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単勝
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07049 3月11日 晴 良 （29阪神1）第5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

812 マイネルブロッケン 牡3青鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム B432＋ 41：54．5 5．8�

67 � ラ ロ ー デ 牝3鹿 54 浜中 俊飯田 正剛氏 松田 国英 米 Chiyoda Farm,
Shizunai 484－101：54．92� 2．5�

44 サンライズカラマ 牡3栗 56 水口 優也松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 478± 01：55．32� 2．5�

56 ヴィトンリード 牡3鹿 56 北村 友一杉山 一穂氏 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 488－ 41：56．910 18．9�
79 ア キ ラ 牡3黒鹿56 菱田 裕二薪浦 英稔氏 吉村 圭司 新ひだか 秋田育成牧場 472＋ 21：57．11	 25．4�
11 アスターアゲイン 牡3鹿 56 幸 英明加藤 久枝氏 森田 直行 むかわ 市川牧場 508 ―1：57．41
 25．4	
22 アドマイヤトリプル 牡3鹿 56 小牧 太近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 530－ 41：57．5� 37．4

710 レヴェンスホール 牡3鹿 56 中谷 雄太 �キャロットファーム 宮本 博 安平 ノーザンファーム 458＋ 21：59．09 30．9�
55 バ タ ラ 牡3黒鹿56 国分 恭介杉澤 光雄氏 五十嵐忠男 新冠 川島牧場 470＋ 41：59．21	 175．4
811 エイシンクーポン 牝3栗 54 佐藤 友則�栄進堂 小崎 憲 浦河 榊原 敏明 424 ―1：59．52 117．9�

（笠松）

33 ミエノブルーハワイ 牝3鹿 54
53 ☆小崎 綾也里見美惠子氏 村山 明 千歳 社台ファーム 452－ 42：00．13� 192．1�

68 ジョーバッハ 牡3芦 56
54 △坂井 瑠星上田けい子氏 清水 久詞 新ひだか 平野牧場 486 ―2：04．7大差 13．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 15，638，700円 複勝： 21，428，700円 枠連： 11，880，200円
馬連： 35，451，200円 馬単： 19，262，900円 ワイド： 19，289，100円
3連複： 52，139，900円 3連単： 75，679，000円 計： 250，769，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 130円 � 110円 � 110円 枠 連（6－8） 480円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 1，770円

ワ イ ド �� 260円 �� 240円 �� 120円

3 連 複 ��� 330円 3 連 単 ��� 3，500円

票 数

単勝票数 計 156387 的中 � 21532（3番人気）
複勝票数 計 214287 的中 � 25221（3番人気）� 77837（1番人気）� 58442（2番人気）
枠連票数 計 118802 的中 （6－8） 19120（2番人気）
馬連票数 計 354512 的中 �� 37224（3番人気）
馬単票数 計 192629 的中 �� 8129（6番人気）
ワイド票数 計 192891 的中 �� 14533（3番人気）�� 16332（2番人気）�� 54409（1番人気）
3連複票数 計 521399 的中 ��� 118033（1番人気）
3連単票数 計 756790 的中 ��� 15667（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．3―38．1―50．5―1：02．5―1：15．0―1：27．9―1：40．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F39．5
1
3
5，4，7（6，12）－2，10（1，3，9）－11－8
4（5，7）12－6，2－1（10，9）－3－11＝8

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

勝馬の
紹 介

マイネルブロッケン �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 ステイゴールド デビュー 2016．6．19 阪神3着

2014．3．27生 牡3青鹿 母 マイネレーツェル 母母 ケイアイベール 11戦1勝 賞金 13，100，000円
〔発走状況〕 ジョーバッハ号は，枠入り不良。発走時刻2分遅延。
〔調教再審査〕 ジョーバッハ号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミエノブルーハワイ号・ジョーバッハ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年

4月11日まで平地競走に出走できない。
※アスターアゲイン号・ジョーバッハ号は，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，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

07050 3月11日 晴 良 （29阪神1）第5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

67 アユツリオヤジ 牡3栗 56
55 ☆小崎 綾也 �キャピタル・システム 村山 明 浦河 �川 啓一 482－ 21：12．7 5．0�

79 ニシノキャプテン 牡3鹿 56 M．デムーロ西山 茂行氏 田所 秀孝 新冠 村上 欽哉 476－ 2 〃 ハナ 2．0�
22 タガノアメニティー 牝3鹿 54

52 △坂井 瑠星八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 460＋ 21：12．91� 33．9�

55 ブルベアエイプス 牡3鹿 56 北村 友一 �ブルアンドベア 五十嵐忠男 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B462－ 21：13．32� 32．7�
44 ホウロクダマ 牡3鹿 56 福永 祐一 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中竹 和也 新ひだか 岡田スタツド 536＋ 21：13．5� 3．6�
811 シュプリームゾーン 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣村上 憲政氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 476－ 21：13．81� 5．8	
810 シゲルドラネコ 牡3鹿 56 和田 竜二森中 蕃氏 柴田 光陽 池田 高橋 正三 446－ 81：13．9� 21．4

66 パワーズオブテン 牡3鹿 56 佐藤 友則�駒秀 福島 信晴 浦河 大西ファーム 430± 01：14．0� 137．9�

（笠松）

78 ココホレワンワン 牡3黒鹿56 国分 恭介�ミルファーム 伊藤 正徳 新ひだか 原 フアーム 476＋ 81：14．42� 231．8
11 クレールソレイユ 牡3栗 56 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 日高 高藤 茂 480－ 6 〃 クビ 249．4�
33 サンマルトビー 牡3黒鹿56 竹之下智昭相馬 勇氏 千田 輝彦 日高 田端牧場 458－ 21：15．03� 194．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 21，765，300円 複勝： 27，413，200円 枠連： 9，566，100円
馬連： 35，716，400円 馬単： 23，238，100円 ワイド： 21，258，100円
3連複： 46，708，700円 3連単： 87，474，700円 計： 273，140，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 140円 � 110円 � 350円 枠 連（6－7） 400円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 1，200円

