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07073 3月18日 晴 良 （29阪神1）第7日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10時10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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

813 タガノマニカ 牝3鹿 54 国分 恭介八木 良司氏 石橋 守 浦河 大北牧場 448± 01：25．6 19．7�
11 ファミーユボヌール 牝3黒鹿54 C．ルメール 原 �子氏 松永 幹夫 新ひだか 岡田スタツド 446± 01：25．91� 1．4�
22 ピ カ ロ 牝3鹿 54

51 ▲森 裕太朗山口 敦広氏 鈴木 孝志 新冠 大狩部牧場 440± 01：26．11� 4．3�
33 メイショウクジャク 牝3栗 54 池添 謙一松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 本巣 敦 432＋ 21：26．31� 16．6�
69 サテンドール 牝3鹿 54 岩田 康誠三田 昌宏氏 浅見 秀一 洞	湖 レイクヴィラファーム B460－ 21：26．72� 22．3�
44 イサチルオリョウ 牝3黒鹿54 幸 英明小坂 功氏 大根田裕之 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 470－ 41：26．8クビ 9．2�
45 サ ン バ デ ィ 牝3芦 54

52 △城戸 義政岡 浩二氏 中竹 和也 日高 アイズスタッド株式会社 400－121：27．22� 225．3	
57 ネオレジェンド 牝3黒鹿54 藤岡 佑介嶋田 賢氏 矢作 芳人 新ひだか 服部 牧場 454－ 2 〃 クビ 40．0

812 リマインドミー 牝3黒鹿54 太宰 啓介岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新冠 若林牧場 496－ 21：27．62� 110．4�
711 テイエムアビーム 牝3栗 54

51 ▲川又 賢治竹園 正繼氏 福島 信晴 日高 日高テイエム
牧場株式会社 444＋ 21：28．13 240．7�

68 ベネトナーシュ 牝3黒鹿54 佐藤 友則ノースヒルズ 高橋 康之 新冠 株式会社
ノースヒルズ 486－ 81：29．05 294．4�

（笠松）

710 プライムプラム 牝3栗 54
52 △坂井 瑠星長谷川守正氏 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 480 ―1：29．74 89．3�

56 リ ュ ウ ビ 牝3黒鹿 54
51 ▲富田 暁 ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松下 武士 浦河 ヒダカフアーム 472 ―1：35．5大差 194．7�
（13頭）

売 得 金
単勝： 30，991，600円 複勝： 122，779，100円 枠連： 14，581，400円
馬連： 53，655，500円 馬単： 41，403，100円 ワイド： 38，061，600円
3連複： 84，635，400円 3連単： 168，672，100円 計： 554，779，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，970円 複 勝 � 190円 � 110円 � 110円 枠 連（1－8） 930円

馬 連 �� 1，130円 馬 単 �� 3，940円

ワ イ ド �� 350円 �� 530円 �� 140円

3 連 複 ��� 880円 3 連 単 ��� 11，540円

票 数

単勝票数 計 309916 的中 � 12565（5番人気）
複勝票数 計1227791 的中 � 33018（5番人気）� 944928（1番人気）� 102517（2番人気）
枠連票数 計 145814 的中 （1－8） 12093（4番人気）
馬連票数 計 536555 的中 �� 36638（4番人気）
馬単票数 計 414031 的中 �� 7868（12番人気）
ワイド票数 計 380616 的中 �� 23700（4番人気）�� 14283（8番人気）�� 90539（1番人気）
3連複票数 計 846354 的中 ��� 71882（3番人気）
3連単票数 計1686721 的中 ��� 10594（36番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―12．5―12．6―12．4―12．2―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―35．8―48．4―1：00．8―1：13．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノマニカ �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．1．8 京都3着

2014．3．3生 牝3鹿 母 エスフライト 母母 ノースフライト 4戦1勝 賞金 7，750，000円
〔制裁〕 プライムプラム号の調教師高橋康之は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リュウビ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年4月18日まで平地競走に出

