鹿 56 幸 英明�ヒルノ 西村 真幸 浦河 辻 牧場 B472－ 22：02．0� 23．4�
34 フェリシタシオン 牡3鹿 56 藤井勘一郎 �キャロットファーム 須貝 尚介 日高 中前牧場 510± 0 〃 ハナ 36．1	
35 グレートベースン 牡3青鹿56 岩田 康誠桑畑 
信氏 橋口 慎介 日高 浜本牧場 506＋ 82：02．1クビ 4．8�
713 ウラノメトリア 	3鹿 56 吉田 隼人 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 482－ 42：02．31 4．0�
23 ラバーズケープ 牝3鹿 54

53 ☆川又 賢治 �キャロットファーム 安田 隆行 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 486－ 82：03．36 12．0

58 サクセスクルーズ 牡3黒鹿 56
53 ▲亀田 温心髙嶋 哲氏 北出 成人 新冠 タニグチ牧場 412－ 42：03．4� 396．3�

22 ロードラウレア 牡3黒鹿56 池添 謙一 �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± 02：03．5� 18．6�
46 エレヴァルアスール 牡3黒鹿56 秋山真一郎�アスール 鈴木 孝志 新ひだか 石川 栄一 494＋ 42：03．6クビ 74．6�
610 マイネルリャードフ 牡3栗 56 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 ビッグレッドファーム 440＋ 82：03．92 83．2�
815 マーストランド 牡3黒鹿56 松若 風馬岡田甲子男氏 清水 久詞 むかわ 真壁 信一 486 ―2：04．11� 57．5�
11 レーヴドゥラメール 牝3芦 54

51 ▲岩田 望来 �サンデーレーシング 松下 武士 安平 ノーザンファーム B466± 02：04．2� 26．1�
611 ディープエターナル 牡3鹿 56

53 ▲斎藤 新深見 敏男氏 本田 優 日高 浦新 徳司 484－ 62：05．15 426．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 35，965，500円 複勝： 56，354，600円 枠連： 17，062，300円
馬連： 59，476，100円 馬単： 29，299，700円 ワイド： 46，673，500円
3連複： 86，346，000円 3連単： 104，638，000円 計： 435，815，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 170円 � 170円 � 540円 枠 連（5－7） 440円

馬 連 �� 1，120円 馬 単 �� 2，510円

ワ イ ド �� 470円 �� 2，180円 �� 1，630円

3 連 複 ��� 8，750円 3 連 単 ��� 35，540円

票 数

単勝票数 計 359655 的中 � 66924（3番人気）
複勝票数 計 563546 的中 � 94139（3番人気）� 96464（2番人気）� 20200（7番人気）
枠連票数 計 170623 的中 （5－7） 29567（1番人気）
馬連票数 計 594761 的中 �� 40865（5番人気）
馬単票数 計 292997 的中 �� 8733（12番人気）
ワイド票数 計 466735 的中 �� 27456（6番人気）�� 5245（24番人気）�� 7071（16番人気）
3連複票数 計 863460 的中 ��� 7394（31番人気）
3連単票数 計1046380 的中 ��� 2134（105番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―12．9―12．5―12．4―12．3―12．2―12．1―12．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．3―36．2―48．7―1：01．1―1：13．4―1：25．6―1：37．7―1：49．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ダンスディライト �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2019．1．5 中山3着

2016．2．4生 牡3黒鹿 母 ダンスインザムード 母母 ダンシングキイ 4戦1勝 賞金 7，750，000円
〔制裁〕 ダンスディライト号の騎手M．デムーロは，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。



10029 3月30日 曇 良 （31阪神2）第3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）
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

55 ポップフランセ 牡3栗 56
53 ▲岩田 望来吉田 照哉氏 野中 賢二 千歳 社台ファーム 446－ 41：53．5 11．5�

33 タマモアポローン 牡3黒鹿56 池添 謙一タマモ� 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 490－ 41：54．35 4．9�
77 アッシェンプッテル 牝3鹿 54 城戸 義政 �フジワラ・ファーム 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 502－ 61：54．61� 19．8�
44 タニノマイカ 牝3黒鹿54 �島 良太谷水 雄三氏 寺島 良 新ひだか 西村 和夫 468－ 41：54．7� 8．6�
88 ト イ ガ ー 牡3黒鹿56 小崎 綾也桐谷 敏子氏 村山 明 新冠 高瀬牧場 536＋ 21：55．34 6．7	
11 レオビヨンド 牡3鹿 56 荻野 極�レオ 高柳 大輔 浦河 中島牧場 468－ 21：55．72 52．8