ワ イ ド �� 270円 �� 1，020円 �� 950円

3 連 複 ��� 2，910円 3 連 単 ��� 11，330円

票 数

単勝票数 計 217653 的中 � 34170（3番人気）
複勝票数 計 274132 的中 � 44212（2番人気）� 118233（1番人気）� 9846（6番人気）
枠連票数 計 95661 的中 （6－7） 18373（2番人気）
馬連票数 計 357164 的中 �� 61936（2番人気）
馬単票数 計 232381 的中 �� 14477（5番人気）
ワイド票数 計 212581 的中 �� 23783（2番人気）�� 4855（12番人気）�� 5244（10番人気）
3連複票数 計 467087 的中 ��� 12003（9番人気）
3連単票数 計 874747 的中 ��� 5596（41番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．7―12．1―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．7―35．4―47．5―59．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．3
3 2，4，7，5（10，9）11－（6，8）3，1 4 ・（2，4）7，5，9（10，11）－8－（6，1）－3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アユツリオヤジ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2016．7．9 函館8着

2014．3．19生 牡3栗 母 オースミアザレア 母母 オースミハルカ 4戦1勝 賞金 6，300，000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。

第１回 阪神競馬 第５日



07051 3月11日 晴 良 （29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）
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

713 レインボージャージ 牡3黒鹿56 M．デムーロ�山紫水明 中内田充正 新ひだか 千代田牧場 466 ―1：54．9 3．8�
23 ペガサスシャーイン 牡3芦 56 幸 英明田畑 利彦氏 西村 真幸 浦河 秋場牧場 536 ―1：55．64 7．5�
24 フェアチャイルド 牝3鹿 54 北村 友一岩﨑 伸道氏 北出 成人 洞�湖 レイクヴィラファーム 450 ―1：55．81� 79．7�
612 ララメダイユドール 牡3鹿 56 和田 竜二フジイ興産� 今野 貞一 浦河 ヒダカフアーム 510 ―1：55．9クビ 2．9�
816 ジ ュ ー ダ ス 牡3黒鹿56 佐藤 友則市川義美ホール

ディングス� 吉村 圭司 新ひだか 下屋敷牧場 526 ―1：56．22 85．3�
（笠松）

36 マリノアマゾネス 牝3青鹿54 荻野 琢真矢野まり子氏 梅田 智之 新冠 カミイスタット 492 ―1：56．94 32．8	
510 ヴォーチェドーロ 牝3芦 54 国分 恭介窪田 康志氏 吉村 圭司 平取 坂東牧場 504 ― 〃 アタマ 12．1

48 カルトデュモンド 牡3青鹿56 浜中 俊 �社台レースホース須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450 ―1：57．11 17．9�
59 ワールドオンライン 牝3鹿 54 四位 洋文玉井 宏和氏 安達 昭夫 浦河 小倉牧場 464 ―1：57．31	 22．5
35 インペリオアスール 牡3鹿 56 中谷 雄太 �シルクレーシング 石坂 正 浦河 笠松牧場 504 ―1：57．83 7．1�
611 モンテエイネン 牡3鹿 56

55 ☆小崎 綾也毛利 喜昭氏 松田 国英 千歳 社台ファーム 496 ―1：58．65 45．8�
11 スズカビーバ 牝3鹿 54

51 ▲富田 暁永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 472 ―1：58．81	 20．7�
714 ブラボーミネルバ 牝3栗 54 
島 良太松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 日高 ヤナガワ牧場 430 ―1：59．12 275．8�
47 ブルベアポーラー 牡3栗 56 小牧 太 �ブルアンドベア 谷 潔 新ひだか 前田牧場 456 ―1：59．2クビ 77．5�
815� ビハインドクラウズ 牡3黒鹿 56

54 △坂井 瑠星栗山 良子氏 
島 一歩 米 Christine
A. Hansen 502 ―1：59．3� 91．2�

12 シュライエンシチー 牡3鹿 56 佐久間寛志 �友駿ホースクラブ 西園 正都 新ひだか 飛野牧場 506 ―1：59．62 19．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，136，100円 複勝： 27，248，600円 枠連： 12，554，200円
馬連： 37，865，300円 馬単： 18，859，000円 ワイド： 23，430，800円
3連複： 52，248，800円 3連単： 60，343，200円 計： 255，686，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 200円 � 220円 � 1，580円 枠 連（2－7） 1，770円

馬 連 �� 1，890円 馬 単 �� 3，000円

ワ イ ド �� 740円 �� 4，750円 �� 5，050円

3 連 複 ��� 36，180円 3 連 単 ��� 155，680円

票 数

単勝票数 計 231361 的中 � 48034（2番人気）
複勝票数 計 272486 的中 � 41952（2番人気）� 35043（3番人気）� 3400（13番人気）
枠連票数 計 125542 的中 （2－7） 5475（8番人気）
馬連票数 計 378653 的中 �� 15522（5番人気）
馬単票数 計 188590 的中 �� 4714（7番人気）
ワイド票数 計 234308 的中 �� 8660（4番人気）�� 1232（51番人気）�� 1159（53番人気）
3連複票数 計 522488 的中 ��� 1083（119番人気）
3連単票数 計 603432 的中 ��� 281（500番人気）