走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

07074 3月18日 晴 良 （29阪神1）第7日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時40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

23 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 452－ 21：52．8 6．8�
35 ブルックリンソウル 牡3鹿 56 川田 将雅村田 裕子氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 498－ 41：53．11� 14．8�
510 ミラクルシップ 牡3鹿 56

53 ▲森 裕太朗合同会社小林英一
ホールディングス 西村 真幸 日高 出口牧場 480± 01：53．2� 104．9�

11 ジャックナイフ 牡3鹿 56 岩田 康誠岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 竹中牧場 448＋ 21：54．05 16．1�
714 ブ ル ノ 牡3栗 56 水口 優也北山 敏�氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 454－ 21：55．06 558．8	
611 メイショウサワカゼ 牡3鹿 56

54 △城戸 義政松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 428－ 81：55．42� 318．3

24 ア ヴ ァ ン ト 牡3栗 56 C．ルメール 佐々木主浩氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 472－18 〃 ハナ 8．3�
47 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 504＋ 2 〃 アタマ 2．5�
815 ハンズスミス 牡3鹿 56 佐藤 友則永山 勝敏氏 西村 真幸 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 B452＋ 21：55．82� 166．9
（笠松）

12 カフジバッカス 牡3鹿 56
54 △坂井 瑠星加藤 守氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 470 ―1：55．9クビ 11．4�

59 サンジェルヴェ 牡3青鹿56 松若 風馬 �社台レースホース浜田多実雄 安平 追分ファーム 460－ 21：56．0� 112．4�
816 メイショウハチク 牡3鹿 56 池添 謙一松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 大北牧場 462± 01：56．95 5．2�
612 マヴェリックライト 牡3栗 56

55 ☆岩崎 翼栗山 良子氏 羽月 友彦 新ひだか 株式会社U・M・A 460 ―1：58．510 458．0�
36 ダンツワープ 牡3黒鹿56 小林 徹弥山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 542 ―1：59．24 312．0�
48 テイエムアルドーレ 牝3栗 54 幸 英明竹園 正繼氏 飯田 雄三 浦河 近藤牧場 476 ―2：02．7大差 223．5�
713 ジューンソリドール 牡3鹿 56 和田 竜二吉川 潤氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 474＋ 6 （競走中止） 7．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，435，400円 複勝： 45，214，300円 枠連： 16，788，500円
馬連： 62，863，500円 馬単： 31，106，100円 ワイド： 39，036，400円
3連複： 81，949，600円 3連単： 104，583，500円 計： 412，977，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 290円 � 370円 � 2，100円 枠 連（2－3） 2，420円

馬 連 �� 4，580円 馬 単 �� 7，640円

ワ イ ド �� 1，460円 �� 7，780円 �� 8，650円

3 連 複 ��� 81，620円 3 連 単 ��� 273，720円

票 数

単勝票数 計 314354 的中 � 36765（3番人気）
複勝票数 計 452143 的中 � 44880（4番人気）� 33209（6番人気）� 4867（9番人気）
枠連票数 計 167885 的中 （2－3） 5373（13番人気）
馬連票数 計 628635 的中 �� 10631（20番人気）
馬単票数 計 311061 的中 �� 3052（32番人気）
ワイド票数 計 390364 的中 �� 7088（18番人気）�� 1276（36番人気）�� 1147（40番人気）
3連複票数 計 819496 的中 ��� 753（106番人気）
3連単票数 計1045835 的中 ��� 277（451番人気）

ハロンタイム 12．8―10．7―12．5―12．2―13．0―13．5―12．9―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．5―36．0―48．2―1：01．2―1：14．7―1：27．6―1：39．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．6―3F38．1
1
3

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

2
4

・（2，16）－7＝4，5（3，15）10－（1，11）9－8，14－6＝12・（3，5）2，10，4（1，7）（16，14）9（15，11）＝6－8－12
勝馬の
紹 介