22 スパンキーワールド 牡3栗 56 岩田 康誠大塚 亮一氏 友道 康夫 浦河 杵臼牧場 514＋ 2 〃 クビ 1．9�
66 タ ウ ィ ー ザ 牡3鹿 56 �島 克駿�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 平山牧場 504＋ 41：55．91	 12．3�
89 ア シ ャ カ ド 牡3黒鹿56 藤懸 貴志吉冨 学氏 斉藤 崇史 日高 オリオンファーム 498± 01：56．11 21．3

（9頭）

売 得 金
単勝： 38，751，100円 複勝： 39，456，400円 枠連： 8，053，100円
馬連： 52，014，200円 馬単： 31，934，900円 ワイド： 38，990，800円
3連複： 68，222，300円 3連単： 132，214，900円 計： 409，637，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，150円 複 勝 � 240円 � 170円 � 410円 枠 連（3－5） 2，540円

馬 連 �� 2，570円 馬 単 �� 6，100円

ワ イ ド �� 830円 �� 2，250円 �� 940円

3 連 複 ��� 8，910円 3 連 単 ��� 57，190円

票 数

単勝票数 計 387511 的中 � 26910（5番人気）
複勝票数 計 394564 的中 � 41397（4番人気）� 73504（2番人気）� 20554（7番人気）
枠連票数 計 80531 的中 （3－5） 2448（12番人気）
馬連票数 計 520142 的中 �� 15641（10番人気）
馬単票数 計 319349 的中 �� 3923（24番人気）
ワイド票数 計 389908 的中 �� 12374（10番人気）�� 4307（26番人気）�� 10734（12番人気）
3連複票数 計 682223 的中 ��� 5740（34番人気）
3連単票数 計1322149 的中 ��� 1676（198番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―13．8―13．2―12．7―12．1―12．4―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．4―38．2―51．4―1：04．1―1：16．2―1：28．6―1：40．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．4―3F37．3
1
3
4，5（2，9）（7，8）6（1，3）
4（5，9，8）－（2，7，3）6，1

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

勝馬の
紹 介

ポップフランセ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2018．11．3 京都5着

2016．3．26生 牡3栗 母 アムールポエジー 母母 ハッピーリクエスト 5戦2勝 賞金 14，200，000円

10030 3月30日 曇 良 （31阪神2）第3日 第6競走 ��
��2，000�サラブレッド系4歳以上

発走12時45分 （芝・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
1：57．2
1：56．1

良
良

44 � スマートアエロ 牝4青鹿 55
54 ☆川又 賢治大川 徹氏 石橋 守 新ひだか 飛野牧場 464＋202：02．6 35．7�

55 � サンライズサーカス 牡6青鹿57 岡田 祥嗣松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 B534＋ 6 〃 クビ 4．8�
77 ウォーターミリオン 牡6栗 57

54 ▲西村 淳也山岡 正人氏 田所 秀孝 日高 山際 辰夫 452－ 22：02．91	 106．0�
78 コールストーム 牡5鹿 57 岩田 康誠�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 506－ 42：03．0
 4．1�
810� ギ ャ ツ ビ ー 牡6栗 57 幸 英明 �CHEVAL AT-

TACHE �島 一歩 浦河 村下 明博 458＋16 〃 クビ 30．6�
11 リリーモントルー 牡5鹿 57 池添 謙一土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 438－ 82：03．1
 6．4	
33 サクセステーラー 牡4黒鹿57 国分 優作中西 浩一氏 石橋 守 平取 有限会社中

田牧場 456－ 6 〃 アタマ 11．9

89 フ ォ ン ス 牡6黒鹿 57

54 ▲岩田 望来ゴドルフィン 武 幸四郎 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 470－ 62：04．27 43．9�

22 クリノクーニング 牡4鹿 57 藤井勘一郎栗本 博晴氏 須貝 尚介 様似 様似渡辺牧場 474＋122：04．73 2．5�
66 ダイシンクイント 牡5黒鹿57 荻野 極大八木信行氏 森 秀行 日高 中原牧場 484－ 2 （競走中止） 12．9