ハロンタイム 13．0―11．4―14．5―13．0―13．0―12．9―12．4―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．4―38．9―51．9―1：04．9―1：17．8―1：30．2―1：42．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レインボージャージ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ホワイトマズル 初出走

2014．4．18生 牡3黒鹿 母 スマイルトゥモロー 母母 コクトビューティー 1戦1勝 賞金 6，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の18頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）18頭 アスターアゲイン号・ヴァルキリー号・エイシンブルーム号・ジョーバッハ号・ソルーナブルー号・

ナッシングエルス号・ナムラストレート号・ナルハヤ号・ニホンピロアーニャ号・ニホンピロモリー号・
ビートイット号・フットステップ号・ペイシャサンデア号・マコトタリスマン号・メイショウイカヅチ号・
メイショウセトギリ号・モズダイキチ号・ララスモーキン号

※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。

07052 3月11日 曇 良 （29阪神1）第5日 第4競走 ��
��1，400�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
1：19．9
1：19．0

良
良

24 ウインペイザージュ 牝3鹿 54 和田 竜二�ウイン 中村 均 新冠 コスモヴューファーム 436± 01：21．5 11．2�
611 インビジブルレイズ 牡3鹿 56 浜中 俊 �シルクレーシング 吉村 圭司 浦河 アイオイファーム 470＋ 41：21．71� 2．3�
35 パールズベスト 牝3青鹿54 福永 祐一谷掛 龍夫氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 444－181：22．12� 4．9�
510 デ リ ス モ ア 牝3鹿 54 四位 洋文 �社台レースホース大久保龍志 千歳 社台ファーム 470＋121：22．31� 7．9�
23 ホ ノ ル ア 牡3黒鹿56 	島 良太守内 満氏 西橋 豊治 新ひだか 中橋 清 450－ 21：22．51 198．7	
11 パッションチカ 牝3鹿 54 水口 優也冨沢 敦子氏 崎山 博樹 浦河 浦河小林牧場 414－141：22．6� 254．5

59 ホープフルスター 牡3栗 56 国分 恭介前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 504＋121：22．92 7．9�
713 ナオアンドユリ 牝3青鹿54 M．デムーロ松岡 研司氏 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 460－ 41：23．0クビ 6．0�
36 メイショウバンカラ 牡3鹿 56 小牧 太松本 和子氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 504－ 4 〃 アタマ 13．8
816 コスモリョウゲツ 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 428＋ 21：23．1� 93．4�
47 エバーゴールド 牡3黒鹿56 森 一馬西田 彰宏氏 松永 昌博 日高 スマイルファーム 436＋ 61：23．2
 430．5�
48 キョウエイレガシー 牝3鹿 54 佐藤 友則田中 晴夫氏 小崎 憲 新冠 ハシモトフアーム 394 ―1：23．41� 143．5�

（笠松）

714 マコトステッラミラ 牝3鹿 54 北村 友一�ディアマント 	島 一歩 安平 ノーザンファーム 402 ―1：23．82� 114．5�
612 サトノレーヌ 牝3黒鹿54 中谷 雄太里見 治氏 高橋 康之 日高 下河辺牧場 434 ― 〃 クビ 134．0�
815 パッシングポイント 牝3鹿 54

52 △坂井 瑠星栗山 良子氏 	島 一歩 安平 追分ファーム 422＋ 61：24．01� 287．1�
12 アイアンヒナマツリ 牝3鹿 54

51 ▲三津谷隼人池上 一馬氏 西村 真幸 新ひだか グローリーファーム 404－ 41：24．85 602．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，514，700円 複勝： 40，125，100円 枠連： 12，259，500円
馬連： 54，042，700円 馬単： 28，918，700円 ワイド： 34，359，200円
3連複： 71，047，300円 3連単： 98，134，500円 計： 369，401，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，120円 複 勝 � 190円 � 120円 � 150円 枠 連（2－6） 1，280円

馬 連 �� 1，560円 馬 単 �� 3，740円

ワ イ ド �� 520円 �� 630円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，940円 3 連 単 ��� 16，010円

票 数

単勝票数 計 305147 的中 � 21670（6番人気）
複勝票数 計 401251 的中 � 42175（5番人気）� 102806（1番人気）� 66740（2番人気）
枠連票数 計 122595 的中 （2－6） 7383（7番人気）
馬連票数 計 540427 的中 �� 26847（7番人気）
馬単票数 計 289187 的中 �� 5791（16番人気）
ワイド票数 計 343592 的中 �� 16509（5番人気）�� 13376（9番人気）�� 25865（2番人気）
3連複票数 計 710473 的中 ��� 27408（5番人気）
3連単票数 計 981345 的中 ��� 4443（52番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―34．7―46．4―58．1―1：09．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F35．1
3 4，5（3，9）11（12，13）10（15，16）1（2，7）（8，6）－14 4 4，5（3，9）11（12，13）10，16（1，15，6）8（2，7）－14

勝馬の
紹 介

ウインペイザージュ �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 ムタファーウエク デビュー 2016．11．20 京都3着

2014．5．7生 牝3鹿 母 マイネシャリマー 母母 オールフォーゲラン 4戦1勝 賞金 8，800，000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。
（非当選馬） 2頭 ダンツストーク号・ニシノフローラル号
※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。



07053 3月11日 曇 良 （29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 （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
1：44．5
1：43．9