ロードソリスト �
�
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3着

2014．2．27生 牡3鹿 母 レディアーティスト 母母 レディバラード 4戦1勝 賞金 6，800，000円
〔競走中止〕 ジューンソリドール号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔その他〕 マヴェリックライト号は，向正面で他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

ダンツワープ号・テイエムアルドーレ号は，向正面で内柵が外れていたことによる影響を受けたため，「タイムオーバーによ
る出走制限」の適用を除外。

※カフジバッカス号・ダンツワープ号は，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７日



07075 3月18日 晴 良 （29阪神1）第7日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走11時10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

47 ヨドノベスト 牡3鹿 56 川須 栄彦海原 聖一氏 松元 茂樹 新冠 村上牧場 440－ 61：12．8 4．9�
48 キセキノホシ 牡3鹿 56 和田 竜二サイプレスホール

ディングス合同会社 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 492＋ 41：13．22� 2．4�
59 タイキブリジャール 牡3鹿 56 岩田 康誠�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 452－ 21：13．3� 4．2�
815 クニサキカッシーニ 牝3栗 54 小牧 太國島 周夫氏 西橋 豊治 新冠 的場牧場 394－ 41：13．93� 59．8�
24 セローフォース 牡3鹿 56

53 ▲森 裕太朗 �カナヤマホール
ディングス 池添 学 新ひだか 藤原牧場 496－ 81：14．0� 37．1	

612 ダノンキラメキ 牝3黒鹿54 �島 良太�ダノックス 千田 輝彦 安平 ノーザンファーム 448± 0 〃 クビ 60．5

12 トーヨーエース 牡3鹿 56 佐藤 友則中嶋 宏氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 478－101：14．1クビ 8．8�

（笠松）

611 コパノベスト �3黒鹿56 福永 祐一小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 服部 牧場 478－ 21：14．31� 22．2�
11 ルーチェミラコロ 牡3黒鹿 56

54 △坂井 瑠星 �グリーンファーム須貝 尚介 浦河 有限会社
吉田ファーム B450＋ 2 〃 ハナ 21．7

35 メイショウカリナン 牡3鹿 56
53 ▲藤田菜七子松本 好雄氏 浅見 秀一 新ひだか 谷岡牧場 B498＋101：14．4クビ 12．5�

23 ハナズクリーム 牝3鹿 54 国分 恭介中西 功氏 牧田 和弥 日高 増尾牧場 414－ 81：15．14 279．4�
713 マサノペンダント 牝3黒鹿54 幸 英明猪野毛雅人氏 加藤 敬二 新ひだか 猪野毛牧場 444－ 4 〃 クビ 105．3�
36 ノアサンキュウ 牝3鹿 54 下原 理杉元 四男氏 福島 信晴 日高 春木 昭雄 456－ 61：15．41� 65．2�

（兵庫）

510 トーホウボニータ 牝3芦 54 高倉 稜東豊物産� 崎山 博樹 新ひだか 前川 正美 420＋ 21：15．5� 319．1�
816 オレノヴィジョン 牡3鹿 56 柴田 未崎山下 良子氏 佐藤 正雄 厚真 阿部 栄乃進 480＋10 〃 アタマ 57．2�
714 ポエティック 牝3鹿 54

53 ☆岩崎 翼田所 英子氏 安達 昭夫 日高 天羽牧場 466＋101：15．81� 161．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，645，300円 複勝： 35，941，300円 枠連： 17，677，200円
馬連： 53，258，100円 馬単： 28，275，500円 ワイド： 34，465，000円
3連複： 78，021，300円 3連単： 98，747，500円 計： 375，031，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 140円 � 120円 � 130円 枠 連（4－4） 600円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 1，340円