（10頭）

売 得 金
単勝： 32，696，800円 複勝： 35，646，900円 枠連： 8，668，600円
馬連： 51，322，500円 馬単： 27，926，300円 ワイド： 37，640，300円
3連複： 67，102，300円 3連単： 109，834，400円 計： 370，838，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，570円 複 勝 � 790円 � 190円 � 1，550円 枠 連（4－5） 9，390円

馬 連 �� 9，600円 馬 単 �� 22，210円

ワ イ ド �� 2，230円 �� 18，130円 �� 5，710円

3 連 複 ��� 109，880円 3 連 単 ��� 1，076，080円

票 数

単勝票数 計 326968 的中 � 7322（8番人気）
複勝票数 計 356469 的中 � 10316（8番人気）� 62611（4番人気）� 5034（10番人気）
枠連票数 計 86686 的中 （4－5） 715（24番人気）
馬連票数 計 513225 的中 �� 4142（26番人気）
馬単票数 計 279263 的中 �� 943（54番人気）
ワイド票数 計 376403 的中 �� 4424（24番人気）�� 529（45番人気）�� 1695（37番人気）
3連複票数 計 671023 的中 ��� 458（107番人気）
3連単票数 計1098344 的中 ��� 74（654番人気）

ハロンタイム 12．8―10．8―13．0―12．7―12．4―12．6―12．3―11．2―12．3―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．6―36．6―49．3―1：01．7―1：14．3―1：26．6―1：37．8―1：50．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�スマートアエロ �
�
父 スマートロビン �

�
母父 Seeking the Gold

2015．2．19生 牝4青鹿 母 ペ ル ヴ ィ ア 母母 Valthea 8戦1勝 賞金 9，300，000円
初出走 JRA

〔競走中止〕 ダイシンクイント号は，4コーナーでつまずき，騎手が落馬したため競走中止。追 加 記 事（第 1回阪神競馬第 8日第 1競走）
〔その他〕　　クリノシラヌイ号は，競走中に疾病〔左第３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。



10031 3月30日 雨 良 （31阪神2）第3日 第7競走 ��
��1，400�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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

36 タガノプレトリア 牡4鹿 57 藤岡 康太八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 454－ 61：25．0 10．7�

12 セカンドエフォート 牡6青鹿57 藤井勘一郎 �シルクレーシング 村山 明 安平 ノーザンファーム 512－ 2 〃 クビ 19．8�
611� クーファウェヌス 牝4栗 55 秋山真一郎大迫久美子氏 武 幸四郎 英 Zenno Man-

agement Inc 482－ 21：25．21 36．1�
48 グランセノーテ 牡6栗 57 M．デムーロ安原 浩司氏 	島 一歩 新ひだか 岡田牧場 534＋ 21：25．3
 2．4�
815 メ ラ ナ イ ト �4青鹿57 	島 克駿�ノースヒルズ 佐々木晶三 新ひだか 土居牧場 456－ 2 〃 ハナ 4．7	
714 アシャカリアン 牡5栗 57 幸 英明吉冨 学氏 大根田裕之 日高 豊洋牧場 490－ 21：25．61
 4．6

47 サンライズフルメン 牡4栗 57 松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 504＋101：25．81 8．3�
59 ショウナンアンビル 牡4栗 57 池添 謙一国本 哲秀氏 高橋 義忠 様似 猿倉牧場 446＋ 2 〃 クビ 21．7�
23 クリノアントニヌス 牡5栗 57 中井 裕二栗本 博晴氏 川村 禎彦 日高 竹島 幸治 526± 01：26．0� 103．8
24 メイショウオオヅツ 牡5鹿 57 岡田 祥嗣松本 好雄氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 548＋241：26．1� 106．3�
713 ショウナンサニー 牡5鹿 57

56 ☆富田 暁国本 哲秀氏 須貝 尚介 新冠 ムラカミファーム 482＋ 2 〃 クビ 52．5�
35 スリーヘリオス 牡4黒鹿57 国分 恭介永井商事� 村山 明 浦河 辻 牧場 508＋101：26．41� 100．2�
612 オーラロード �4青鹿57 小牧 太吉田 勝利氏 庄野 靖志 新冠 アサヒ牧場 462－ 41：26．5
 348．9�
816 トルネードアレイ 牡5黒鹿 57

56 ☆坂井 瑠星 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム B446－101：27．45 46．4�
11 ウエスタンヒューズ 牝4黒鹿 55

