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07025 3月4日 晴 良 （29阪神1）第3日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時00分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

12 イイコトバカリ 牝3鹿 54 松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 468± 01：54．3 2．3�
24 ローゼンハイン 牝3鹿 54 岩田 康誠子安 裕樹氏 梅田 智之 平取 清水牧場 516－ 21：54．62 9．8�
713 タガノアニード 牝3黒鹿54 �島 良太八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 472－ 61：55．02� 19．6�
612 ブランニューカップ 牝3青鹿54 浜中 俊吉田 千津氏 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 434－ 41：55．31� 11．4�
35 メイショウシラカバ 牝3鹿 54 池添 謙一松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 478＋ 41：55．62 25．2�
815 リュウシンローズ 牝3黒鹿 54

51 ▲荻野 極桑畑 �信氏 橋口 慎介 日高 浜本牧場 460－ 21：55．91� 7．1	
11 ローズクイーン 牝3鹿 54

51 ▲富田 暁ライオンレースホース
 木原 一良 浦河 モトスファーム 462± 01：56．32� 43．0�
48 シュクルダール 牝3黒鹿54 国分 恭介 �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム 502± 01：56．51� 5．2
36 カ イ ホ ロ 牝3鹿 54

51 ▲森 裕太朗名古屋友豊
 池添 学 新ひだか 武 牧場 416－ 41：56．81� 79．8�
59 キュイラッサ 牝3栗 54

51 ▲川又 賢治一村 哲也氏 森 秀行 新ひだか 嶋田牧場 440－ 81：57．22� 86．6�
23 レッドジュラーレ 牝3黒鹿54 和田 竜二 
東京ホースレーシング 石坂 正 千歳 社台ファーム 458－ 41：57．41� 31．2�
714 メイショウナンバー 牝3鹿 54 高倉 稜松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 442 ―1：57．72 25．2�
47 コパノレヴィーン 牝3栗 54 柴田 大知小林 祥晃氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 482－ 81：58．02 103．4�
816 ハルノヒダマリ 牝3鹿 54 国分 優作 �三石川上牧場 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 B458－201：58．63� 58．4�
611 カ ン ナ 牝3栗 54 藤岡 康太石川 達絵氏 清水 久詞 日高 永村 侑 498＋ 61：58．81� 19．0�
510 エ ロ イ ナ 牝3鹿 54 幸 英明 
カナヤマホール

ディングス 大根田裕之 安平 追分ファーム 526－ 21：59．54 52．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 19，680，300円 複勝： 29，958，000円 枠連： 11，965，400円
馬連： 42，269，800円 馬単： 21，889，400円 ワイド： 29，197，100円
3連複： 64，116，500円 3連単： 73，371，000円 計： 292，447，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 280円 � 290円 枠 連（1－2） 930円

馬 連 �� 1，160円 馬 単 �� 1，900円

ワ イ ド �� 500円 �� 650円 �� 2，400円

3 連 複 ��� 6，150円 3 連 単 ��� 24，460円

票 数

単勝票数 計 196803 的中 � 66685（1番人気）
複勝票数 計 299580 的中 � 97563（1番人気）� 20854（5番人気）� 19692（6番人気）
枠連票数 計 119654 的中 （1－2） 9920（4番人気）
馬連票数 計 422698 的中 �� 28192（3番人気）
馬単票数 計 218894 的中 �� 8597（4番人気）
ワイド票数 計 291971 的中 �� 15771（3番人気）�� 11721（6番人気）�� 2909（27番人気）
3連複票数 計 641165 的中 ��� 7815（16番人気）
3連単票数 計 733710 的中 ��� 2174（55番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．9―37．2―50．2―1：03．1―1：16．0―1：28．9―1：41．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

イイコトバカリ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2016．6．19 阪神11着

2014．3．1生 牝3鹿 母 ワ ナ 母母 メ ロ ン パ ン 9戦1勝 賞金 7，050，000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〕 エロイナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年4月4日まで平地競走に出

走できない。
※メイショウナンバー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

07026 3月4日 晴 良 （29阪神1）第3日 第2競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10時30分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

816 スマートダンディー 牡3鹿 56 幸 英明大川 徹氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 494－ 41：25．6 2．9�
11 ザ ビ ッ グ 牡3黒鹿56 和田 竜二田畑 富子氏 西橋 豊治 浦河 小倉牧場 458－ 41：25．7� 7．3�
510 マイティドリーム 牡3青鹿56 武 豊矢野 秀春氏 梅田 智之 新ひだか 矢野牧場 480－101：26．02 4．0�
713 ブルベアジュラフ 牡3鹿 56 松若 風馬 �ブルアンドベア 川村 禎彦 新ひだか 土田農場 498－ 41：26．1� 3．5�
47 ペプチドホープ 牡3鹿 56

53 ▲富田 暁沼川 一彦氏 木原 一良 浦河 杵臼牧場 476－ 21：26．2� 48．3�
714 オウケンスターダム 牡3鹿 56 柴田 大知福井 明氏 国枝 栄 浦河 辻 牧場 464－ 8 〃 ハナ 15．2	
612 アントレーン 牝3栗 54 熊沢 重文鹽田 久義氏 浅野洋一郎 新冠 佐藤 静子 428－ 21：26．3� 43．4

59 ニューミレニアム 牡3栗 56 小牧 太 �グランデオーナーズ 吉田 直弘 浦河 上山牧場 426－101：26．51� 25．4�
36 オールージュ 牡3栗 56 高倉 稜 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 加用 正 浦河 岡本牧場 442－121：26．81� 143．9�
35 メイショウアッパレ 牡3鹿 56

55 ☆義 英真松本 好雄氏 本田 優 浦河 太陽牧場 494± 01：26．9� 80．5
12 ブラックシンデレラ 牝3鹿 54 藤岡 康太 Him Rock Racing 荒川 義之 浦河 �川 啓一 452＋ 21：27．0� 48．3�
611 ルーチェミラコロ 牡3黒鹿56 岩田 康誠 �グリーンファーム須貝 尚介 浦河 有限会社