良
良

58 スイーズドリームス 牡3鹿 56 北村 友一大塚 亮一氏 須貝 尚介 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 500－ 21：49．7 1．6�
45 ディメンシオン 牝3鹿 54 福永 祐一広尾レース� 藤原 英昭 新ひだか 木村 秀則 444 ―1：49．8� 6．4�
34 シャドウブリランテ 牡3鹿 56 M．デムーロ飯塚 知一氏 藤岡 健一 日高 藤本ファーム 488－ 41：49．9クビ 8．0�
22 テーオービクトリー 牝3鹿 54 和田 竜二小笹 公也氏 岡田 稲男 日高 ヤナガワ牧場 474＋ 21：50．0� 26．4�
711 サウンドラブリー 牝3芦 54 国分 恭介増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 434－ 21：50．21 75．4�
69 リリーモントルー 牡3鹿 56 川須 栄彦土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 428± 01：50．3� 62．8	
712 バ ル ベ ー ラ 牝3青鹿54 幸 英明 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 浦河 酒井牧場 420± 01：50．51� 5．0

610 キョウワベルナルド 牡3鹿 56 佐藤 友則�協和牧場 佐々木晶三 新冠 協和牧場 462＋16 〃 クビ 82．3�

（笠松）

57 マ ジ ョ ラ ム 牝3鹿 54 中谷 雄太�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社
ノースヒルズ 436－ 61：50．6クビ 53．5

11 ストリートレックス 牡3鹿 56 浜中 俊�山紫水明 吉村 圭司 新ひだか 千代田牧場 474－ 2 〃 ハナ 57．4�
33 パイオニアゴールド 牡3鹿 56

53 ▲川又 賢治平井 裕氏 森 秀行 日高 白井牧場 422－ 21：50．7� 219．1�
814 ラ ナ イ 牝3鹿 54 小牧 太�ノースヒルズ 河内 洋 新冠 株式会社

ノースヒルズ 412－ 21：50．91� 72．6�
46 アザブジュウバン 牝3鹿 54 菱田 裕二市川義美ホール

ディングス� 石橋 守 平取 坂東牧場 468 ―1：51．0� 157．5�
813 タムロセレッサ 牝3鹿 54

52 △坂井 瑠星谷口 屯氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 486－ 41：52．27 105．4�
（14頭）

売 得 金
単勝： 32，125，900円 複勝： 73，302，800円 枠連： 15，722，000円
馬連： 51，043，600円 馬単： 32，594，500円 ワイド： 31，934，400円
3連複： 71，222，500円 3連単： 116，395，100円 計： 424，340，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 160円 � 170円 枠 連（4－5） 460円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 870円

ワ イ ド �� 340円 �� 280円 �� 690円

3 連 複 ��� 1，110円 3 連 単 ��� 3，410円

票 数

単勝票数 計 321259 的中 � 160520（1番人気）
複勝票数 計 733028 的中 � 472128（1番人気）� 52883（3番人気）� 46615（4番人気）
枠連票数 計 157220 的中 （4－5） 26126（3番人気）
馬連票数 計 510436 的中 �� 63202（3番人気）
馬単票数 計 325945 的中 �� 27893（3番人気）
ワイド票数 計 319344 的中 �� 24553（3番人気）�� 31543（2番人気）�� 10520（7番人気）
3連複票数 計 712225 的中 ��� 47801（3番人気）
3連単票数 計1163951 的中 ��� 24720（6番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―12．4―13．1―13．2―12．8―11．7―10．8―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．3―36．7―49．8―1：03．0―1：15．8―1：27．5―1：38．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F33．9
3 ・（4，5）（1，8）6（2，9，12）3（10，11）7－（14，13） 4 ・（4，5）8（1，12）（6，9）（2，11）（7，3，10，14）13

勝馬の
紹 介

スイーズドリームス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2017．2．4 東京4着

2014．4．29生 牡3鹿 母 スイープトウショウ 母母 タバサトウショウ 3戦1勝 賞金 7，900，000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。

07054 3月11日 晴 良 （29阪神1）第5日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走12時45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
1：08．8
1：08．7

重
重

711� マテラスカイ 牡3栗 56
53 ▲川又 賢治大野 剛嗣氏 森 秀行 米 Lynch

Bages LTD 510－ 41：11．4 6．6�
69 テイエムチェロキー 牡3鹿 56 中谷 雄太竹園 正繼氏 杉山 晴紀 新冠 カミイスタット 460± 01：11．5� 6．9�
812 ア ー ド ラ ー 牡3鹿 56 北村 友一吉澤 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 472＋ 21：11．6クビ 16．2�
11 スズカコーズライン 牡3鹿 56

53 ▲富田 暁永井 啓弍氏 木原 一良 新ひだか グランド牧場 478－ 2 〃 ハナ 6．8�
44 オアシスクイーン 牝3鹿 54 和田 竜二村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 444＋ 21：11．81	 50．9�
68 テイエムアニマンテ 牡3青鹿56 幸 英明竹園 正繼氏 岩元 市三 新ひだか 聖心台牧場 490± 01：11．9クビ 85．4�
710 ビックリシタナモー 牡3黒鹿 56

54 △坂井 瑠星小田切有一氏 音無 秀孝 日高 中原牧場 504± 0 〃 クビ 18．1	
22 � ヒップホップスワン 牝3栗 54 浜中 俊吉田 和子氏 石坂 正 米 Dr. H. Steve

Conboy 484＋ 21：12．11 2．0

57 メイショウブレナム 牡3栗 56 
島 良太松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 三嶋牧場 452－ 21：12．41� 8．8�
45 タマモサザンクロス 牡3黒鹿56 菱田 裕二タマモ� 藤沢 則雄 日高 スマイルファーム 442＋ 21：12．72 42．4
33 ブライトメジャー 牝3栗 54

