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07061 3月12日 晴 良 （29阪神1）第6日 第1競走 ��1，200�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
1：08．8
1：08．7

重
重

811 メモリーフェーブル 牝3栗 54 荻野 琢真�シンザンクラブ 大久保龍志 浦河 大北牧場 448± 01：12．9 2．6�
11 グランドガール 牝3鹿 54 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 462＋ 21：13．32� 3．9�
67 オールエリザベス 牝3青鹿54 酒井 学�髙昭牧場 藤沢 則雄 浦河 高昭牧場 444－ 41：13．51� 3．5�
79 ハンドレッドライフ 牝3鹿 54 菱田 裕二伊藤 信之氏 石橋 守 新ひだか チャンピオンズファーム 456 ―1：13．71� 39．1�
710 メイショウマライカ 牝3栗 54 幸 英明松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 まるとみ冨岡牧場 390－ 21：14．01� 141．4	
55 ネオレジェンド 牝3黒鹿54 田中 学嶋田 賢氏 矢作 芳人 新ひだか 服部 牧場 456＋ 21：14．1� 15．9


（兵庫）

56 シゲルビッグホーン 牝3栗 54 山口 勲森中 蕃氏 坂口 正則 新ひだか 松本牧場 B452＋ 81：14．2� 60．2�
（佐賀）

812 フ ァ シ ル 牝3鹿 54 松若 風馬�前川企画 野中 賢二 日高 浜本牧場 446± 0 〃 クビ 21．1�
68 カンティレーナ 牝3黒鹿54 藤岡 康太 H.H．シェイク・モハメド 荒川 義之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 474 ―1：14．62� 14．6
44 チョコタベチャウゾ 牝3栗 54 福永 祐一熊澤 浩樹氏 奥村 豊 新ひだか 岡田スタツド 456± 0 〃 ハナ 9．6�
33 タントミール 牝3鹿 54 岩部 純二�ミルファーム 石毛 善彦 新ひだか 藤本牧場 410－ 21：15．55 179．2�
22 アイファーアラート 牝3鹿 54 小林 徹弥中島 稔氏 目野 哲也 新冠 川上牧場 382－ 61：15．92� 500．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 22，029，800円 複勝： 27，510，800円 枠連： 10，465，600円
馬連： 44，954，300円 馬単： 25，226，200円 ワイド： 26，608，600円
3連複： 62，377，500円 3連単： 96，885，100円 計： 316，057，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 110円 � 120円 � 110円 枠 連（1－8） 540円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 1，110円

ワ イ ド �� 240円 �� 180円 �� 240円

3 連 複 ��� 530円 3 連 単 ��� 2，670円

票 数

単勝票数 計 220298 的中 � 66370（1番人気）
複勝票数 計 275108 的中 � 78897（1番人気）� 51777（3番人気）� 59333（2番人気）
枠連票数 計 104656 的中 （1－8） 14790（2番人気）
馬連票数 計 449543 的中 �� 53882（3番人気）
馬単票数 計 252262 的中 �� 16971（3番人気）
ワイド票数 計 266086 的中 �� 26487（3番人気）�� 41976（1番人気）�� 26799（2番人気）
3連複票数 計 623775 的中 ��� 86875（1番人気）
3連単票数 計 968851 的中 ��� 26230（2番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．7―12．0―12．5―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．6―35．3―47．3―59．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メモリーフェーブル �
�
父 タイムパラドックス �

�
母父 キャプテンスティーヴ デビュー 2017．2．25 阪神2着

2014．3．25生 牝3栗 母 メモリーキャップ 母母 メモリーアフリート 2戦1勝 賞金 7，400，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

07062 3月12日 晴 良 （29阪神1）第6日 第2競走 ��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

11 サトノプライム 牡3鹿 56 福永 祐一里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 490＋ 81：54．0 3．1�
55 タイキビージェイ 牡3栗 56 幸 英明�大樹ファーム 森田 直行 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 520－181：54．53 3．5�
66 ベディヴィア 牡3栗 56 M．デムーロ �社台レースホース野中 賢二 千歳 社台ファーム 462＋ 6 〃 ハナ 3．7�
22 テイエムダンシャク 牡3鹿 56

53 ▲森 裕太朗竹園 正繼氏 池添 学 日高 日高テイエム
牧場株式会社 488－ 21：54．81� 21．1�

78 マサハヤスター 牡3栗 56 和田 竜二中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム B476－ 21：55．33 3．9�
67 メイショウゴウキ �3黒鹿56 丸山 元気松本 和子氏 沖 芳夫 安平 �橋本牧場 488＋ 21：56．25 239．3	
33 ブランウェン 牝3鹿 54 田中 学森田 藤治氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 406－ 21：56．83� 267．9


（兵庫）

44 ウエスタンアッレ 牡3鹿 56 水口 優也西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 502± 01：57．33 295．9�
810 シ リ シ ア ン 牡3栗 56 酒井 学�伊達牧場 西園 正都 日高 下河辺牧場 484－101：57．4� 26．2
811 ララスモーキン 牡3芦 56 菱田 裕二フジイ興産� 高橋 義忠 新ひだか 千代田牧場 476 ―1：59．2大差 37．5�
79 ダークガーランド 牡3芦 56 岩部 純二新井原 博氏 伊藤 正徳 新冠 佐藤 義紀 448＋ 22：06．7大差 395．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 26，892，200円 複勝： 29，835，400円 枠連： 9，849，800円
馬連： 46，623，800円 馬単： 25，566，600円 ワイド： 25，346，500円
3連複： 61，704，500円 3連単： 117，583，600円 計： 343，402，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 120円 � 110円 � 130円 枠 連（1－5） 660円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 980円

ワ イ ド �� 220円 �� 290円 �� 220円

3 連 複 ��� 620円 3 連 単 ��� 3，300円

票 数

単勝票数 計 268922 的中 � 68510（1番人気）
複勝票数 計 298354 的中 � 64533（2番人気）� 73028（1番人気）� 54109（4番人気）
枠連票数 計 98498 的中 （1－5） 11442（3番人気）
馬連票数 計 466238 的中 �� 62957（1番人気）
馬単票数 計 255666 的中 �� 19426（1番人気）
ワイド票数 計 253465 的中 �� 30198（2番人気）�� 20919（6番人気）�� 29727（3番人気）
3連複票数 計 617045 的中 ��� 73771（3番人気）
3連単票数 計1175836 的中 ��� 25772（6番人気）