52 ▲岩田 望来西川 賢氏 西園 正都 新ひだか ウエスタンファーム 476＋ 41：27．71� 98．0�
510 フ ッ フ ー ル 牝4栗 55 小崎 綾也広尾レース� 小崎 憲 新ひだか 木村 秀則 436－201：29．310 147．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，272，400円 複勝： 58，715，100円 枠連： 17，813，800円
馬連： 79，247，300円 馬単： 36，091，300円 ワイド： 56，651，600円
3連複： 111，472，200円 3連単： 135，167，000円 計： 537，430，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，070円 複 勝 � 300円 � 450円 � 950円 枠 連（1－3） 3，970円

馬 連 �� 4，890円 馬 単 �� 8，820円

ワ イ ド �� 1，280円 �� 4，560円 �� 4，570円

3 連 複 ��� 51，570円 3 連 単 ��� 298，760円

票 数

単勝票数 計 422724 的中 � 31468（5番人気）
複勝票数 計 587151 的中 � 57502（4番人気）� 34350（6番人気）� 14596（8番人気）
枠連票数 計 178138 的中 （1－3） 3469（15番人気）
馬連票数 計 792473 的中 �� 12542（17番人気）
馬単票数 計 360913 的中 �� 3067（32番人気）
ワイド票数 計 566516 的中 �� 11735（15番人気）�� 3160（35番人気）�� 3149（36番人気）
3連複票数 計1114722 的中 ��� 1621（108番人気）
3連単票数 計1351670 的中 ��� 328（606番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．7―12．4―12．5―12．6―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．8―34．5―46．9―59．4―1：12．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノプレトリア �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2017．6．11 阪神4着

2015．2．12生 牡4鹿 母 タガノティアーズ 母母 タガノピアース 23戦2勝 賞金 40，900，000円
〔制裁〕 メラナイト号の騎手	島克駿は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フッフール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年4月30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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 ダノンブライト号・ナイトジュレップ号・ライディングハイ号

10032 3月30日 雨 良 （31阪神2）第3日 第8競走 ��3，140�三木ホースランドパークジャンプステークス
発走13時50分 （ 芝 ）

4歳以上；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金700万円毎1�増
（公財）三木山人と馬とのふれあいの森協会理事長賞（1着）

賞 品
本 賞 16，500，000円 6，600，000円 4，100，000円 2，500，000円 1，650，000円
付 加 賞 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード3：24．8良

22 エ ル ゼ ロ 牡6鹿 60 石神 深一磯波 勇氏 武井 亮 新冠 守矢牧場 B496－103：33．7 15．5�
33 シゲルロウニンアジ 牡6鹿 60 難波 剛健森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新ひだか 武 牧場 504＋ 63：34．12� 23．2�
69 シゲルサツマイモ 牡4鹿 59 植野 貴也森中 蕃氏 大橋 勇樹 日高 スウィング

フィールド牧場 494± 03：34．52� 6．8�
711 リリーシューター 牡6鹿 60 森 一馬土井 孝夫氏 平田 修 日高 下河辺牧場 510－ 23：34．6� 5．9�
814� メイショウオトコギ 	10栗 61 白浜 雄造松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 太陽牧場 512－ 43：34．91� 2．1�
34 ピエナクルーズ 牡6鹿 60 西谷 誠本谷 兼三氏 飯田 祐史 千歳 社台ファーム 460＋ 23：35．0� 7．2�
57 ドラゴンストーム 	7青鹿60 五十嵐雄祐窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462－163：35．21 9．7	
45 � セガールフォンテン 牡9栗 60 江田 勇亮吉橋 興生氏 石毛 善彦 えりも 寺井 文秀 492－103：35．41
 59．7

610 プリンシパルスター 	6青鹿60 小坂 忠士 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 450＋ 83：35．71� 98．9�
58 メイショウゴウキ 	5黒鹿60 田村 太雅松本 和子氏 上村 洋行 安平 �橋本牧場 494－ 43：35．91 16．7
712 クリノキングムーン 牡8黒鹿61 平沢 健治栗本 博晴氏 作田 誠二 浦河 浦河小林牧場 456＋ 63：36．43 85．2�
46 � シゲルクロカジキ 牡6鹿 61 草野 太郎森中 蕃氏 服部 利之 新ひだか 福岡 駿弥 528± 0 〃 アタマ 42．9�
813 サムライフォンテン 牡6黒鹿60 上野 翔吉橋 興生氏 石毛 善彦 登別 登別上水牧場 484＋143：37．99 404．8�
11 � ユアーザワン 牡7青 60 高野 和馬花野 友象氏 高橋 文雅 日高 下河辺牧場 500＋ 83：39．17 224．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 30，210，300円 複勝： 39，131，000円 枠連： 16，411，600円
馬連： 62，496，800円 馬単： 32，039，400円 ワイド： 43，570，000円
3連複： 98，306，700円 3連単： 131，244，100円 計： 453，409，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，550円 複 勝 � 370円 � 610円 � 280円 枠 連（2－3） 3，160円