53 ☆小崎 綾也谷和 光彦氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 452＋ 81：12．91� 77．8�
56 � トップロマン 牡3青鹿 56

54 △城戸 義政�宮内牧場 柴田 光陽 えりも 能登 浩 446－101：13．32	 489．7�
813 メイショウオオヅツ 牡3鹿 56 柴田 大知松本 好雄氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 528＋ 21：14．15 50．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 31，588，600円 複勝： 40，102，300円 枠連： 13，624，400円
馬連： 57，773，300円 馬単： 30，722，000円 ワイド： 36，905，400円
3連複： 75，817，300円 3連単： 103，028，000円 計： 389，561，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 240円 � 180円 � 380円 枠 連（6－7） 1，230円

馬 連 �� 2，700円 馬 単 �� 4，630円

ワ イ ド �� 900円 �� 1，080円 �� 1，490円

3 連 複 ��� 6，920円 3 連 単 ��� 33，540円

票 数

単勝票数 計 315886 的中 � 37942（2番人気）
複勝票数 計 401023 的中 � 44043（5番人気）� 65564（2番人気）� 23750（7番人気）
枠連票数 計 136244 的中 （6－7） 8574（5番人気）
馬連票数 計 577733 的中 �� 16541（11番人気）
馬単票数 計 307220 的中 �� 4968（17番人気）
ワイド票数 計 369054 的中 �� 10723（12番人気）�� 8809（13番人気）�� 6249（18番人気）
3連複票数 計 758173 的中 ��� 8216（22番人気）
3連単票数 計1030280 的中 ��� 2227（117番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．4―11．8―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．1―34．5―46．3―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�マテラスカイ �
�
父 Speightstown �

�
母父 Rahy デビュー 2016．9．24 阪神2着

2014．3．18生 牡3栗 母 Mostaqeleh 母母 Istiqlal 7戦2勝 賞金 19，078，000円
〔制裁〕 アードラー号の騎手北村友一は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番）



07055 3月11日 晴 良 （29阪神1）第5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
1：21．5

不良
不良

22 タイセイエクレール 牡4鹿 57 M．デムーロ田中 成奉氏 森田 直行 新ひだか 藤沢牧場 522± 01：24．9 2．1�
611 タガノモーサン 牡4鹿 57 �島 良太八木 良司氏 岡田 稲男 新ひだか 木村 秀則 496－ 61：25．32� 3．1�
610 コンクエストシチー �5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 458－ 41：25．4	 39．9�
11 ダ イ フ ク 牡4黒鹿57 柴田 大知小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 前田 宗将 472± 01：25．71	 62．0�
58 ジュエルメッセージ 牝4鹿 55 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 474＋161：25．8� 44．7�
46 ジェイシックス 牡4芦 57 柴田 未崎深見 富朗氏 田所 秀孝 日高 有限会社

ケイズ 504＋ 21：25．9クビ 74．6	
713 マッカナバラ 牝5芦 55 幸 英明�協栄 北出 成人 日高 タバタファーム 454± 0 〃 アタマ 53．8

712 ビーチパラソル 牝5芦 55 中谷 雄太谷掛 龍夫氏 加用 正 千歳 社台ファーム 496± 0 〃 アタマ 19．6�
815
 ラガーエミリー 牝4黒鹿 55

52 ▲富田 暁奥村 啓二氏 池添 学 新ひだか 岡田 猛 466－ 2 〃 クビ 30．6�
34 ゴーントレット 牡5黒鹿 57

55 △坂井 瑠星寺田 寿男氏 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 510－ 41：26．0クビ 43．3
47 グランパルファン 牝4鹿 55 水口 優也 �ローレルレーシング 池江 泰寿 新冠 松浦牧場 470－ 81：26．42� 10．0�
814
 チュウワメジャー 牡4栗 57

56 ☆小崎 綾也中西 忍氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 518－17 〃 同着 14．4�
23 ジョーマイク �4栗 57 北村 友一上田けい子氏 中竹 和也 新ひだか 平野牧場 460＋ 81：26．71	 13．2�
59 ライブリシュナイト 牡4鹿 57 佐藤 友則加藤 哲郎氏 石橋 守 日高 下河辺牧場 476＋ 21：27．76 217．4�

（笠松）

35 
 シゲルヒメオコゼ 牝4黒鹿55 小牧 太森中 蕃氏 沖 芳夫 浦河 秋場牧場 426－251：27．8� 110．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 22，482，600円 複勝： 33，553，900円 枠連： 13，991，400円
馬連： 51，434，000円 馬単： 30，970，900円 ワイド： 32，085，800円
3連複： 70，155，100円 3連単： 106，553，400円 計： 361，227，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 130円 � 490円 枠 連（2－6） 270円

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 450円

ワ イ ド �� 180円 �� 910円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 1，980円 3 連 単 ��� 5，760円

票 数

単勝票数 計 224826 的中 � 84933（1番人気）
複勝票数 計 335539 的中 � 103542（1番人気）� 76919（2番人気）� 9331（7番人気）
枠連票数 計 139914 的中 （2－6） 38968（1番人気）
馬連票数 計 514340 的中 �� 129183（1番人気）
馬単票数 計 309709 的中 �� 51168（1番人気）
ワイド票数 計 320858 的中 �� 60163（1番人気）�� 7582（10番人気）�� 6635（12番人気）
3連複票数 計 701551 的中 ��� 26444（5番人気）
3連単票数 計1065534 的中 ��� 13405（8番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．6―12．1―12．4―12．5―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．1―34．7―46．8―59．2―1：11．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイセイエクレール �
�
父 ベ ー カ バ ド �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2015．9．6 小倉7着