ハロンタイム 13．2―10．8―13．3―13．1―13．4―13．1―13．0―12．2―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．0―37．3―50．4―1：03．8―1：16．9―1：29．9―1：42．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノプライム �
�
父 ストリートセンス �

�
母父 ア サ テ ィ ス デビュー 2016．7．24 函館8着

2014．4．7生 牡3鹿 母 ラストアロー 母母 サンヨウアロー 3戦1勝 賞金 5，750，000円
〔発走状況〕 サトノプライム号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ララスモーキン号・ダークガーランド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年

4月12日まで平地競走に出走できない。
※ララスモーキン号は，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，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

第１回 阪神競馬 第６日



07063 3月12日 晴 良 （29阪神1）第6日 第3競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走11時00分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

59 マルヨシャバーリー 牡3栗 56 浜中 俊野村 春行氏 牧田 和弥 日高 前野牧場 486＋121：25．3 5．8�
612 メイショウエイコウ 牡3鹿 56 川島 信二松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 430± 0 〃 クビ 2．3�
815 シュンノカミ 牡3青鹿56 松若 風馬石川 博氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 496± 01：25．4� 6．6�
47 リ ガ ス 牡3芦 56 池添 謙一 �カナヤマホール

ディングス 池添 兼雄 日高 新井 昭二 506－ 21：26．14 4．0�
23 ハッピーマテリアル 牝3鹿 54 石橋 脩�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 454＋ 61：26．2� 19．5�
816 オ ー サ ム 牡3青鹿56 幸 英明 �グリーンファーム中尾 秀正 千歳 社台ファーム 490－ 41：26．3クビ 26．1	
611 バックファイヤー �3栗 56 和田 竜二�KTレーシング 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 480 ―1：26．4� 23．2

714 コウザンアクティヴ 牝3鹿 54 小林 徹弥山下 良子氏 目野 哲也 熊本 村山 光弘 440＋ 61：26．93 326．5�
713 ベルウッドスバル 牡3黒鹿56 山口 勲鈴木 照雄氏 坂口 正則 浦河 谷口牧場 494＋ 21：27．0� 591．1�

（佐賀）

48 ゴールドシチー �3黒鹿 56
53 ▲森 裕太朗本間 茂氏 山内 研二 浦河 大道牧場 470－ 41：27．21� 184．0

12 スマートフェンリル 牡3栗 56 M．デムーロ大川 徹氏 大久保龍志 青森 マルシチ牧場 480－ 2 〃 クビ 10．6�
510 タイセイフィナール 牡3栗 56 酒井 学田中 成奉氏 森田 直行 浦河 浦河土肥牧場 434－101：27．41� 466．4�
24 ミズデッポウ 牡3栗 56 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 日高 浜本牧場 480± 01：27．5クビ 220．8�
35 アイアイハッピー 牡3鹿 56 丸山 元気齊藤 敬氏 浅野洋一郎 新ひだか 見上牧場 464＋ 41：27．82 190．6�
36 ビーフォルツァ 牡3黒鹿56 田中 学馬場 祥晃氏 牧田 和弥 むかわ 貞広 賢治 464＋ 41：27．9クビ 98．0�

（兵庫）

11 ヤマニンミモレット 牝3栗 54
52 △城戸 義政土井 肇氏 奥村 豊 新冠 錦岡牧場 462－ 41：29．07 446．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，529，100円 複勝： 41，045，000円 枠連： 12，629，600円
馬連： 51，290，400円 馬単： 26，321，700円 ワイド： 35，083，100円
3連複： 72，142，900円 3連単： 98，126，900円 計： 363，168，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 150円 � 110円 � 170円 枠 連（5－6） 640円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，490円

ワ イ ド �� 210円 �� 620円 �� 300円

3 連 複 ��� 1，260円 3 連 単 ��� 6，730円

票 数

単勝票数 計 265291 的中 � 36293（3番人気）
複勝票数 計 410450 的中 � 56614（3番人気）� 150316（1番人気）� 44477（4番人気）
枠連票数 計 126296 的中 （5－6） 15140（3番人気）
馬連票数 計 512904 的中 �� 57741（2番人気）
馬単票数 計 263217 的中 �� 13229（5番人気）
ワイド票数 計 350831 的中 �� 49509（1番人気）�� 12285（8番人気）�� 29435（3番人気）
3連複票数 計 721429 的中 ��� 42662（3番人気）
3連単票数 計 981269 的中 ��� 10563（16番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―12．0―12．4―12．5―12．3―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．7―35．7―48．1―1：00．6―1：12．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マルヨシャバーリー �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2016．10．22 京都7着

2014．3．25生 牡3栗 母 マルヨモザー 母母 カレッジホース 4戦1勝 賞金 7，750，000円
〔制裁〕 メイショウエイコウ号の騎手川島信二は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。
※アイアイハッピー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。

07064 3月12日 晴 良 （29阪神1）第6日 第4競走 ��
��2，200�サラブレッド系3歳

発走11時30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

35 タガノシャルドネ 牡3鹿 56 和田 竜二八木 秀之氏 川村 禎彦 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 440± 02：15．2 5．0�

47 コールストーム 牡3鹿 56 山口 勲�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社
ノースヒルズ 494＋ 62：15．3� 44．8�

（佐賀）

713 ピエナアラシ 牡3鹿 56 幸 英明本谷 兼三氏 谷 潔 浦河 まるとみ冨岡牧場 474－ 2 〃 クビ 55．7�
815 ロ キ 牡3黒鹿56 酒井 学野嶋 祥二氏 松下 武士 浦河 林 孝輝 466＋ 22：15．4クビ 6．1�
11 アーダルベルト 牡3鹿 56 丸山 元気菅原 広隆氏 羽月 友彦 浦河 大道牧場 B432－ 22：15．5� 156．7�
23 スプリングボックス 牡3黒鹿56 松若 風馬	田 昌久氏 寺島 良 日高 出口牧場 472－ 82：15．6� 3．5