馬 連 �� 9，150円 馬 単 �� 20，150円

ワ イ ド �� 2，640円 �� 1，940円 �� 1，540円

3 連 複 ��� 22，680円 3 連 単 ��� 145，040円

票 数

単勝票数 計 302103 的中 � 15548（6番人気）
複勝票数 計 391310 的中 � 27553（6番人気）� 15414（8番人気）� 40584（4番人気）
枠連票数 計 164116 的中 （2－3） 4017（13番人気）
馬連票数 計 624968 的中 �� 5289（28番人気）
馬単票数 計 320394 的中 �� 1192（58番人気）
ワイド票数 計 435700 的中 �� 4213（30番人気）�� 5772（21番人気）�� 7348（19番人気）
3連複票数 計 983067 的中 ��� 3250（68番人気）
3連単票数 計1312441 的中 ��� 656（407番人気）
上り 1マイル 1：45．4 4F 51．0－3F 37．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
14（9，11，3）－2，7（12，4）10（5，8）－13－（6，1）
3（14，11）（9，2）－7，4（10，8）－（12，5）－13，6，1

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

勝馬の
紹 介

エ ル ゼ ロ �
�
父 ワークフォース �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2015．7．19 福島9着

2013．4．22生 牡6鹿 母 ゴールドマッシモ 母母 トレヴィサンライズ 障害：16戦2勝 賞金 52，347，000円



10033 3月30日 雨 稍重 （31阪神2）第3日 第9競走 ��
��2，400�ア ザ レ 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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．1
2：20．6

良
良

22 � ヒーリングマインド 牡3鹿 56 池添 謙一ゴドルフィン 松田 国英 愛 Godolphin 472－ 22：27．2 8．9�
44 プランドラー 牡3鹿 56 M．デムーロ �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 482＋14 〃 アタマ 4．4�
88 アドマイヤユラナス 牡3鹿 56 岩田 康誠近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B486－ 22：27．51� 5．4�
89 レッドジェニアル 牡3黒鹿56 酒井 学 �東京ホースレーシング 高橋 義忠 千歳 社台ファーム 480－ 4 〃 クビ 8．0�
33 アールコンセンサス 牡3黒鹿56 吉田 隼人前原 敏行氏 矢作 芳人 新ひだか チャンピオンズファーム 432－ 22：27．81	 7．6	
55 ジェットモーション 牡3黒鹿56 藤岡 康太�G1レーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム B512－ 22：28．01
 22．0

77 ショウリュウイクゾ 牡3栗 56 浜中 俊上田 亙氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム B482± 02：28．1� 2．7�
66 ニューポート 牡3黒鹿56 坂井 瑠星馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 444－ 42：28．63 35．1�
11 ジ ェ ン メ オ 牝3黒鹿54 幸 英明 �社台レースホース西村 真幸 千歳 社台ファーム 458－ 62：30．5大差 24．0

（9頭）

売 得 金
単勝： 58，798，300円 複勝： 75，722，600円 枠連： 16，906，000円
馬連： 109，340，900円 馬単： 51，199，300円 ワイド： 70，154，500円
3連複： 139，935，500円 3連単： 241，667，100円 計： 763，724，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 250円 � 170円 � 150円 枠 連（2－4） 2，250円