2013．3．6生 牡4鹿 母 クリスビーナス 母母 プレイリースカイ 17戦2勝 賞金 26，654，000円
〔制裁〕 グランパルファン号の騎手水口優也は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番）
※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。

07056 3月11日 晴 良 （29阪神1）第5日 第8競走 ��3，900�第19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 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード4：19．8良

811 オジュウチョウサン 牡6鹿 62 石神 深一�チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 508－ 44：28．1 1．3�
66 アップトゥデイト 牡7芦 62 林 満明今西 和雄氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 534＋ 44：28．52� 4．9�
33 タイセイドリーム 牡7鹿 60 平沢 健治田中 成奉氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 542＋ 24：29．24 10．5�
11 サンレイデューク 牡9鹿 61 難波 剛健永井 啓弍氏 高橋 義忠 新ひだか 岡野牧場 470＋10 〃 ハナ 38．8�
67 クリノダイコクテン 牡6栃栗60 植野 貴也栗本 博晴氏 谷 潔 日高 白井牧場 486± 0 〃 ハナ 57．0�
78 グッドスカイ 牝4黒鹿57 森 一馬杉立 恭平氏 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム 460－ 84：29．62� 31．7	
44 オースミムーン 牡8鹿 61 高田 潤�オースミ 松下 武士 日高 山際 辰夫 482＋ 64：29．81� 14．4

810 ウォンテッド 牡7黒鹿60 熊沢 重文谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 504＋ 64：30．65 26．3�
79 ドリームセーリング 牡10栗 60 五十嵐雄祐ライオンレースホース� 田島 俊明 新ひだか 千代田牧場 482－ 44：31．55 44．0�
55 テイエムオドロキ 牝6栗 58 佐久間寛志竹園 正繼氏 池添 学 日高 テイエム牧場日高支場 464－ 64：32．77 157．9
22 ティリアンパープル 牝7鹿 58 山本 康志飯田 正剛氏 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 476－ 24：33．44 187．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 33，096，600円 複勝： 108，617，200円 枠連： 15，708，200円
馬連： 72，091，400円 馬単： 52，923，700円 ワイド： 42，460，100円
3連複： 101，719，100円 3連単： 259，335，700円 計： 685，952，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 110円 � 150円 枠 連（6－8） 210円

馬 連 �� 210円 馬 単 �� 260円

ワ イ ド �� 130円 �� 220円 �� 340円

3 連 複 ��� 430円 3 連 単 ��� 740円

票 数

単勝票数 計 330966 的中 � 194700（1番人気）
複勝票数 計1086172 的中 � 820792（1番人気）� 93951（2番人気）� 47284（3番人気）
枠連票数 計 157082 的中 （6－8） 57044（1番人気）
馬連票数 計 720914 的中 �� 263745（1番人気）
馬単票数 計 529237 的中 �� 150773（1番人気）
ワイド票数 計 424601 的中 �� 110588（1番人気）�� 44212（2番人気）�� 23870（4番人気）
3連複票数 計1017191 的中 ��� 176434（1番人気）
3連単票数 計2593357 的中 ��� 254076（1番人気）
上り 1マイル 1：44．3 4F 49．7－3F 36．9

コーナー
通過順位

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

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

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6鹿 母 シャドウシルエット 母母 ユーワジョイナー 障害：16戦8勝 賞金 292，316，000円



07057 3月11日 晴 良 （29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 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．2
2：22．1

良
良

22 ポポカテペトル 牡3芦 56 和田 竜二金子真人ホール
ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 482＋ 62：28．4 8．1�

88 エーティーラッセン 牡3鹿 56 四位 洋文荒木 徹氏 木原 一良 新ひだか 前田牧場 478－122：28．72 47．7�
44 エテレインミノル 牡3鹿 56 北村 友一吉岡 實氏 北出 成人 浦河 杵臼牧場 484＋10 〃 ハナ 20．5�
66 サトノシャーク 牡3鹿 56 M．デムーロ里見 治氏 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 516－ 62：28．8クビ 3．5�
77 マイブルーヘブン 牡3鹿 56 幸 英明三田 昌宏氏 高橋 義忠 日高 坂田牧場 460＋ 22：29．01� 57．0�
11 マ ナ ロ ー ラ 牝3黒鹿54 福永 祐一�ノースヒルズ �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 440－ 82：29．32 16．1	
33 ムーヴザワールド 牡3黒鹿56 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 504－ 42：30．36 1．4�
55 	 ハ リ ア ー 牝3栗 54 佐藤 友則
ホースケア 湯前 良人 日高 新生ファーム 430－122：32．2大差 234．8�

（笠松） （笠松）

（8頭）

売 得 金
単勝： 46，157，400円 複勝： 115，400，200円 枠連： 発売なし
馬連： 78，563，400円 馬単： 51，431，200円 ワイド： 33，152，500円
3連複： 80，682，600円 3連単： 277，897，800円 計： 683，285，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 680円 � 2，000円 � 1，140円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 10，020円 馬 単 �� 20，910円

ワ イ ド �� 1，310円 �� 890円 �� 2，480円

3 連 複 ��� 22，640円 3 連 単 ��� 182，330円

票 数

単勝票数 計 461574 的中 � 45520（3番人気）
複勝票数 計1154002 的中 � 46765（3番人気）� 14725（6番人気）� 26796（5番人気）
馬連票数 計 785634 的中 �� 6071（15番人気）
馬単票数 計 514312 的中 �� 1844（29番人気）
ワイド票数 計 331525 的中 �� 6495（13番人気）�� 9875（10番人気）�� 3348（17番人気）
3連複票数 計 806826 的中 ��� 2672（28番人気）
3連単票数 計2778978 的中 ��� 1105（158番人気）