吉田ファーム 448－ 4 〃 ハナ 36．1�
815 ナムラボンド 牡3鹿 56

53 ▲三津谷隼人奈村 信重氏 目野 哲也 日高 ナカノファーム 420－ 81：27．53 201．9�
24 マニアックスター 牡3黒鹿 56

53 ▲荻野 極吉田 和美氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム 540＋ 2 〃 クビ 99．8�
23 クラウンハイト 	3黒鹿56 岡田 祥嗣矢野まり子氏 田島 俊明 登別 青藍牧場 424－ 61：27．6� 292．4�
48 ノアサンキュウ 牝3鹿 54 田中 健杉元 四男氏 福島 信晴 日高 春木 昭雄 462－141：28．66 84．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，995，900円 複勝： 36，106，600円 枠連： 12，944，700円
馬連： 49，614，900円 馬単： 24，311，200円 ワイド： 32，219，800円
3連複： 68，767，700円 3連単： 82，556，400円 計： 329，517，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 120円 � 170円 � 140円 枠 連（1－8） 980円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 1，750円

ワ イ ド �� 360円 �� 260円 �� 510円

3 連 複 ��� 1，460円 3 連 単 ��� 7，010円

票 数

単勝票数 計 229959 的中 � 62303（1番人気）
複勝票数 計 361066 的中 � 89985（1番人気）� 45704（4番人気）� 63453（3番人気）
枠連票数 計 129447 的中 （1－8） 10145（4番人気）
馬連票数 計 496149 的中 �� 33516（5番人気）
馬単票数 計 243112 的中 �� 10388（7番人気）
ワイド票数 計 322198 的中 �� 22359（4番人気）�� 34945（1番人気）�� 14726（6番人気）
3連複票数 計 687677 的中 ��� 35153（4番人気）
3連単票数 計 825564 的中 ��� 8528（14番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．7―12．0―12．1―12．6―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．7―35．4―47．4―59．5―1：12．1

コーナー
通過順位

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

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3鹿 母 スマートオーシャン 母母 Ocean Queen 2戦1勝 賞金 7，400，000円

第１回 阪神競馬 第３日



07027 3月4日 晴 良 （29阪神1）第3日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時00分 （ダート・右）

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

11 エンパイアガール 牝3黒鹿54 小牧 太太田珠々子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 462 ―1：54．3 6．6�
714 マルカノカガヤキ 牡3黒鹿56 森 一馬日下部 猛氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 502 ―1：54．51� 19．3�
510 サンキャッチャー 牝3黒鹿54 浜中 俊 �日高大洋牧場 岡田 稲男 日高 日高大洋牧場 460 ―1：54．92� 6．2�
35 コトノアリュール 牝3栗 54 川須 栄彦北所 直人氏 高橋 康之 日高 広中 稔 476 ―1：55．85 68．9�
12 ファーブルトン 牡3鹿 56 C．ルメール 山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 500 ―1：56．33 2．8�
47 クールモンスター 牡3鹿 56 国分 恭介山内 邦一氏 安達 昭夫 新冠 森永 聡 510 ―1：56．51� 76．3	
713 ト コ シ エ 牝3黒鹿54 岩田 康誠 
Gリビエール・

レーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 500 ―1：56．81� 8．7�
48 ガルトマーン 牡3鹿 56 M．デムーロ �社台レースホース高橋 亮 千歳 社台ファーム 460 ―1：56．9� 6．9�
24 ナリタアマランサス 牝3栗 54

51 ▲森 裕太朗
オースミ 藤沢 則雄 日高 白井牧場 466 ―1：57．11� 40．2
59 テイエムアラナミ 牡3栗 56 小林 徹弥竹園 正繼氏 山内 研二 新冠 タニグチ牧場 506 ―1：57．63 9．0�
815 オウケンサクラブ 牝3栗 54 福永 祐一福井 明氏 安田 隆行 新冠 高瀬牧場 432 ―1：58．45 21．8�
23 デンコウフドウ 牝3栗 54 �島 良太田中 康弘氏 渡辺 薫彦 様似 中脇 一幸 470 ―1：58．5� 59．6�
611 ヒロノオンリーワン 牡3黒鹿 56

55 ☆義 英真小野 博郷氏 崎山 博樹 新ひだか 山田牧場 510 ―1：58．6� 43．6�
816 マーティンファラン 牡3鹿 56 柴田 大知大戸 志浦氏 沖 芳夫 新ひだか 高橋 修 520 ―1：59．34 134．0�
612 サンライズレイド 牡3黒鹿56 熊沢 重文松岡 隆雄氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 528 ―2：01．1大差 101．4�
36 クリノテレジア 牝3栗 54 田中 健栗本 博晴氏 川村 禎彦 日高 日西牧場 488 ― （競走中止） 100．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，345，300円 複勝： 28，986，400円 枠連： 14，706，900円
馬連： 37，766，700円 馬単： 21，124，500円 ワイド： 24，428，700円
3連複： 49，994，700円 3連単： 59，873，400円 計： 257，226，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 250円 � 490円 � 210円 枠 連（1－7） 690円

馬 連 �� 5，620円 馬 単 �� 8，720円

ワ イ ド �� 1，830円 �� 700円 �� 1，730円

3 連 複 ��� 10，200円 3 連 単 ��� 67，290円

票 数

単勝票数 計 203453 的中 � 24587（3番人気）
複勝票数 計 289864 的中 � 30914（4番人気）� 12988（7番人気）� 41736（2番人気）
枠連票数 計 147069 的中 （1－7） 16334（3番人気）
馬連票数 計 377667 的中 �� 5208（19番人気）
馬単票数 計 211245 的中 �� 1816（34番人気）
ワイド票数 計 244287 的中 �� 3360（20番人気）�� 9327（6番人気）�� 3560（19番人気）
3連複票数 計 499947 的中 ��� 3676（28番人気）
3連単票数 計 598734 的中 ��� 645（202番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―37．5―50．7―1：03．8―1：16．6―1：29．0―1：41．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F37．7
1
3
1，14（5，7）11（2，10，12，15）－（16，8）6，13，9，4，3
1，14（5，7）10，2－（16，11，8）－（12，15）（9，13）4，6，3