22 チャッティレディ 牝3黒鹿54 石橋 脩 H.H．シェイク・モハメド 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 506－ 22：15．81	 4．6�
46 プティットクルール 牝3黒鹿 54

51 ▲森 裕太朗首藤 徳氏 宮 徹 新ひだか 田原橋本牧場 426＋ 82：15．9� 84．2�
712 メイショウマルコマ 牝3黒鹿54 藤岡 康太松本 好雄氏 高橋 義忠 浦河 富田牧場 504＋ 62：16．0� 15．1
610 ショウナンラスター 牡3栗 56 
島 良太国本 哲秀氏 中村 均 新冠 アラキフアーム 452± 02：16．21� 208．5�
814 ヴ ェ ネ ー ノ 牝3黒鹿54 池添 謙一 Him Rock Racing 荒川 義之 日高 タバタファーム 388－ 82：16．62� 121．3�
59 � ポヴォゼーニャ 牝3鹿 54 田中 学�ノースヒルズ 中竹 和也 米 North Hills

Co. Limited 434－ 62：17．77 260．3�
（兵庫）

34 アウトリガーカヌー 牡3芦 56 福永 祐一金子真人ホール
ディングス� 村山 明 日高 白井牧場 530＋ 22：17．8クビ 12．8�

611 コンゴウトシオー 牡3青鹿56 北村 友一田畑 利彦氏 西村 真幸 浦河 梅田牧場 446－ 62：17．9� 7．1�
58 シュペルブバロン 牡3栗 56 菱田 裕二ディアレストクラブ� 浅見 秀一 日高 野島牧場 B494± 02：18．22 32．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 22，554，200円 複勝： 36，940，000円 枠連： 14，591，100円
馬連： 49，698，100円 馬単： 22，720，500円 ワイド： 29，679，300円
3連複： 67，106，300円 3連単： 82，126，100円 計： 325，415，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 230円 � 1，180円 � 1，070円 枠 連（3－4） 5，360円

馬 連 �� 9，520円 馬 単 �� 18，050円

ワ イ ド �� 2，700円 �� 3，160円 �� 19，660円

3 連 複 ��� 170，030円 3 連 単 ��� 661，570円

票 数

単勝票数 計 225542 的中 � 35935（3番人気）
複勝票数 計 369400 的中 � 52725（3番人気）� 7291（10番人気）� 8045（9番人気）
枠連票数 計 145911 的中 （3－4） 2108（16番人気）
馬連票数 計 496981 的中 �� 4044（26番人気）
馬単票数 計 227205 的中 �� 944（51番人気）
ワイド票数 計 296793 的中 �� 2864（25番人気）�� 2434（27番人気）�� 384（78番人気）
3連複票数 計 671063 的中 ��� 296（200番人気）
3連単票数 計 821261 的中 ��� 90（968番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―11．6―13．5―12．9―12．8―12．6―12．0―11．8―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―23．5―35．1―48．6―1：01．5―1：14．3―1：26．9―1：38．9―1：50．7―2：02．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タガノシャルドネ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Machiavellian デビュー 2016．10．1 阪神7着

2014．2．8生 牡3鹿 母 ゴールデンイエラ 母母 Ahead 7戦1勝 賞金 7，550，000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。



07065 3月12日 晴 良 （29阪神1）第6日 第5競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走12時20分 （芝・右）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．1
1：06．5

良
良

22 エンゲルヘン 牝3栗 54 和田 竜二 �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 444± 01：09．1 3．2�

711 アタックバイオ 牡3鹿 56 北村 友一バイオ� 藤原 英昭 平取 坂東牧場 476± 01：09．31� 4．7�
68 ラヴィングアンサー 牡3鹿 56 浜中 俊江口雄一郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 500＋221：09．4クビ 2．4�
11 メイショウギガース 牡3青鹿56 菱田 裕二松本 好雄氏 岡田 稲男 様似 中脇 一幸 460± 0 〃 クビ 9．1�
69 イリスファルコン 牝3鹿 54 福永 祐一菅原 広隆氏 安田 隆行 浦河 小島牧場 410± 01：09．61� 18．8�
33 スノードーナツ 牝3黒鹿 54

51 ▲森 裕太朗	ミルファーム 石毛 善彦 日高 野島牧場 458－ 61：09．81 191．4

813 ザベストエバー 牡3黒鹿56 松若 風馬古賀 慎一氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 442－ 41：09．9	 38．8�
44 
 ハクユウロゼ 牝3鹿 54 山口 勲 �H.Iコーポレーション 東 眞市 新ひだか 山本 昇寿 462－ 21：10．53� 60．6�

（佐賀） （佐賀）

812 シーハリケーン �3鹿 56 荻野 琢真 	社台レースホース宮本 博 千歳 社台ファーム 460－101：10．71� 16．5
45 タ テ ヤ マ 牡3栗 56 藤岡 康太小島 將之氏 柴田 光陽 日高 山田 政宏 450＋ 2 〃 ハナ 24．1�
56 � アートオブダムール 牝3鹿 54

52 △城戸 義政岡田 隆寛氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 434± 01：10．8クビ 114．1�
57 ビーハッピー 牡3鹿 56 岩部 純二	ミルファーム 伊藤 正徳 様似 富田 恭司 452－141：10．9	 195．4�
710
 デュークトレジャー 牡3鹿 56 田中 学村上 稔氏 北野 真弘 浦河 浦河小林牧場 450＋ 11：11．43 276．1�

（兵庫） （兵庫）

（13頭）

売 得 金
単勝： 27，928，000円 複勝： 31，856，800円 枠連： 17，152，800円
馬連： 53，776，900円 馬単： 28，567，000円 ワイド： 31，066，900円
3連複： 73，632，800円 3連単： 113，505，200円 計： 377，486，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 120円 � 140円 � 120円 枠 連（2－7） 590円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，520円