ハロンタイム 13．3―12．3―13．4―13．1―12．6―12．3―12．5―12．4―12．1―11．2―11．1―12．1

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―25．6―39．0―52．1―1：04．7―1：17．0―1：29．5―1：41．9―1：54．0―2：05．2―2：16．3

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
8，2，1，4，6－（5，3）－7
8，2（1，6）（4，3）－7－5

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

勝馬の
紹 介

ポポカテペトル 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2016．11．20 京都1着

2014．2．22生 牡3芦 母 ミスパスカリ 母母 ブルーアヴェニュー 4戦2勝 賞金 17，916，000円
〔発走状況〕 ムーヴザワールド号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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。

07058 3月11日 晴 良 （29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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．0
1：30．7

良
良

11 ジュールポレール 牝4鹿 55 幸 英明�G1レーシング 西園 正都 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 460－ 21：33．8 2．9�

55 ラベンダーヴァレイ 牝4鹿 55 四位 洋文金子真人ホール
ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 438＋ 81：34．11� 10．0�

810 テルメディカラカラ 牝5黒鹿55 M．デムーロ小林 薫氏 石橋 守 新冠 錦岡牧場 462＋ 41：34．2� 4．8�
78 ウエスタンレベッカ 牝7鹿 55 菱田 裕二西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 460－ 61：34．3� 80．6�
22 ロイヤルストリート 牝5鹿 55 浜中 俊下河�行雄氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 456－ 21：34．4クビ 6．4	
44 オートクレール 牝6栗 55 黛 弘人岡田 牧雄氏 中野 栄治 日高 出口牧場 442＋ 21：34．5� 10．6

66 シルヴァーグレイス 牝7鹿 55 和田 竜二吉田 千津氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム B464－ 21：34．6	 79．4�
811 ウインクルサルーテ 牝4鹿 55 小牧 太�有能 高橋 亮 浦河 丸幸小林牧場 426＋101：34．7	 27．2�
33 アルジャンテ 牝4芦 55 福永 祐一 シルクレーシング 尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456－ 61：34．8� 4．3�
67 ア カ ネ イ ロ 牝6栗 55 北村 友一 キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 496＋ 4 〃 ハナ 63．6�
79 ペルソナリテ 牝4鹿 55 柴田 大知 �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 408－ 81：34．9� 21．3�
（11頭）

売 得 金
単勝： 45，184，900円 複勝： 63，583，900円 枠連： 19，018，100円
馬連： 119，709，100円 馬単： 52，163，000円 ワイド： 55，467，700円
3連複： 145，329，400円 3連単： 226，798，800円 計： 727，254，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 250円 � 170円 枠 連（1－5） 1，670円

馬 連 �� 1，400円 馬 単 �� 2，190円

ワ イ ド �� 500円 �� 380円 �� 840円

3 連 複 ��� 2，190円 3 連 単 ��� 10，680円

票 数

単勝票数 計 451849 的中 � 122930（1番人気）
複勝票数 計 635839 的中 � 133494（1番人気）� 53062（6番人気）� 98542（3番人気）
枠連票数 計 190181 的中 （1－5） 8794（8番人気）
馬連票数 計1197091 的中 �� 66143（5番人気）
馬単票数 計 521630 的中 �� 17818（6番人気）
ワイド票数 計 554677 的中 �� 28246（6番人気）�� 39360（2番人気）�� 15908（13番人気）
3連複票数 計1453294 的中 ��� 49643（7番人気）
3連単票数 計2267988 的中 ��� 15389（26番人気）

ハロンタイム 12．8―11．7―12．2―12．1―11．8―10．7―11．0―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．5―36．7―48．8―1：00．6―1：11．3―1：22．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．0―3F33．2
3 8，7（1，4，10）（3，6）（2，9）5－11 4 8，7，10（1，4，9）（2，6）（3，5）11

勝馬の
紹 介

ジュールポレール �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2016．4．23 京都5着

2013．5．2生 牝4鹿 母 サマーナイトシティ 母母 ダイアモンドシティ 8戦4勝 賞金 53，950，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



07059 3月11日 曇 良 （29阪神1）第5日 第11競走 ��
��2，000�

に が わ

仁川ステークス
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 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
2：01．0
2：01．0

不良
不良

77 グレイトパール 牡4鹿 56 和田 竜二 H.H．シェイク・ファハド 中内田充正 新ひだか 千代田牧場 538＋ 22：03．4 1．5�
66 コスモカナディアン 牡4鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 日高 アイズスタッド株式会社 476－ 12：03．5	 4．4�
89 マテンロウボス 牡6黒鹿56 浜中 俊寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 上村 清志 B466－ 22：04．99 36．1�
44 シンゼンレンジャー 牡8黒鹿56 幸 英明原 司郎氏 飯田 祐史 日高 インターナショ

ナル牧場 516－ 2 〃 ハナ 53．9�
88 アドマイヤフライト 牡8鹿 57 国分 恭介近藤 利一氏 梅田 智之 浦河 辻 牧場 536－ 62：05．32
 28．7�
22 シャイニングレイ 牡5鹿 56 北村 友一 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 538＋282：05．51
 15．1	
11 カ ラ ク プ ア 牡4黒鹿56 小牧 太
ノースヒルズ 松田 国英 新冠 パカパカ