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

勝馬の
紹 介

エンパイアガール �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 Spinning World 初出走

2014．4．27生 牝3黒鹿 母 ロ ー ズ ボ ー 母母 Minister’s Song 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔競走中止〕 クリノテレジア号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔制裁〕 マルカノカガヤキ号の騎手森一馬は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番）

テイエムアラナミ号の騎手小林徹弥は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンライズレイド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年4月4日まで平地競

走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 クリノテレジア号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成29年4月4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11頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）11頭 インペリオアスール号・ヴォーチェドーロ号・ジューダス号・ジョーバッハ号・ナムラストレート号・

バレステロス号・ブルベアポーラー号・ペガサスシャーイン号・マコトタリスマン号・ララメダイユドール号・
ロードスタルディ号

07028 3月4日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （29阪神1）第3日 第4競走 ��2，970�サラブレッド系障害4歳以上

発走11時30分 （芝・ダート）

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

22 � ゴ ー ス ル ー 牡7鹿 60 大江原 圭 �静内白井牧場 大江原 哲 新ひだか 橋本牧場 476－ 63：22．3 24．8�
33 � ユアーザワン 牡5青 60 高野 和馬花野 友象氏 高橋 文雅 日高 下河辺牧場 498－ 83：24．0大差 7．0�
11 シゲルサンマ 牡4黒鹿59 植野 貴也森中 蕃氏 飯田 祐史 日高 高山 博 560＋123：24．85 27．3�
55 プ レ ス リ ー 牡6黒鹿60 蓑島 靖典田畑 富子氏 南田美知雄 浦河 山口 義彦 508－ 83：24．9� 31．8�
77 リバーソウル 牡6黒鹿60 中村 将之林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 472－ 83：25．0� 2．0�
810 ゴールドメダリオン �5栗 60 難波 剛健西田 彰宏氏 松元 茂樹 日高 スマイルファーム 468± 03：25．74 11．4	
78 マ ッ ク ー ル 牡4鹿 59 浜野谷憲尚 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 剛 浦河 辻 牧場 492＋ 43：25．91 9．5�
89 アイファーマグオー 牡5栗 60 熊沢 重文中島 稔氏 飯田 雄三 新ひだか 野表 篤夫 528＋103：27．7大差 5．4�
66 � クラウンドリーム 牡4芦 59 上野 翔矢野まり子氏 伊藤 伸一 新冠 ヒカル牧場 490＋123：29．08 84．8
44 コスモグレースフル 牡8鹿 60 五十嵐雄祐 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 浦河 木村牧場 506－ 8 （競走中止） 7．9�

（10頭）

売 得 金
単勝： 16，981，100円 複勝： 21，079，300円 枠連： 10，726，100円
馬連： 32，244，600円 馬単： 21，427，700円 ワイド： 21，110，000円
3連複： 48，817，300円 3連単： 80，720，500円 計： 253，106，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，480円 複 勝 � 700円 � 200円 � 680円 枠 連（2－3） 5，930円

馬 連 �� 5，300円 馬 単 �� 14，620円

ワ イ ド �� 1，390円 �� 4，130円 �� 2，380円

3 連 複 ��� 31，180円 3 連 単 ��� 254，440円

票 数

単勝票数 計 169811 的中 � 5461（7番人気）
複勝票数 計 210793 的中 � 6961（9番人気）� 34607（2番人気）� 7161（8番人気）
枠連票数 計 107261 的中 （2－3） 1400（17番人気）
馬連票数 計 322446 的中 �� 4710（20番人気）
馬単票数 計 214277 的中 �� 1099（50番人気）
ワイド票数 計 211100 的中 �� 3987（19番人気）�� 1296（35番人気）�� 2283（29番人気）
3連複票数 計 488173 的中 ��� 1174（78番人気）
3連単票数 計 807205 的中 ��� 230（491番人気）
上り 1マイル 1：49．9 4F 53．8－3F 40．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ゴ ー ス ル ー �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 ウォーニング

2010．3．31生 牡7鹿 母 ジプシーダンサー 母母 インヴァイト 障害：5戦1勝 賞金 7，800，000円
初出走 JRA

〔競走中止〕 コスモグレースフル号は，8号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 クラウンドリーム号の騎手上野翔は，1周目7号障害を外側に斜飛したことについて過怠金10，000円。（被害馬：9番）



07029 3月4日 晴 良 （29阪神1）第3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
1：32．0
1：30．7

良
良

24 シンギュラリティ 牡3鹿 56 C．ルメール 吉田 勝己氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 486－ 41：35．6 3．5�
48 スマートウェールズ 牡3黒鹿56 武 豊大川 徹氏 石坂 正 浦河 杵臼牧場 454± 0 〃 クビ 3．2�
47 ヤマニンペダラーダ 牡3黒鹿56 池添 謙一土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 460－ 21：35．91� 9．6�
510 クリスタルバブルス 牡3黒鹿56 高倉 稜 Him Rock Racing 加用 正 日高 タバタファーム B456－ 41：36．11� 32．7�
714 ト ッ プ ラ ン 牡3鹿 56 太宰 啓介�ノースヒルズ 高橋 亮 浦河 高岸 順一 482－ 21：36．2クビ 251．8�
36 ロードソリスト 牡3鹿 56 福永 祐一 �ロードホースクラブ 橋田 満 新ひだか ケイアイファーム 454＋ 21：36．3� 5．8	
612 ナリタアマリリス 牝3黒鹿54 川島 信二�オースミ 松元 茂樹 浦河 �川 啓一 430－ 4 〃 クビ 70．6