ワ イ ド �� 280円 �� 200円 �� 260円

3 連 複 ��� 570円 3 連 単 ��� 3，930円

票 数

単勝票数 計 279280 的中 � 69210（2番人気）
複勝票数 計 318568 的中 � 76161（1番人気）� 48841（3番人気）� 70368（2番人気）
枠連票数 計 171528 的中 （2－7） 22192（3番人気）
馬連票数 計 537769 的中 �� 53550（3番人気）
馬単票数 計 285670 的中 �� 14095（5番人気）
ワイド票数 計 310669 的中 �� 26396（3番人気）�� 43141（1番人気）�� 29484（2番人気）
3連複票数 計 736328 的中 ��� 95788（1番人気）
3連単票数 計1135052 的中 ��� 20900（5番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．2―11．6―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．3―45．9―57．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．8
3 13，2，11（1，8，12）9，5，7（3，6）（4，10） 4 13，2（1，11，12）8，9，5（3，7）6，4，10

勝馬の
紹 介

エンゲルヘン �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 Rahy デビュー 2016．12．4 阪神1着

2014．5．8生 牝3栗 母 ゲイリーピクシー 母母 フアイブフランス 4戦2勝 賞金 17，100，000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。

07066 3月12日 晴 良 （29阪神1）第6日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走12時55分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

33 ソリティール 牡4栗 57 M．デムーロ�G1レーシング 吉田 直弘 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 478＋ 21：53．4 1．8�

44 クリノプラハ 牡4鹿 57 山口 勲栗本 博晴氏 谷 潔 日高 白井牧場 536± 01：53．5� 22．0�
（佐賀）

22 	 カ バ ト ッ ト 牡4栗 57
54 ▲川又 賢治冨士井直哉氏 森 秀行 米 Tim Thornton 484＋111：53．6クビ 44．0�

89 プログレスシチー 牡4鹿 57
55 △城戸 義政 �友駿ホースクラブ 安達 昭夫 新ひだか カタオカフアーム 486－ 21：53．7
 5．7�

11 モンストルコント 牡4黒鹿57 浜中 俊 �社台レースホース本田 優 千歳 社台ファーム 492＋ 2 〃 クビ 2．7	
66 アイファーマグオー 牡5栗 57 田中 学中島 稔氏 飯田 雄三 新ひだか 野表 篤夫 520－ 81：54．44 94．5


（兵庫）

810� ウイングエンペラー 牡4栗 57 小林 徹弥池田 實氏 目野 哲也 新冠 村上 欽哉 476± 0 〃 ハナ 173．1�
55 グランプリアクセル 牡4鹿 57 藤岡 康太�グランプリ 矢作 芳人 浦河 杵臼牧場 B482－ 21：55．89 38．4�
78 ディアスプマンテ 牝4栗 55 丸山 元気 �グリーンファーム荒川 義之 千歳 社台ファーム 440± 01：56．65 22．2
77 � サカジロウィーク 牡4黒鹿57 小坂 忠士ロイヤルパーク 崎山 博樹 平取 スガタ牧場 516＋121：57．13 56．3�

（10頭）

売 得 金
単勝： 22，835，100円 複勝： 53，906，800円 枠連： 11，385，300円
馬連： 43，802，600円 馬単： 33，783，800円 ワイド： 24，691，500円
3連複： 63，450，200円 3連単： 158，398，000円 計： 412，253，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 330円 � 670円 枠 連（3－4） 2，280円

馬 連 �� 1，910円 馬 単 �� 2，330円

ワ イ ド �� 620円 �� 1，010円 �� 5，120円

3 連 複 ��� 10，940円 3 連 単 ��� 38，470円

票 数

単勝票数 計 228351 的中 � 97503（1番人気）
複勝票数 計 539068 的中 � 345860（1番人気）� 17869（4番人気）� 7551（7番人気）
枠連票数 計 113853 的中 （3－4） 3870（5番人気）
馬連票数 計 438026 的中 �� 17742（4番人気）
馬単票数 計 337838 的中 �� 10853（7番人気）
ワイド票数 計 246915 的中 �� 10827（4番人気）�� 6325（10番人気）�� 1169（28番人気）
3連複票数 計 634502 的中 ��� 4346（23番人気）
3連単票数 計1583980 的中 ��� 2985（83番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．8―38．2―50．7―1：02．7―1：14．9―1：27．2―1：40．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ソリティール �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2016．3．19 阪神1着

2013．3．29生 牡4栗 母 スパイラルリング 母母 ウェディングバンド 9戦2勝 賞金 27，700，000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。



07067 3月12日 晴 良 （29阪神1）第6日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時25分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：08．8
1：08．7

重
重

611 サイタスリーレッド 牡4鹿 57 高倉 稜西村 憲人氏 佐藤 正雄 新ひだか カタオカフアーム 478－ 21：11．4 20．7�
59 グラッブユアコート 牝5鹿 55 福永 祐一�G1レーシング 千田 輝彦 千歳 社台ファーム 480＋241：11．61� 2．7�
12 マルカメテオ 牡5栗 57 田中 学日下部 猛氏 羽月 友彦 千歳 社台ファーム 494－ 2 〃 クビ 58．2�

（兵庫）

816 コパノマイケル 牡4栗 57 丸山 元気小林 祥晃氏 村山 明 日高 三城牧場 520＋281：11．7� 42．3�
23 キ ラ パ ワ ー 牡4栗 57 菱田 裕二山口 正行氏 石橋 守 浦河 中神牧場 460＋ 41：11．91� 69．5�
714� テイエムマンカイ 牡4黒鹿57 酒井 学竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 カミイスタット 532－ 61：12．11 58．4	
35 タイキラメール 牡4栗 57 和田 竜二
大樹ファーム 大久保龍志 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 482－ 21：12．2	 7．1�
713� トーコーブリザード 牡4芦 57 北村 友一森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか 岡田スタツド 476－ 9 〃 クビ 31．0�
24 スクリューネイバー 牡4芦 57