ファーム B500＋ 42：05．81	 27．6�
33 � コクスイセン 牡4黒鹿56 福永 祐一中辻 明氏 寺島 良 登別 ユートピア牧場 518＋ 62：06．01 6．1�
55 ジャングルクルーズ �8鹿 56 四位 洋文窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B508－ 62：09．1大差 62．2

（9頭）

売 得 金
単勝： 63，075，500円 複勝： 146，155，100円 枠連： 28，123，900円
馬連： 150，583，000円 馬単： 97，688，500円 ワイド： 63，003，500円
3連複： 187，215，500円 3連単： 514，030，700円 計： 1，249，875，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 120円 � 300円 枠 連（6－7） 300円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 360円

ワ イ ド �� 160円 �� 600円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 2，110円 3 連 単 ��� 4，590円

票 数

単勝票数 計 630755 的中 � 333840（1番人気）
複勝票数 計1461551 的中 � 1105872（1番人気）� 121944（2番人気）� 24714（7番人気）
枠連票数 計 281239 的中 （6－7） 71421（1番人気）
馬連票数 計1505830 的中 �� 395626（1番人気）
馬単票数 計 976885 的中 �� 201793（1番人気）
ワイド票数 計 630035 的中 �� 133048（1番人気）�� 22661（7番人気）�� 11352（18番人気）
3連複票数 計1872155 的中 ��� 66366（9番人気）
3連単票数 計5140307 的中 ��� 81026（14番人気）

ハロンタイム 12．6―11．8―11．5―14．0―12．6―12．6―12．2―12．0―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．4―35．9―49．9―1：02．5―1：15．1―1：27．3―1：39．3―1：51．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

グレイトパール �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2016．1．5 京都1着

2013．3．29生 牡4鹿 母 フォーチュンワード 母母 コパノオマモリ 7戦5勝 賞金 64，767，000円

07060 3月11日 曇 良 （29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）

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
1：48．5
1：47．8

重
重

44 クールオープニング 牡6青鹿57 福永 祐一前田 晋二氏 橋口 慎介 新冠 株式会社
ノースヒルズ 468－ 61：52．9 7．2�

78 クリスタルタイソン �4黒鹿57 佐藤 友則 Him Rock Racing 荒川 義之 日高 タバタファーム 500－ 41：53．0� 9．1�
（笠松）

67 ウェーブキング 牡5鹿 57 和田 竜二万波 健二氏 中尾 秀正 浦河 杵臼牧場 510－ 21：53．1� 4．4�
33 レインボーソング 牝5鹿 55 M．デムーロ吉田 和美氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム B488＋ 41：53．31� 3．2�
22 コスモボアソルテ 牡5芦 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 蛯名 利弘 新ひだか 元茂 義一 498－ 81：53．51� 24．4�
810 スランジバール 牡8鹿 57

55 △坂井 瑠星�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 474－ 21：54．03 7．7	
55 メイショウキトラ 牡6栗 57 	島 良太松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 磯野牧場 492＋10 〃 アタマ 61．6

811 キングラディウス 牡4栗 57 幸 英明菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 新冠橋本牧場 B472＋101：54．31
 21．2�
66 デューイハミテージ 牝5鹿 55 柴田 未崎長井 純一氏 田所 秀孝 新ひだか 池田牧場 446－ 61：55．25 187．8�
79 � サントノーレ 牝5栗 55

54 ☆小崎 綾也吉田 修氏 村山 明 新冠 長浜牧場 488－ 61：55．83� 257．4
11 サウスオブボーダー 牡4鹿 57 北村 友一三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 456＋ 21：56．43� 4．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 40，909，200円 複勝： 47，400，100円 枠連： 19，131，500円
馬連： 102，242，000円 馬単： 45，580，000円 ワイド： 48，624，700円
3連複： 122，354，500円 3連単： 204，769，700円 計： 631，011，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 200円 � 270円 � 160円 枠 連（4－7） 4，170円

馬 連 �� 4，380円 馬 単 �� 8，570円

ワ イ ド �� 1，500円 �� 460円 �� 930円

3 連 複 ��� 5，640円 3 連 単 ��� 46，100円

票 数

単勝票数 計 409092 的中 � 45258（4番人気）
複勝票数 計 474001 的中 � 60209（5番人気）� 38456（6番人気）� 87525（1番人気）
枠連票数 計 191315 的中 （4－7） 3551（16番人気）
馬連票数 計1022420 的中 �� 18087（17番人気）
馬単票数 計 455800 的中 �� 3987（36番人気）
ワイド票数 計 486247 的中 �� 7887（20番人気）�� 29101（4番人気）�� 13074（13番人気）
3連複票数 計1223545 的中 ��� 16263（21番人気）
3連単票数 計2047697 的中 ��� 3220（169番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―13．9―12．6―12．4―12．1―12．0―12．7―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．2―38．1―50．7―1：03．1―1：15．2―1：27．2―1：39．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クールオープニング �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2013．6．9 阪神6着

2011．2．9生 牡6青鹿 母 ファレノプシス 母母 キャットクイル 32戦3勝 賞金 37，950，000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。



（29阪神1）第5日 3月11日（土曜日） 晴時々曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 147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

270，240，000円
14，040，000円
1，500，000円
31，660，000円
58，093，000円
4，792，200円
1，411，200円

勝馬投票券売得金
405，675，500円
744，331，100円
171，579，500円
846，515，400円
484，352，500円
441，971，300円
1，076，640，700円
2，130，440，600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 6，301，506，600円

総入場人員 12，588名 （有料入場人員 11，803名）
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