12 アルマローラン 牡3鹿 56 幸 英明コウトミックレーシング 西浦 勝一 新冠 大栄牧場 446－ 6 〃 ハナ 6．1�
816 ラ レ ー タ 牡3栗 56 岩田 康誠�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 464± 01：36．4クビ 26．9�
611 ホープバイオ 牡3鹿 56 和田 竜二バイオ� 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 424－ 41：36．61� 47．0
11 ロックイット 牡3黒鹿56 川田 将雅 �CHEVAL AT-

TACHE �島 一歩 浦河 大島牧場 468＋ 81：36．7クビ 24．4�
713 シ ャ ブ リ 牝3鹿 54 浜中 俊石川 達絵氏 大久保龍志 浦河 桑田牧場 438 ―1：36．91� 18．6�
23 メイショウツムギ 牝3栗 54 国分 恭介松本 好雄氏 石橋 守 浦河 太陽牧場 450± 01：37．0� 130．9�
815 ベルウッドカペラ 牡3青鹿56 藤岡 康太鈴木 照雄氏 高橋 康之 日高 シンボリ牧場 456－ 41：37．21� 222．1�
35 マクトゥーブ 牝3黒鹿54 四位 洋文杉山 一穂氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 458－ 81：38．26 114．1�
59 マテラグローバル 牡3黒鹿 56

53 ▲川又 賢治大野 剛嗣氏 森 秀行 浦河 高松牧場 516＋161：38．52 363．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，401，300円 複勝： 41，703，900円 枠連： 14，481，200円
馬連： 55，400，800円 馬単： 29，712，300円 ワイド： 38，291，900円
3連複： 83，228，300円 3連単： 97，807，000円 計： 389，026，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 160円 � 130円 � 190円 枠 連（2－4） 520円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，360円

ワ イ ド �� 260円 �� 720円 �� 490円

3 連 複 ��� 2，080円 3 連 単 ��� 7，860円

票 数

単勝票数 計 284013 的中 � 64284（2番人気）
複勝票数 計 417039 的中 � 63728（2番人気）� 96517（1番人気）� 48101（5番人気）
枠連票数 計 144812 的中 （2－4） 21427（1番人気）
馬連票数 計 554008 的中 �� 62765（1番人気）
馬単票数 計 297123 的中 �� 16282（1番人気）
ワイド票数 計 382919 的中 �� 42833（1番人気）�� 12367（9番人気）�� 19225（4番人気）
3連複票数 計 832283 的中 ��� 29945（3番人気）
3連単票数 計 978070 的中 ��� 9017（8番人気）

ハロンタイム 12．8―10．9―11．4―13．2―12．8―11．3―11．3―11．9

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．3―3F34．5
3 10，1－7（6，13）（8，15）（4，11）12，3，16－（5，14）（9，2） 4 10（1，7，13，15，14）（6，2）（8，11，12）（4，5）（3，16）9

勝馬の
紹 介

シンギュラリティ �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 Grand Lodge デビュー 2016．12．23 中山6着

2014．4．30生 牡3鹿 母 サミットヴィル 母母 Tina Heights 4戦1勝 賞金 9，000，000円
※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 メイショウバンカラ号

07030 3月4日 晴 良 （29阪神1）第3日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時50分 （芝・右・外）
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
1：44．5
1：43．9

良
良

68 クリアザトラック 牡3鹿 56 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 456＋141：47．4 3．2�
33 プラチナムバレット 牡3芦 56 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 482－10 〃 ハナ 3．2�
11 バ ル デ ス 牡3栗 56 C．ルメール �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 492－ 61：47．61� 3．5�
710 デュパルクカズマ 牡3鹿 56 藤岡 康太合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 434＋ 21：47．92 12．2�
67 � メ リ オ ラ 牡3鹿 56 和田 竜二前田 幸治氏 中竹 和也 米 Diamond A

Racing Corp. 418－ 21：48．0クビ 55．7	
56 ラントシャフト 牝3栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 440± 01：48．1	 58．6

22 ダノンロマン 牡3黒鹿56 川田 将雅�ダノックス 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 440＋ 21：48．2
 7．9�
79 アドマイヤプリヴ 牡3青鹿56 福永 祐一近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 448＋ 8 〃 クビ 25．1�
44 グ リ ト ニ ル 牡3鹿 56 岩田 康誠杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 422－ 41：48．3クビ 130．9
55 ナムラライラ 牝3黒鹿54 幸 英明奈村 睦弘氏 福島 信晴 様似 猿倉牧場 450－ 41：48．51� 103．7�
812 ザモンゴメリー 牡3鹿 56 武 豊 �サンデーレーシング 高橋 義忠 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506± 01：48．71
 21．8�
811 フ レ ー バ ー 牝3栗 54 松若 風馬 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥村 豊 新冠 ビッグレッドファーム 460＋ 41：49．01	 195．3�
（12頭）

売 得 金
単勝： 39，403，100円 複勝： 56，174，000円 枠連： 13，327，600円
馬連： 70，389，100円 馬単： 37，004，800円 ワイド： 42，342，500円
3連複： 93，716，700円 3連単： 140，872，800円 計： 493，230，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 120円 � 110円 � 120円 枠 連（3－6） 550円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 1，050円

ワ イ ド �� 250円 �� 260円 �� 210円

3 連 複 ��� 540円 3 連 単 ��� 3，050円

票 数

単勝票数 計 394031 的中 � 98174（1番人気）
複勝票数 計 561740 的中 � 106328（3番人気）� 139831（1番人気）� 124459（2番人気）
枠連票数 計 133276 的中 （3－6） 18560（1番人気）
馬連票数 計 703891 的中 �� 107914（1番人気）
馬単票数 計 370048 的中 �� 26312（4番人気）
ワイド票数 計 423425 的中 �� 41712（2番人気）�� 40343（3番人気）�� 53879（1番人気）
3連複票数 計 937167 的中 ��� 127830（1番人気）
3連単票数 計1408728 的中 ��� 33423（3番人気）