54 ▲森 裕太朗松元 保氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 510－ 41：12．41 194．4
612 ローザルージュ 牝4黒鹿55 浜中 俊村上 稔氏 本田 優 新ひだか 久井牧場 494－ 21：12．82	 16．5�
36 ライトフォーミー 牡4鹿 57 国分 優作
ターフ・スポート松下 武士 新ひだか 大典牧場 B492－10 〃 アタマ 155．2�
48 カジノスマイル 牝4鹿 55 幸 英明井高 義光氏 石橋 守 新ひだか 井高牧場 482－ 61：12．9	 3．3�
11 ショウナンマシェリ 牝4鹿 55

53 △城戸 義政
湘南 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 466＋ 21：13．0� 121．1�
510 ローゼンタール 牝4栗 55 藤岡 康太岡田 牧雄氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 486－181：13．1� 8．6�
47 ウインフェルベール 牡4青鹿57 松若 風馬�ウイン 
島 一歩 新ひだか 藤巻 則弘 504＋ 81：13．73	 19．5�
815 テイケイラピッド 牝5栗 55 川島 信二兼松 忠男氏 荒川 義之 洞�湖 レイクヴィラファーム 528± 01：14．12	 20．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，928，500円 複勝： 35，008，800円 枠連： 18，374，700円
馬連： 65，281，300円 馬単： 30，715，200円 ワイド： 39，750，000円
3連複： 90，771，700円 3連単： 114，986，100円 計： 423，816，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，070円 複 勝 � 500円 � 150円 � 930円 枠 連（5－6） 1，000円

馬 連 �� 3，840円 馬 単 �� 8，200円

ワ イ ド �� 1，340円 �� 10，920円 �� 2，490円

3 連 複 ��� 43，330円 3 連 単 ��� 184，430円

票 数

単勝票数 計 289285 的中 � 11179（7番人気）
複勝票数 計 350088 的中 � 15246（7番人気）� 81892（1番人気）� 7668（11番人気）
枠連票数 計 183747 的中 （5－6） 14109（4番人気）
馬連票数 計 652813 的中 �� 13149（12番人気）
馬単票数 計 307152 的中 �� 2809（26番人気）
ワイド票数 計 397500 的中 �� 7819（12番人気）�� 916（74番人気）�� 4106（28番人気）
3連複票数 計 907717 的中 ��� 1571（116番人気）
3連単票数 計1149861 的中 ��� 452（500番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．6―11．8―11．9―13．0

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．3―3F36．7
3 ・（8，11）16，10（5，9）（4，14）（2，12）（7，15）3－13－（1，6） 4 ・（8，11，16）（5，9）10（4，14）2，12（3，15）7，6，13，1

勝馬の
紹 介

サイタスリーレッド �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 Salt Lake デビュー 2015．8．16 小倉8着

2013．4．24生 牡4鹿 母 ユメノラッキー 母母 Tracey’s Secret 13戦2勝 賞金 20，100，000円
〔発走状況〕 グラッブユアコート号は，枠内駐立不良〔立上る〕。危険防止のため外枠から発走。

テイエムマンカイ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。馬装整備。
発走時刻9分遅延。

〔馬の出走停止・調教再審査〕 グラッブユアコート号は，平成29年3月13日から平成29年4月2日まで出走停止。停止期間の満了
後に発走調教再審査。

※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。

07068 3月12日 晴 良 （29阪神1）第6日 第8競走 ��
��1，600�サラブレッド系4歳以上

発走13時55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
1：32．0
1：30．7

良
良

68 ステファンバローズ 牡4黒鹿57 松若 風馬猪熊 広次氏 松下 武士 新ひだか 前田 宗将 470－101：34．3 3．5�
45 ティーエスクライ 牝5芦 55 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 454－101：34．4� 3．8�
44 ドラゴンマジック 	5栗 57 幸 英明窪田 康志氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 516－ 6 〃 クビ 8．3�
56 アイムウィッシング 牝4鹿 55 石橋 脩 �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 440－ 21：34．82� 160．3�
710 アスターサムソン 	4鹿 57 山口 勲加藤 久枝氏 中竹 和也 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482－ 6 〃 ハナ 63．5�
（佐賀）

22 モウカッテル 牡4鹿 57
54 ▲川又 賢治田中 邦彦氏 森 秀行 日高 沖田牧場 464＋18 〃 ハナ 48．1	

11 カレンオプシス 牝5青鹿55 藤岡 康太鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 492－ 4 〃 アタマ 5．4

33 バトルハルトマン 牡4栗 57 高倉 稜宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか 山岸 康 526＋ 41：34．9� 167．9�
57 トウショウビクター 牡4黒鹿57 北村 友一藤田 衛成氏 今野 貞一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 456＋ 61：35．21
 3．8�
812 リングオブハピネス 牝4栗 55 浜中 俊五影 慶則氏 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 474± 0 〃 アタマ 36．5
711 スズカウルトラ 牡4鹿 57

55 △城戸 義政永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 山口 義彦 468＋ 21：35．3
 177．0�
69 マルカベッカム 牡4鹿 57

54 ▲森 裕太朗日下部 猛氏 羽月 友彦 千歳 社台ファーム 490± 01：35．4
 70．2�
813 マ エ ス ト ロ 牡4鹿 57 池添 謙一 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 446－ 41：36．67 20．0�
（13頭）

売 得 金
単勝： 33，245，500円 複勝： 42，862，700円 枠連： 18，911，100円
馬連： 74，823，900円 馬単： 35，207，900円 ワイド： 39，936，700円
3連複： 90，909，600円 3連単： 135，976，000円 計： 471，873，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 140円 � 140円 � 190円 枠 連（4－6） 490円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 1，270円

ワ イ ド �� 260円 �� 480円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，260円 3 連 単 ��� 4，960円

票 数

単勝票数 計 332455 的中 � 74027（1番人気）
複勝票数 計 428627 的中 � 83537（2番人気）� 89307（1番人気）� 49355（5番人気）
枠連票数 計 189111 的中 （4－6） 29515（1番人気）
馬連票数 計 748239 的中 �� 88041（1番人気）
馬単票数 計 352079 的中 �� 20739（1番人気）
ワイド票数 計 399367 的中 �� 43037（1番人気）�� 19930（8番人気）�� 23998（6番人気）
3連複票数 計 909096 的中 ��� 53745（4番人気）
3連単票数 計1359760 的中 ��� 19846（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．2―36．1―47．8―59．2―1：10．3―1：22．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F35．1
3 3，6，7（1，2）13（4，5）11（10，9）12－8 4 ・（3，6）－（1，7）（4，2）5（10，13）11，9，12，8
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ステファンバローズ �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Peaks and Valleys デビュー 2015．11．15 京都9着