馬 連 �� 2，160円 馬 単 �� 4，820円

ワ イ ド �� 720円 �� 850円 �� 440円

3 連 複 ��� 3，500円 3 連 単 ��� 24，720円

票 数

単勝票数 計 587983 的中 � 52755（6番人気）
複勝票数 計 757226 的中 � 66647（6番人気）� 116850（3番人気）� 144512（2番人気）
枠連票数 計 169060 的中 （2－4） 5798（10番人気）
馬連票数 計1093409 的中 �� 39091（11番人気）
馬単票数 計 511993 的中 �� 7954（24番人気）
ワイド票数 計 701545 的中 �� 24595（10番人気）�� 20397（12番人気）�� 43044（5番人気）
3連複票数 計1399355 的中 ��� 29979（15番人気）
3連単票数 計2416671 的中 ��� 7086（101番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．8―24．4―36．9―49．1―1：01．5―1：13．9―1：26．6―1：39．1―1：51．4―2：03．0―2：14．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F35．8
1
3
1，8，4（7，9）3－（5，6）－2
1，8，4，7（3，5，9）（2，6）

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

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 6戦2勝 賞金 19，538，000円

10034 3月30日 雨 稍重 （31阪神2）第3日 第10競走 ��
��1，400�

ちゅうしゅん

ラジオ関西賞仲春特別
発走15時00分 （芝・右）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

ラジオ関西賞（1着）
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 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．5
1：19．0

良
良

44 グランドロワ 牡5栗 57 幸 英明田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 B490－ 61：21．3 5．8�
810 ブルベアトリュフ 牡4鹿 57 M．デムーロ �ブルアンドベア 千田 輝彦 浦河 �川 啓一 458－ 21：21．93	 6．8�
89 モ ア ナ 牝5青鹿55 浜中 俊吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 502＋ 41：22．11 3．2�
77 ディーパワンサ 牝5栗 55 中谷 雄太 �キャロットファーム 松下 武士 安平 ノーザンファーム 454＋ 21：22．2	 37．1�
22 メモリーコロネット 牝4黒鹿55 岩田 康誠�シンザンクラブ 大久保龍志 日高 下河辺牧場 438－ 21：22．3
 4．8	
78 オールザゴー 牡5鹿 57 坂井 瑠星 �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 502＋101：22．4	 5．0

55 チャレアーダ 牝5鹿 55 中井 裕二ゴドルフィン 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478± 0 〃 クビ 15．2�
11 マイネルキャドー 牡4芦 57 藤井勘一郎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 矢野 英一 むかわ 市川牧場 494＋221：22．61� 15．5�
66 ラプソディーア 牝5栗 55 藤岡 康太 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 418－ 8 〃 ハナ 29．4
33 ベ ル カ プ リ 牝5鹿 55 四位 洋文合同会社雅苑興業 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 472± 01：22．81 32．0�

（10頭）

売 得 金
単勝： 54，150，600円 複勝： 71，960，700円 枠連： 20，842，400円
馬連： 123，644，300円 馬単： 53，206，100円 ワイド： 71，213，700円
3連複： 155，064，400円 3連単： 237，451，900円 計： 787，534，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 180円 � 170円 � 140円 枠 連（4－8） 720円

馬 連 �� 2，530円 馬 単 �� 4，610円

ワ イ ド �� 730円 �� 420円 �� 460円

3 連 複 ��� 2，570円 3 連 単 ��� 18，440円

票 数

単勝票数 計 541506 的中 � 74360（4番人気）
複勝票数 計 719607 的中 � 91369（5番人気）� 100957（4番人気）� 160636（1番人気）
枠連票数 計 208424 的中 （4－8） 22140（3番人気）
馬連票数 計1236443 的中 �� 37779（11番人気）
馬単票数 計 532061 的中 �� 8644（21番人気）
ワイド票数 計 712137 的中 �� 23613（10番人気）�� 45151（3番人気）�� 40488（5番人気）
3連複票数 計1550644 的中 ��� 45113（9番人気）
3連単票数 計2374519 的中 ��� 9334（66番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．2―11．1―11．3―11．7―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―34．4―45．5―56．8―1：08．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グランドロワ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Forty Niner デビュー 2016．6．25 阪神2着

2014．3．24生 牡5栗 母 クールネージュ 母母 Kool Arrival 23戦4勝 賞金 66，586，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 ブルベアトリュフ号の騎手M．デムーロは，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。追 加 記 事（第 1回阪神競馬第 7日第 1競走）

〔その他〕　　ユウチャージ号は，競走中に疾病〔右第 1趾骨剥離骨折〕を発症。なお，同馬は「3
走成績による出走制限」の適用を除外。



10035 3月30日 雨 稍重 （31阪神2）第3日 第11競走 ��
��1，400�コーラルステークス（Ｌ）

発走15時35分 （ダート・右）
4歳以上，30．3．31以降31．3．24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 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