ハロンタイム 12．9―11．4―11．6―12．1―12．7―12．6―11．5―11．2―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．3―35．9―48．0―1：00．7―1：13．3―1：24．8―1：36．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クリアザトラック �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．11．5 京都1着

2014．2．9生 牡3鹿 母 クロウキャニオン 母母 ク ロ カ ミ 3戦2勝 賞金 14，200，000円



07031 3月4日 晴 良 （29阪神1）第3日 第7競走 ��
��1，400�サラブレッド系4歳以上

発走13時20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

47 � エイシンビジョン 牡4鹿 57 岩田 康誠�栄進堂 藤原 英昭 米
Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

464＋ 21：24．4 6．5�
48 サトノワイバーン 牡4黒鹿 57

54 ▲森 裕太朗里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 502－ 21：24．61	 7．1�
24 タイセイパルサー 牡4黒鹿57 川島 信二田中 成奉氏 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 500＋ 61：24．7	 31．4�
714 ドンボラーレ 牡4栗 57 浜中 俊山田 貢一氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 450－ 41：24．8	 4．4�
36 
 シゲルオニカマス 牡4鹿 57 幸 英明森中 蕃氏 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 538± 01：25．22	 12．0�
12 シゲルメジロザメ 牝4鹿 55 高倉 稜森中 蕃氏 高橋 康之 浦河 三好牧場 448＋ 81：25．52 48．7	
816 マコトシャムロック 牡4青鹿57 藤岡 康太�ディアマント 松田 国英 新冠 新冠橋本牧場 502－ 21：25．6クビ 14．2

611 イサチルホープ 牡5栗 57 国分 優作小坂 功氏 大根田裕之 日高 戸川牧場 476± 0 〃 ハナ 3．6�
510 フラワーファースト 牝4鹿 55 川田 将雅�KTレーシング 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 470＋10 〃 アタマ 26．1�
815 ゴットロマーネ 牡4栗 57

54 ▲富田 暁後藤 進氏 木原 一良 浦河 岡本 昌市 464－ 41：25．7� 26．8
713 リヴァイタライズ 牡4青鹿 57

54 ▲荻野 極 �サンデーレーシング 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 494＋ 21：25．8� 46．5�
612
 スズカディープ �5青鹿57 松若 風馬永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 B434－15 〃 アタマ 32．0�
35 
 ウイングエンペラー 牡4栗 57 福永 祐一池田 實氏 目野 哲也 新冠 村上 欽哉 476－ 41：26．01 60．5�
11 ウォーターミリオン 牡4栗 57 和田 竜二山岡 正人氏 田所 秀孝 日高 山際 辰夫 446－ 6 〃 ハナ 21．7�
59 ナ イ ス ワ ン 牡4栗 57 小坂 忠士田畑 富子氏 奥村 豊 新ひだか 中橋 清 454－ 21：27．8大差 114．4�
23 メイショウフウシャ 牝4鹿 55 柴田 大知松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 462－ 21：29．07 19．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，072，900円 複勝： 39，762，200円 枠連： 17，466，200円
馬連： 60，883，000円 馬単： 26，272，100円 ワイド： 40，015，500円
3連複： 84，923，700円 3連単： 93，387，300円 計： 388，782，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 290円 � 270円 � 850円 枠 連（4－4） 2，250円

馬 連 �� 2，340円 馬 単 �� 4，190円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 4，350円 �� 2，760円

3 連 複 ��� 26，340円 3 連 単 ��� 126，550円

票 数

単勝票数 計 260729 的中 � 31979（3番人気）
複勝票数 計 397622 的中 � 37891（5番人気）� 41838（3番人気）� 10568（10番人気）
枠連票数 計 174662 的中 （4－4） 6004（9番人気）
馬連票数 計 608830 的中 �� 20151（7番人気）
馬単票数 計 262721 的中 �� 4702（11番人気）
ワイド票数 計 400155 的中 �� 10628（8番人気）�� 2318（48番人気）�� 3688（32番人気）
3連複票数 計 849237 的中 ��� 2418（84番人気）
3連単票数 計 933873 的中 ��� 535（404番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．4―12．2―12．4―12．5―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．0―34．4―46．6―59．0―1：11．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F37．8
3 ・（3，8）（9，10）（7，12）（5，11）（16，14）－6－（2，4）－（1，13）－15 4 ・（8，10）（3，9，7，12）（5，16，14）11，6，4（1，13）2＝15

勝馬の
紹 介

�エイシンビジョン �
�
父 Lonhro �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2015．12．27 阪神10着

2013．3．14生 牡4鹿 母 Christine Daae 母母 Descapate 7戦2勝 賞金 15，600，000円
〔制裁〕 ウイングエンペラー号の騎手福永祐一は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：11番・16番・

14番）
※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。
（非当選馬） 2頭 コンクエストシチー号・マスターリデル号
（非抽選馬） 1頭 テイケイラピッド号

07032 3月4日 晴 良 （29阪神1）第3日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時50分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

55 スノードルフィン 牡4黒鹿57 藤岡 康太 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B488± 01：53．7 7．9�

44 サンライズウィズ 牡4鹿 57 川田 将雅松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 浦河小林牧場 488＋ 6 〃 クビ 13．2�
56 ワンダーアビルマン 牡4黒鹿57 小牧 太山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 490± 01：53．8クビ 4．3�
11 トウショウコマンチ 牡4青鹿57 �島 良太トウショウ産業� 角田 晃一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 514－ 21：54．01� 19．8�
67 � キングズアフェアー 	5黒鹿57 和田 竜二吉田 照哉氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム 524－ 41：54．42
 23．2�
79 コパノアラジン 牡4栗 57 柴田 未崎小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか 伊藤 敏明 522－ 2 〃 クビ 13．8	
22 トウケイフクキタル 牡4栗 57 幸 英明木村 信彦氏 湯窪 幸雄 日高 道見牧場 482± 01：54．5
 26．6