2013．4．6生 牡4黒鹿 母 ラヴァーズチェイス 母母 パルフェアムール 14戦2勝 賞金 23，650，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔発走状況〕 ステファンバローズ号は，発走地点で右前肢および右後肢落鉄。発走時刻3分遅延。
※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。



07069 3月12日 晴 良 （29阪神1）第6日 第9競走 ��
��2，400�

あ わ じ

淡 路 特 別
発走14時25分 （芝・右・外）
4歳以上，1，000万円以下，28．3．12以降29．3．5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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．2
2：22．1

良
良

57 ダノンアローダ 牡4鹿 54 松若 風馬�ダノックス 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 532－ 62：26．4 4．9�
813 ライトファンタジア 牝5栗 53 福永 祐一吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 456－ 82：26．61� 5．9�
22 ケイブルグラム 牡4鹿 54 浜中 俊 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B514－14 〃 クビ 8．4�
711� ケージーキンカメ 牡6黒鹿54 酒井 学岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 新ひだか 松本牧場 476＋10 〃 ハナ 10．5�
45 トウキョウタフガイ 牡6鹿 53 池添 謙一市川義美ホール

ディングス� 渡辺 薫彦 安平 追分ファーム 470＋ 22：26．7クビ 45．0	
69 ララエクラテール 牡5鹿 55 和田 竜二フジイ興産� 今野 貞一 新冠 佐藤 信広 B430＋ 42：26．8	 8．1

56 カ ラ ビ ナ 牡4鹿 55 藤岡 康太 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 518＋ 4 〃 クビ 5．3�
11 メイショウミツボシ 牡5鹿 53 北村 友一松本 好雄氏 本田 優 浦河 日の出牧場 478± 02：27．01 82．8�
812 コウキチョウサン 牡4鹿 54 丸山 元気�チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 444－14 〃 クビ 23．7
68 ニホンピロカーン 牡4鹿 54 M．デムーロ小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 466＋ 42：27．1	 4．1�
44 � スリーヴェローチェ 牡8鹿 52 菱田 裕二永井商事� 石橋 守 新ひだか 武 牧場 470± 02：27．2	 210．7�
33 キングブレイク 牡8栗 54 田中 学阿部東亜子氏 羽月 友彦 浦河 バンブー牧場 532－ 42：27．51
 143．8�

（兵庫）

710 ダンディーズムーン 牡6鹿 54 幸 英明田島 大史氏 中村 均 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 484－ 42：28．03 40．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 38，507，200円 複勝： 62，837，700円 枠連： 25，892，600円
馬連： 107，014，600円 馬単： 45，906，500円 ワイド： 56，589，500円
3連複： 142，397，600円 3連単： 195，094，200円 計： 674，239，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 200円 � 200円 � 360円 枠 連（5－8） 610円

馬 連 �� 1，600円 馬 単 �� 2，940円

ワ イ ド �� 680円 �� 950円 �� 1，300円

3 連 複 ��� 6，270円 3 連 単 ��� 29，160円

票 数

単勝票数 計 385072 的中 � 62753（2番人気）
複勝票数 計 628377 的中 � 87446（3番人気）� 85689（4番人気）� 39082（7番人気）
枠連票数 計 258926 的中 （5－8） 32731（2番人気）
馬連票数 計1070146 的中 �� 51551（6番人気）
馬単票数 計 459065 的中 �� 11703（9番人気）
ワイド票数 計 565895 的中 �� 21961（9番人気）�� 15313（15番人気）�� 10925（19番人気）
3連複票数 計1423976 的中 ��� 17014（26番人気）
3連単票数 計1950942 的中 ��� 4850（116番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―12．8―12．9―12．3―12．3―12．6―12．3―11．8―11．1―11．4―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�
12．9―24．7―37．5―50．4―1：02．7―1：15．0―1：27．6―1：39．9―1：51．7―2：02．8―2：14．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンアローダ �
�
父 ワークフォース �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2015．11．8 京都3着

2013．1．31生 牡4鹿 母 ア ゲ ヒ バ リ 母母 トゥザヴィクトリー 11戦3勝 賞金 40，622，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時31分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

07070 3月12日 晴 良 （29阪神1）第6日 第10競走 ��
��2，000�

こうなん

甲南ステークス
発走15時00分 （ダート・右）
4歳以上，1，600万円以下，28．3．12以降29．3．5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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 231，000円 66，000円 33，000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 カフェブリッツ 牡4鹿 55 北村 友一西川 光一氏 池江 泰寿 新ひだか 三石橋本牧場 540＋ 42：04．1 4．3�
66 タガノゴールド 牡6栗 55 丸山 元気八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 472－ 4 〃 クビ 21．2�
55 ウインユニファイド 牡5黒鹿55 M．デムーロ�ウイン 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 518－ 22：04．2クビ 3．4�
44 サージェントバッジ 牡5黒鹿57 福永 祐一大塚 亮一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B496－ 4 〃 ハナ 3．7�
33 � シャイニービーム 牡5鹿 55 高倉 稜小林 昌志氏 福島 信晴 平取 雅 牧場 452＋ 82：04．83� 9．6�
11 コパノチャーリー 牡5栗 54 幸 英明小林 祥晃氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 518－ 82：05．22� 14．5	
810� ビービートレイター 牡7黒鹿56 浜中 俊
坂東牧場 吉村 圭司 浦河 小倉牧場 512＋ 42：05．41	 44．9�
22 アドマイヤシャイ 牝5黒鹿53 藤岡 康太近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 448－ 22：05．5クビ 18．5�
89 コンセギール 牡5黒鹿55 和田 竜二前田 葉子氏 浜田多実雄 新冠 株式会社