59 スマートダンディー 牡5鹿 55 秋山真一郎大川 徹氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 496－ 41：23．1 4．9�
23 イシュトヴァーン 牡4鹿 55 浜中 俊 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 518＋12 〃 クビ 3．2�
815 キングズガード 牡8鹿 58 M．デムーロ�日進牧場 寺島 良 浦河 日進牧場 478－ 51：23．63 7．0�
47 タムロミラクル 牡7青鹿55 幸 英明谷口 屯氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 472＋ 21：23．7� 21．7�
11 ア ー ド ラ ー 牡5鹿 55 松若 風馬吉澤 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 492＋221：23．91 22．4�
713 アポロノシンザン 牡7鹿 56 横山 武史アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 日高 天羽 禮治 480－ 21：24．0� 44．7	
36 ダンツゴウユウ 牡5栗 54 酒井 学山元 哲二氏 谷 潔 浦河 バンブー牧場 470－ 21：24．1� 10．2

611 ダノンフェイス 牡6黒鹿56 池添 謙一�ダノックス 大久保龍志 千歳 社台ファーム 526－ 21：24．41� 7．0�
35 レッドゲルニカ 	6鹿 55 藤井勘一郎 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 548＋ 2 〃 ハナ 66．3
714
 ドリームキラリ 牡7青 57 坂井 瑠星ライオンレースホース� 矢作 芳人 米 Colts Neck

Stables LLC B492－ 21：24．5� 14．8�
510
 ルグランフリソン 牡6鹿 56 藤岡 康太前田 幸治氏 中竹 和也 米 Green Lantern

Stables, LLC 486± 01：24．6� 36．3�
612 サトノファンタシー 牡6鹿 57 岩田 康誠 �サトミホースカンパニー 松田 国英 日高 下河辺牧場 496－ 4 〃 ハナ 11．8�
48 コパノチャーリー 牡7栗 56 国分 恭介小林 祥晃氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 528＋101：24．7クビ 101．0�
12 オ ル ナ 牡7鹿 52 菱田 裕二�ノースヒルズ 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 524－ 41：24．91 34．3�
816� メイショウボンロク 牡8栗 53 古川 吉洋松本 好雄氏 松下 武士 浦河 高昭牧場 514＋ 61：25．22 144．0�
24 トラキチシャチョウ 牡8鹿 52 森 裕太朗 �ミキハウスHKサービス 服部 利之 新冠 村上 欽哉 508－ 41：25．83� 248．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 89，966，400円 複勝： 131，745，200円 枠連： 60，120，000円
馬連： 290，045，900円 馬単： 112，268，300円 ワイド： 168，995，400円
3連複： 454，070，800円 3連単： 561，697，600円 計： 1，868，909，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 150円 � 140円 � 190円 枠 連（2－5） 690円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，650円

ワ イ ド �� 320円 �� 610円 �� 490円

3 連 複 ��� 1，630円 3 連 単 ��� 8，660円

票 数

単勝票数 計 899664 的中 � 145606（2番人気）
複勝票数 計1317452 的中 � 232527（2番人気）� 279649（1番人気）� 154245（3番人気）
枠連票数 計 601200 的中 （2－5） 67390（1番人気）
馬連票数 計2900459 的中 �� 314619（1番人気）
馬単票数 計1122683 的中 �� 50930（2番人気）
ワイド票数 計1689954 的中 �� 146768（1番人気）�� 67147（5番人気）�� 86801（2番人気）
3連複票数 計4540708 的中 ��� 208037（1番人気）
3連単票数 計5616976 的中 ��� 47011（9番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．2―11．9―12．2―12．0―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．7―33．9―45．8―58．0―1：10．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマートダンディー �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2017．2．11 京都2着

2014．5．18生 牡5鹿 母 スマートオーシャン 母母 Ocean Queen 15戦6勝 賞金 113，806，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の10頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）10頭 コスモドーム号・スズカディープ号・タガノディグオ号・トウショウカウント号・バイラ号・ヒロブレイブ号・

ブラヴィッシモ号・ミライヘノツバサ号・リョーノテソーロ号・ローズプリンスダム号

10036 3月30日 雨 稍重 （31阪神2）第3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）
1000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