811 ギンザマトリックス 牡4栗 57 松若 風馬有馬 博文氏 水野 貴広 浦河 高昭牧場 438－ 61：54．92
 22．2�
812 ナンヨーアーミー 牡4鹿 57 C．ルメール 中村 德也氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 534＋ 81：55．11� 7．1�
33 � キングジュエリー 牡4栗 57 岩田 康誠平井 裕氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 534－ 41：55．31 59．2
710 ガ ウ ェ イ ン 牡4鹿 57 福永 祐一西森 鶴氏 目野 哲也 平取 二風谷ファーム 484＋ 41：55．83 2．4�
68 マスターリデル 牡5鹿 57 森 一馬吉岡 泰治氏 松永 昌博 新冠 飛渡牧場 474＋ 21：56．43
 170．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 28，316，600円 複勝： 39，570，700円 枠連： 16，960，000円
馬連： 68，411，900円 馬単： 33，916，300円 ワイド： 41，402，300円
3連複： 86，426，100円 3連単： 120，649，300円 計： 435，653，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 190円 � 280円 � 160円 枠 連（4－5） 1，670円

馬 連 �� 3，870円 馬 単 �� 8，900円

ワ イ ド �� 1，300円 �� 540円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 4，790円 3 連 単 ��� 36，790円

票 数

単勝票数 計 283166 的中 � 28364（4番人気）
複勝票数 計 395707 的中 � 54045（3番人気）� 30474（5番人気）� 73525（2番人気）
枠連票数 計 169600 的中 （4－5） 7854（6番人気）
馬連票数 計 684119 的中 �� 13674（14番人気）
馬単票数 計 339163 的中 �� 2858（32番人気）
ワイド票数 計 414023 的中 �� 7913（17番人気）�� 20688（4番人気）�� 9215（11番人気）
3連複票数 計 864261 的中 ��� 13529（15番人気）
3連単票数 計1206493 的中 ��� 2377（130番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―37．6―50．7―1：03．4―1：16．1―1：28．5―1：41．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スノードルフィン �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 Storm Cat デビュー 2015．7．19 中京6着

2013．2．6生 牡4黒鹿 母 スノーキトゥン 母母 Embassy 12戦2勝 賞金 23，750，000円
※マスターリデル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



07033 3月4日 晴 良 （29阪神1）第3日 第9競走 ��
��2，000�

せ ん り や ま

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

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．6
1：56．1

良
良

67 タツゴウゲキ 牡5鹿 57 M．デムーロ鈴木 髙幸氏 �島 一歩 新冠 川上牧場 494＋102：01．6 4．6�
33 ヒルノドンカルロ 牡7青鹿57 四位 洋文�ヒルノ 昆 貢 新ひだか 酒井 秀紀 B522± 02：01．91	 7．1�
66 ラ デ ィ ウ ス 牡6鹿 57 川田 将雅名古屋友豊� 高野 友和 新冠 オリエント牧場 472＋ 8 〃 ハナ 10．1�
11 バティスティーニ 牡4鹿 57 C．ルメール �サンデーレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム 488＋ 2 〃 ハナ 2．0�
811 アドマイヤツヨシ 牡7鹿 57 幸 英明近藤 利一氏 梅田 智之 新冠 新冠橋本牧場 470－ 62：02．11
 81．0	
78 ダブルイーグル 牡9鹿 57 小牧 太田邉 康子氏 西橋 豊治 むかわ フラット牧場 484－ 6 〃 クビ 18．5

44 ト ル ス ト イ 牡7鹿 57 福永 祐一近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 490－ 62：02．2� 7．5�
810 サダムロードショー 牡7鹿 57 岩田 康誠大西 定氏 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482＋ 82：02．51	 39．6�
22 アグネスミニッツ 牡6栗 57 太宰 啓介上山 牧氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 508± 02：02．81	 23．0
55 � リ ッ ジ マ ン 牡4鹿 57 藤岡 康太�辻牧場 庄野 靖志 浦河 辻 牧場 460＋ 82：03．01
 46．9�
79 � ダイシンロイ 牡6黒鹿57 松若 風馬大八木信行氏 吉田 直弘 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480＋10 〃 クビ 133．8�
（11頭）

売 得 金
単勝： 38，674，700円 複勝： 48，915，500円 枠連： 18，519，800円
馬連： 85，390，200円 馬単： 44，730，300円 ワイド： 49，154，100円
3連複： 111，318，400円 3連単： 186，845，300円 計： 583，548，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 180円 � 200円 � 240円 枠 連（3－6） 1，140円

馬 連 �� 1，490円 馬 単 �� 2，750円

ワ イ ド �� 560円 �� 630円 �� 880円

3 連 複 ��� 4，250円 3 連 単 ��� 16，580円

票 数

単勝票数 計 386747 的中 � 66675（2番人気）
複勝票数 計 489155 的中 � 77029（2番人気）� 64092（4番人気）� 47791（5番人気）
枠連票数 計 185198 的中 （3－6） 12561（4番人気）
馬連票数 計 853902 的中 �� 44201（5番人気）
馬単票数 計 447303 的中 �� 12178（9番人気）
ワイド票数 計 491541 的中 �� 22971（5番人気）�� 20203（7番人気）�� 13853（12番人気）
3連複票数 計1113184 的中 ��� 19617（16番人気）
3連単票数 計1868453 的中 ��� 8169（54番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．5―37．5―50．3―1：02．7―1：15．0―1：27．0―1：38．5―1：49．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タツゴウゲキ �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 Singspiel デビュー 2015．6．6 阪神10着