ノースヒルズ 510－ 42：05．71� 5．9
（9頭）

78 スマートボムシェル 牡5栗 53 松若 風馬大川 徹氏 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 498± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 43，346，800円 複勝： 57，043，300円 枠連： 19，143，400円
馬連： 118，228，700円 馬単： 52，658，600円 ワイド： 53，217，900円
3連複： 139，904，400円 3連単： 247，554，200円 計： 731，097，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 180円 � 390円 � 150円 枠 連（6－7） 5，920円

馬 連 �� 5，490円 馬 単 �� 8，790円

ワ イ ド �� 1，540円 �� 390円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 5，020円 3 連 単 ��� 32，060円

票 数

単勝票数 差引計 433468（返還計 3383） 的中 � 80616（3番人気）
複勝票数 差引計 570433（返還計 5579） 的中 � 87818（4番人気）� 28200（7番人気）� 118589（1番人気）
枠連票数 差引計 191434（返還計 591） 的中 （6－7） 2505（21番人気）
馬連票数 差引計1182287（返還計 27036） 的中 �� 16668（22番人気）
馬単票数 差引計 526586（返還計 12282） 的中 �� 4493（37番人気）
ワイド票数 差引計 532179（返還計 18110） 的中 �� 8342（23番人気）�� 38848（3番人気）�� 11111（19番人気）
3連複票数 差引計1399044（返還計 79373） 的中 ��� 20897（22番人気）
3連単票数 差引計2475542（返還計130438） 的中 ��� 5597（132番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．9―35．9―49．6―1：02．1―1：14．3―1：26．6―1：38．8―1：51．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カフェブリッツ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Stravinsky デビュー 2016．3．19 阪神6着

2013．5．24生 牡4鹿 母 カフェララルー 母母 Careless Kitten 10戦4勝 賞金 49，479，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔競走除外〕 スマートボムシェル号は，馬場入場後に放馬し，疲労が著しいため競走除外。
〔発走状況〕 コンセギール号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
※出走取消馬 トウケイウイン号（疾病〔右後肢跛行〕のため）

１レース目



07071 3月12日 晴 良 （29阪神1）第6日 第11競走 ��
��1，400�第51回報知杯フィリーズレビュー（ＧⅡ）

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

報知新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 52，000，000円 21，000，000円 13，000，000円 7，800，000円 5，200，000円
付 加 賞 1，344，000円 384，000円 192，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．9
1：19．0

良
良

816 カラクレナイ 牝3栗 54 M．デムーロ吉田 照哉氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 478＋ 21：21．0 3．8�
715 レーヌミノル 牝3栗 54 浜中 俊吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 468± 01：21．1� 1．8�
713 ゴールドケープ 牝3鹿 54 丸山 元気 �グリーンファーム荒川 義之 千歳 社台ファーム 432＋ 41：21．31� 24．1�
36 ジューヌエコール 牝3鹿 54 北村 友一 �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 488± 01：21．62 7．0�
611 ヤマカツグレース 牝3栗 54 国分 優作山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 452＋ 41：21．81� 81．8	
24 フラウティスタ 牝3鹿 54 福永 祐一 �シルクレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 412－ 41：21．9� 45．9

35 クインズサリナ 牝3黒鹿54 幸 英明亀田 和弘氏 西村 真幸 新ひだか 佐竹 学 420－10 〃 ハナ 114．8�
714 ビーカーリー 牝3黒鹿54 和田 竜二馬場 祥晃氏 西村 真幸 新ひだか 沼田 照秋 454－ 41：22．11 114．4�
23 ステラルージュ 牝3栗 54 高倉 稜野田 善己氏 渡辺 薫彦 新冠 中村 弘昭 400＋ 2 〃 クビ 63．7
11 スリーミスヨハネス 牝3鹿 54 川島 信二永井商事� 加藤 敬二 浦河 辻 牧場 436＋ 21：22．2	 433．7�
817 ア カ カ 牝3芦 54 松若 風馬金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 日高 日高大洋牧場 476－ 4 〃 クビ 152．6�
510 ラーナアズーラ 牝3栗 54 山口 勲 �グランデオーナーズ 畠山 吉宏 日高 アイズスタッド株式会社 470± 0 〃 ハナ 119．1�

（佐賀）

818 アンジュデジール 牝3黒鹿54 
島 良太安原 浩司氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 474－ 21：22．3クビ 131．7�
47 タガノカトレア 牝3鹿 54 菱田 裕二八木 良司氏 岡田 稲男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 422－ 4 〃 クビ 16．8�
12 アズールムーン 牝3栗 54 石橋 脩 �シルクレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 518＋ 61：22．62 19．4�
59 ベ ル カ プ リ 牝3鹿 54 池添 謙一合同会社雅苑興業 西浦 勝一 安平 ノーザンファーム 458＋ 21：22．7クビ 25．7�
612 シ グ ル ー ン 牝3栗 54 藤岡 康太岡田 牧雄氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 438－ 21：23．12� 67．1�
48 アルミューテン 牝3栗 54 田中 学伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 458－ 41：23．2	 178．2�
（兵庫）

（18頭）

売 得 金
単勝： 184，953，900円 複勝： 239，111，500円 枠連： 118，737，000円
馬連： 692，035，700円 馬単： 300，927，800円 ワイド： 289，703，400円
3連複： 1，043，302，600円 3連単： 1，787，733，400円 計： 4，656，505，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 140円 � 110円 � 310円 枠 連（7－8） 390円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 1，070円

ワ イ ド �� 220円 �� 1，330円 �� 550円

3 連 複 ��� 2，220円 3 連 単 ��� 9，570円

票 数

単勝票数 計1849539 的中 � 384848（2番人気）
複勝票数 計2391115 的中 � 368001（2番人気）� 966920（1番人気）� 107658（5番人気）
枠連票数 計1187370 的中 （7－8） 233323（1番人気）
馬連票数 計6920357 的中 �� 1223567（1番人気）
馬単票数 計3009278 的中 �� 210359（3番人気）
ワイド票数 計2897034 的中 �� 410761（1番人気）�� 47652（16番人気）�� 126248（3番人気）
3連複票数 計10433026 的中 ��� 352263（4番人気）
3連単票数 計17877334 的中 ��� 135398（19番人気）