47 スズカガルチ 牡5栗 57 荻野 極永井 啓弍氏 湯窪 幸雄 新ひだか 上村 清志 B520－ 21：52．1 4．3�
22 ワンダーウマス 牡5鹿 57 岩田 康誠山本 能成氏 高柳 大輔 新ひだか 白井 吉美 484＋ 21：52．63 16．1�
35 グラットシエル 牡5黒鹿57 藤井勘一郎 �社台レースホース石坂 正 安平 追分ファーム 512＋101：52．91� 10．1�
713	 コパノジャッキー 牡4栗 57 浜中 俊小林 祥晃氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 478＋ 3 〃 アタマ 6．4�
611 オ ノ リ ス 牡4黒鹿 57

56 ☆川又 賢治 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 502－ 2 〃 クビ 10．0�
46 ヴァルディノート 牡4黒鹿57 中谷 雄太 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 472－ 61：53．11
 34．0	
34 キングフォルテ 牡4鹿 57 小牧 太平口 信行氏 加用 正 浦河 大柳ファーム 530＋ 6 〃 アタマ 23．4

815 サンマルエンパイア 牡5鹿 57 秋山真一郎相馬 勇氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 466－ 6 〃 ハナ 45．4�
11 テイエムオスカー 牡4黒鹿 57

54 ▲西村 淳也竹園 正繼氏 山内 研二 日高 日高テイエム
牧場株式会社 502＋ 21：53．2クビ 54．3�

610 スピンドクター �4黒鹿57 国分 恭介ゴドルフィン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B464－ 61：53．83� 27．2

23 エンパイアミライ 牡4黒鹿57 M．デムーロ田畑 利彦氏 西村 真幸 浦河 梅田牧場 498－ 61：54．01 3．2�
712	 カレンジラソーレ 牡6栗 57 松若 風馬鈴木 隆司氏 平田 修 千歳 社台ファーム 492＋ 61：54．21� 210．8�
814 シ ョ パ ン 牡6黒鹿57 幸 英明窪田 康志氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 486＋12 〃 クビ 19．4�
59 テンザワールド 牡5栗 57 藤岡 康太天白 泰司氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 438－ 61：54．62� 12．0�
58 	 マイアフェクション 牡5鹿 57 長岡 禎仁五影 隆則氏 石橋 守 新ひだか フジワラフアーム 466－ 21：54．7� 117．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 73，207，700円 複勝： 93，059，000円 枠連： 35，388，800円
馬連： 165，042，800円 馬単： 67，366，500円 ワイド： 110，370，800円
3連複： 241，035，700円 3連単： 298，981，800円 計： 1，084，453，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 160円 � 310円 � 340円 枠 連（2－4） 580円

馬 連 �� 2，560円 馬 単 �� 4，400円

ワ イ ド �� 760円 �� 840円 �� 2，350円

3 連 複 ��� 7，720円 3 連 単 ��� 41，360円

票 数

単勝票数 計 732077 的中 � 134814（2番人気）
複勝票数 計 930590 的中 � 187489（2番人気）� 68297（6番人気）� 61294（7番人気）
枠連票数 計 353888 的中 （2－4） 47190（1番人気）
馬連票数 計1650428 的中 �� 49866（11番人気）
馬単票数 計 673665 的中 �� 11478（14番人気）
ワイド票数 計1103708 的中 �� 38393（6番人気）�� 34476（10番人気）�� 11548（29番人気）
3連複票数 計2410357 的中 ��� 23411（26番人気）
3連単票数 計2989818 的中 ��� 5240（118番人気）

ハロンタイム 13．0―11．5―13．1―12．3―12．6―12．5―12．3―11．8―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．5―37．6―49．9―1：02．5―1：15．0―1：27．3―1：39．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スズカガルチ �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 サンダーガルチ デビュー 2017．2．19 小倉17着

2014．5．22生 牡5栗 母 ウォータームーン 母母 シュミーダー 22戦4勝 賞金 53，700，000円



（31阪神2）第3日 3月30日（土曜日） 曇時々雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良後稍重
良後稍重

競走回数 12回 出走頭数 159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

224，170，000円
17，490，000円
1，620，000円
24，730，000円
65，299，000円
4，948，800円
1，526，400円

勝馬投票券売得金
550，847，300円
846，128，700円
243，726，800円
1，154，647，200円
534，081，900円
769，292，100円
1，666，021，400円
2，297，301，000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 8，062，046，400円

総入場人員 12，206名 （有料入場人員 11，352名）
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