2012．4．21生 牡5鹿 母 ニシノプルメリア 母母 ニシノムーンライト 13戦3勝 賞金 39，152，000円

07034 3月4日 晴 良 （29阪神1）第3日 第10競走 ��
��1，400�

は り ま

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

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

35 サウススターマン 牡6黒鹿57 川田 将雅南波 壽氏 加用 正 新冠 武田 修一 520± 01：23．2 2．8�
610 ラインシュナイダー 牡5鹿 57 武 豊大澤 繁昌氏 沖 芳夫 新ひだか 畠山牧場 472＋ 2 〃 クビ 3．6�
713 センターピース 牡5栗 57 C．ルメール 水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 478－ 41：23．41� 11．8�
611 カネトシビバーチェ 牝6鹿 55 岩田 康誠兼松 忠男氏 大橋 勇樹 浦河 山下 恭茂 456± 01：23．93 28．6�
46 アキトクレッセント 牡5鹿 57 荻野 極岡田 昭利氏 清水 久詞 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 508＋ 6 〃 アタマ 4．0�
59 メイショウアイアン 牡7鹿 57 和田 竜二松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 藤沢牧場 500＋ 61：24．0	 15．1�
22 エリアコンプリート 牡8栗 57 幸 英明前田 幸治氏 大根田裕之 新冠 芳住 革二 478－ 21：24．1� 70．6	
712
 トレジャーステイト 牝5鹿 55 福永 祐一 
シルクレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 466－ 41：24．31� 29．5�
47 ブラックジョー �4青鹿57 M．デムーロ山内 邦一氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 474＋ 41：24．51� 10．4�
814 ア チ ー ヴ 牡7黒鹿57 四位 洋文前田 晋二氏 加藤 敬二 新ひだか 土居 忠吉 482± 01：24．6クビ 78．4
34 ランドマーキュリー 牡7栗 57 国分 恭介木村 昌三氏 安達 昭夫 新冠 ハクツ牧場 516－ 4 〃 クビ 204．7�
815 ナンヨーマーク 牡6青鹿57 浜中 俊中村 德也氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 B524＋ 61：24．91� 91．7�
11 スズカシャーマン 牝6芦 55 小牧 太永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新ひだか 藤沢牧場 466＋ 61：25．11� 69．8�
23 パイメイメイ 牝6鹿 55 高倉 稜西森 鶴氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 B496＋ 81：25．2	 169．1�

（14頭）
58 ヒロブレイブ 牡4鹿 57 島 良太石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 小河 豊水 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 48，892，500円 複勝： 62，978，500円 枠連： 28，893，300円
馬連： 132，796，700円 馬単： 62，283，200円 ワイド： 67，372，400円
3連複： 177，982，200円 3連単： 261，710，400円 計： 842，909，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 130円 � 210円 枠 連（3－6） 390円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 820円

ワ イ ド �� 180円 �� 480円 �� 550円

3 連 複 ��� 1，150円 3 連 単 ��� 3，970円

票 数

単勝票数 計 488925 的中 � 138532（1番人気）
複勝票数 計 629785 的中 � 164645（1番人気）� 137640（2番人気）� 54981（4番人気）
枠連票数 計 288933 的中 （3－6） 56263（1番人気）
馬連票数 計1327967 的中 �� 240198（1番人気）
馬単票数 計 622832 的中 �� 56476（1番人気）
ワイド票数 計 673724 的中 �� 117475（1番人気）�� 31795（4番人気）�� 27027（6番人気）
3連複票数 計1779822 的中 ��� 115637（2番人気）
3連単票数 計2617104 的中 ��� 47740（6番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．5―12．0―12．2―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．5―35．0―47．0―59．2―1：11．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サウススターマン �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 シ ャ ン ハ イ デビュー 2014．2．18 東京2着

2011．4．3生 牡6黒鹿 母 シャンハイギャル 母母 キールロワイヤル 28戦4勝 賞金 120，882，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔出走取消〕 ヒロブレイブ号は，疾病〔左前肢フレグモーネ〕のため出走取消。



07035 3月4日 晴 良 （29阪神1）第3日 第11競走 ��
��1，600�第24回チューリップ賞（ＧⅢ）

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

賞 品
本 賞 35，000，000円 14，000，000円 8，800，000円 5，300，000円 3，500，000円
付 加 賞 441，000円 126，000円 63，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．0
1：30．7

良
良

710 ソウルスターリング 牝3青鹿54 C．ルメール �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 476＋ 41：33．2 1．5�
67 ミスパンテール 牝3鹿 54 四位 洋文寺田千代乃氏 昆 貢 日高 三城牧場 496－ 81：33．52 52．5�
33 リスグラシュー 牝3黒鹿54 武 豊 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 438＋ 41：33．6� 2．7�
11 ミ リ ッ サ 牝3栗 54 福永 祐一 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 412＋ 21：33．7� 11．0�
22 カワキタエンカ 牝3鹿 54 和田 竜二川島 吉男氏 浜田多実雄 新ひだか 木田牧場 466＋ 21：33．8� 65．4�
56 ダノンディーヴァ 牝3黒鹿54 M．デムーロ	ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 454－ 21：33．9� 15．3

55 アロンザモナ 牝3鹿 54 幸 英明ディアレストクラブ	 西浦 勝一 新ひだか 広田牧場 470± 01：34．0� 35．8�
79 レッドリボン 牝3鹿 54 池添 謙一甘糟 麗子氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 436＋ 21：34．21 142．5�
68 ビップキャッツアイ 牝3黒鹿54 藤岡 康太鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 476－ 61：34．73 428．5
44 エントリーチケット 牝3栗 54 柴田 大知 	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 434－ 21：34．91	 44．1�
811 ワールドフォーラブ 牝3黒鹿54 松若 風馬吉澤 克己氏 音無 秀孝 様似 様似渡辺牧場 438－ 41：35．32� 114．3�
812 アンバーミニー 牝3鹿 54 岩田 康誠 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 450± 01：38．8大差 315．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 195，050，100円 複勝： 457，627，700円 枠連： 62，799，700円
馬連： 481，226，600円 馬単： 276，172，000円 ワイド： 198，925，500円
3連複： 596，417，300円 3連単： 1，664，967，700円 計： 3，933，186，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 360円 � 110円 枠 連（6－7） 3，180円