ハロンタイム 12．0―10．2―11．3―12．0―11．8―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．2―33．5―45．5―57．3―1：09．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F35．5
3 2，9（6，8，12）（4，5，7）（3，15）（11，14，18）（1，10）17，16－13 4 2（9，8）（6，12）（5，15）（4，7）（3，11，14，18）（1，10，17，16）13

勝馬の
紹 介

カラクレナイ �
�
父 ローエングリン �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2016．10．23 京都4着

2014．4．29生 牝3栗 母 バーニングレッド 母母 レッドチリペッパー 4戦3勝 賞金 69，682，000円
〔制裁〕 ゴールドケープ号の騎手丸山元気は，発馬機内での御法（突進された）について戒告。

ヤマカツグレース号の騎手国分優作は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金100，000円。（被害馬：14番・18番）
レーヌミノル号の騎手浜中俊は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて平成29年3月18日から平成29年3月

25日まで騎乗停止。（被害馬：6番・4番）
※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 スリーランディア号
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりカラクレナイ号・レーヌミノル号・ゴールドケープ号は，桜花賞（GⅠ）競走に優先出走できる。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

07072 3月12日 晴 良 （29阪神1）第6日 第12競走 ��
��1，200�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
1：08．8
1：08．7

重
重

48 オウケンビリーヴ 牝4芦 55 福永 祐一福井 明氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 492＋181：11．0 4．8�
713 タガノヴィッター 牡4鹿 57 藤岡 康太八木 良司氏 牧浦 充徳 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 506－101：11．32 7．2�
816 クリノシャンボール 牡4黒鹿57 北村 友一栗本 博晴氏 川村 禎彦 新ひだか 水上 習孝 482－261：11．61� 31．3�
815	 スパイラルステップ 牝5鹿 55 和田 竜二吉田 勝己氏 庄野 靖志 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 520－ 21：11．7� 4．7�
59 エイシンカーニバル 牡5栗 57 浜中 俊�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 470± 01：11．8
 5．2�
11 コパノリスボン 牡4栗 57 幸 英明小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 伊藤 敏明 510＋ 21：11．9
 6．8	
36 ツウローゼズ 牝5黒鹿55 丸山 元気鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新冠 樋渡 志尚 474－12 〃 アタマ 165．3

611 アドマイヤスパーズ 牡7鹿 57 石橋 脩近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 488－ 21：12．0クビ 35．9�
23 タイセイラナキラ 牝4栗 55 松若 風馬田中 成奉氏 西村 真幸 浦河 藤春 修二 510－ 21：12．1� 52．1�
612 ヴ ェ ゼ ー ル 牡4栗 57 菱田 裕二畑佐 博氏 河内 洋 浦河 中神牧場 546＋ 21：12．52
 16．6
47 	 メイショウカロッタ 牡5鹿 57

55 △城戸 義政松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 日の出牧場 498＋ 2 〃 クビ 6．1�
35 オ ル ノ ス 牝4芦 55

52 ▲森 裕太朗武田 茂男氏 鈴木 孝志 浦河 信岡牧場 448－ 21：12．6クビ 68．4�
510 リバーサイドパーク 牝4鹿 55

52 ▲川又 賢治�飛野牧場 森 秀行 新ひだか 飛野牧場 448＋ 4 〃 ハナ 381．3�
24 マ ー シ レ ス 牡6栗 57 田中 学窪田 康志氏 浜田多実雄 日高 三城牧場 476＋101：12．81
 63．3�

（兵庫）

714	 メイショウボンロク 牡6栗 57 酒井 学松本 好雄氏 松下 武士 浦河 高昭牧場 474－181：12．9クビ 100．7�
12 コロナボレアリス 牡6栗 57 国分 優作 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 西浦 勝一 浦河 富菜牧場 464－ 41：13．43 132．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 64，251，900円 複勝： 86，199，500円 枠連： 42，734，900円
馬連： 172，348，600円 馬単： 66，338，800円 ワイド： 88，183，800円
3連複： 229，940，500円 3連単： 322，783，400円 計： 1，072，781，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 290円 � 260円 � 710円 枠 連（4－7） 1，290円

馬 連 �� 3，120円 馬 単 �� 4，980円

ワ イ ド �� 1，160円 �� 4，090円 �� 2，970円

3 連 複 ��� 29，940円 3 連 単 ��� 135，030円

票 数

単勝票数 計 642519 的中 � 106603（2番人気）
複勝票数 計 861995 的中 � 82743（6番人気）� 94896（5番人気）� 27560（9番人気）
枠連票数 計 427349 的中 （4－7） 25537（5番人気）
馬連票数 計1723486 的中 �� 42733（15番人気）
馬単票数 計 663388 的中 �� 9971（25番人気）
ワイド票数 計 881838 的中 �� 20097（15番人気）�� 5462（40番人気）�� 7566（30番人気）
3連複票数 計2299405 的中 ��� 5759（91番人気）
3連単票数 計3227834 的中 ��� 1733（408番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．3―11．9―12．3―12．4

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F36．6
3 ・（2，3，16）－（7，15）－13，8（4，9）5（1，11）（6，14）10，12 4 3（2，16）－15（7，13）（8，9）5（4，11）1，14（6，12）10
市場取引馬

勝馬の
紹 介

オウケンビリーヴ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．10．10 京都2着

2013．1．25生 牝4芦 母 ビスクドール 母母 フェアリードール 12戦3勝 賞金 31，920，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 アキノクリンチ号・カメット号・デンコウヒノマル号・テーオーソルジャー号・マイネルラック号・

ライドオンウインド号
※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。

４レース目



（29阪神1）第6日 3月12日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 162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

276，840，000円
5，060，000円
15，140，000円
2，660，000円
33，150，000円
66，256，000円
4，475，000円
1，555，200円

勝馬投票券売得金
542，002，200円
744，158，300円
319，867，900円
1，519，878，900円
693，940，600円
739，857，200円
2，137，640，600円
3，470，752，200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 10，168，097，900円

総入場人員 15，776名 （有料入場人員 14，694名）
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