馬 連 �� 4，360円 馬 単 �� 4，590円

ワ イ ド �� 820円 �� 120円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 1，630円 3 連 単 ��� 11，200円

票 数

単勝票数 計1950501 的中 � 979498（1番人気）
複勝票数 計4576277 的中 � 2981576（1番人気）� 54937（8番人気）� 955844（2番人気）
枠連票数 計 627997 的中 （6－7） 15280（7番人気）
馬連票数 計4812266 的中 �� 90888（11番人気）
馬単票数 計2761720 的中 �� 45048（10番人気）
ワイド票数 計1989255 的中 �� 42820（12番人気）�� 669756（1番人気）�� 32650（13番人気）
3連複票数 計5964173 的中 ��� 273012（6番人気）
3連単票数 計16649677 的中 ��� 107717（32番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．1―12．2―12．2―11．4―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．1―34．2―46．4―58．6―1：10．0―1：21．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ソウルスターリング �
�
父 Frankel �

�
母父 Monsun デビュー 2016．7．31 札幌1着

2014．2．13生 牝3青鹿 母 ス タ セ リ タ 母母 Soignee 4戦4勝 賞金 124，939，000円
〔制裁〕 ワールドフォーラブ号の騎手松若風馬は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番）
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりソウルスターリング号・ミスパンテール号・リスグラシュー号は，桜花賞（GⅠ）競走に優先出走できる。

07036 3月4日 晴 良 （29阪神1）第3日 第12競走 ��
��2，000�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 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

57 アドマイヤロケット 牡5青鹿57 藤岡 康太近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 488＋ 82：04．9 13．1�
812 ガ ン コ 牡4青鹿57 小牧 太杉澤 光雄氏 松元 茂樹 新ひだか 前谷 武志 480－ 82：05．75 12．2�
68 マイネルビクトリー 牡4鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新ひだか 見上牧場 490＋ 6 〃 クビ 38．5�
710 ストライクイーグル 牡4青鹿57 岡田 祥嗣 �キャロットファーム 杉山 晴紀 新ひだか 前田 宗将 B500＋ 62：05．8クビ 2．9�
33 ジョースターライト 牡4青鹿57 国分 優作上田けい子氏 松下 武士 新ひだか 山際牧場 B466＋ 4 〃 アタマ 6．4	
22 アガスティア 牡6黒鹿 57

54 ▲森 裕太朗 �サンデーレーシング 池添 兼雄 安平 追分ファーム 540－ 42：06．01 5．9

56 タニノマンボ 牡7鹿 57 幸 英明谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか カントリー牧場 478－ 62：06．42� 92．6�
11 オーバーカム 	4鹿 57 武 豊�ノースヒルズ 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 492－ 82：06．5� 3．4�
69 マ ユ キ 牝6栗 55

52 ▲川又 賢治稻井田安史氏 森 秀行 新ひだか タガミファーム 488＋ 62：06．71
 37．8
45 � ポッドジョイ 牡5栗 57 川須 栄彦小川眞査雄氏 作田 誠二 新冠 川上牧場 492－ 62：06．91
 136．3�
813 ニホンピロシナバー 牡5青鹿57 和田 竜二小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 片岡牧場 B508－ 82：07．0� 30．1�
44 アスタキサンチン 牝5栗 55 高倉 稜三宅 勝俊氏 松下 武士 浦河 小葉松 幸雄 B462－ 62：08．06 34．3�
711 オウケンゴールド 牡6栃栗57 高田 潤福井 明氏 斉藤 崇史 浦河 浦河小林牧場 B492－102：09．17 166．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 47，319，200円 複勝： 57，069，900円 枠連： 27，272，700円
馬連： 123，692，200円 馬単： 54，923，200円 ワイド： 64，159，900円
3連複： 160，965，300円 3連単： 246，795，300円 計： 782，197，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，310円 複 勝 � 390円 � 370円 � 810円 枠 連（5－8） 3，180円

馬 連 �� 6，280円 馬 単 �� 12，360円

ワ イ ド �� 2，070円 �� 3，250円 �� 4，910円

3 連 複 ��� 56，510円 3 連 単 ��� 290，930円

票 数

単勝票数 計 473192 的中 � 28750（6番人気）
複勝票数 計 570699 的中 � 40240（6番人気）� 43105（5番人気）� 16974（9番人気）
枠連票数 計 272727 的中 （5－8） 6645（14番人気）
馬連票数 計1236922 的中 �� 15259（20番人気）
馬単票数 計 549232 的中 �� 3331（37番人気）
ワイド票数 計 641599 的中 �� 8086（21番人気）�� 5079（32番人気）�� 3335（42番人気）
3連複票数 計1609653 的中 ��� 2136（116番人気）
3連単票数 計2467953 的中 ��� 615（604番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．6―36．5―49．9―1：02．8―1：15．5―1：27．8―1：39．9―1：52．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤロケット �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Machiavellian デビュー 2014．6．29 阪神4着

2012．2．29生 牡5青鹿 母 リッチアフェアー 母母 Much Too Risky 14戦3勝 賞金 29，400，000円



（29阪神1）第3日 3月4日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 164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

246，920，000円
5，060，000円
15，020，000円
1，470，000円
29，000，000円
65，774，000円
5，050，000円
1，574，400円

勝馬投票券売得金
532，133，000円
919，932，700円
250，063，600円
1，240，086，500円
653，767，000円
648，619，700円
1，626，674，200円
3，109，556，400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 8，980，833，100円

総入場人員 16，831名 （有料入場人員 15，882名）
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