ワ イ ド �� 230円 �� 410円 �� 220円

3 連 複 ��� 600円 3 連 単 ��� 4，320円

票 数

単勝票数 計 286453 的中 � 46450（3番人気）
複勝票数 計 359413 的中 � 62110（3番人気）� 85202（1番人気）� 72323（2番人気）
枠連票数 計 176772 的中 （4－4） 22590（3番人気）
馬連票数 計 532581 的中 �� 73659（2番人気）
馬単票数 計 282755 的中 �� 15721（4番人気）
ワイド票数 計 344650 的中 �� 38887（2番人気）�� 18618（4番人気）�� 43250（1番人気）
3連複票数 計 780213 的中 ��� 96415（1番人気）
3連単票数 計 987475 的中 ��� 16542（4番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．8―12．2―12．2―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．5―35．3―47．5―59．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヨドノベスト �
�
父 スターリングローズ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2016．8．27 小倉2着

2014．5．18生 牡3鹿 母 カイアナイト 母母 タンザナイト 4戦1勝 賞金 8，550，000円
〔制裁〕 ダノンキラメキ号の騎手�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戒告。（被害馬：2番）
※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） 1頭 メイショウアワジ号
（非抽選馬） 1頭 カンティレーナ号
※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。

07076 3月18日 晴 良 （29阪神1）第7日 第4競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走11時40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

714 ミ ザ イ 牝3芦 54 �島 良太山住 勲氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 482 ―1：54．6 20．0�
59 メイショウクロス 牡3鹿 56

54 △坂井 瑠星松本 好雄氏 坂口 正則 浦河 松栄牧場 526 ― 〃 クビ 49．0�
23 エイシンブルーム 牝3青鹿54 松若 風馬�栄進堂 松元 茂樹 浦河 高野牧場 450 ―1：55．34 47．5�
48 ロードスタルディ 牡3鹿 56 川田 将雅 �ロードホースクラブ 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム 498 ―1：55．93� 2．5�
816 マコトタリスマン 牡3黒鹿56 和田 竜二�ディアマント 高橋 義忠 様似 出口 繁夫 468 ―1：56．0� 13．1�
612 フットステップ 牡3芦 56 川須 栄彦平井 裕氏 友道 康夫 日高 白井牧場 466 ―1：56．1	 16．9	
35 ナッシングエルス 牡3黒鹿56 藤岡 佑介名古屋友豊� 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 450 ―1：56．2クビ 78．2

611 ニホンピロアーニャ 牝3黒鹿 54

51 ▲森 裕太朗小林百太郎氏 服部 利之 平取 稲原牧場 408 ―1：56．83� 96．1�
12 ナ ル ハ ヤ 牝3黒鹿 54

52 △城戸 義政陣内 孝則氏 梅田 智之 平取 清水牧場 494 ― 〃 アタマ 22．8�
11 ニホンピロモリー 牝3黒鹿54 柴田 未崎小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 472 ―1：57．65 149．9
713 ビートイット 牡3黒鹿56 福永 祐一吉田 和美氏 松永 幹夫 宮城 佐藤 庄一 500 ―1：57．7クビ 2．3�
24 バレステロス 牡3黒鹿56 藤懸 貴志市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 日高 天羽 禮治 498 ―1：58．33� 165．9�
47 ムーンスナイパー 牡3芦 56 下原 理ニットー商事� 寺島 良 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 470 ― 〃 クビ 16．6�

（兵庫）

815 ペイシャサンデア 
3栗 56 小林 徹弥北所 直人氏 杉山 晴紀 平取 川向高橋育
成牧場 432 ―1：58．4� 68．0�

510 ナムラストレート 牡3鹿 56 高倉 稜奈村 信重氏 福島 信晴 様似 林 時春 482 ―1：58．71	 22．6�
36 ヴァルキリー 牝3栗 54 幸 英明岩﨑 僖澄氏 宮 徹 新冠 松木 加代 428 ―1：59．44 147．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，810，200円 複勝： 34，762，600円 枠連： 16，633，100円
馬連： 55，218，000円 馬単： 31，042，900円 ワイド： 33，037，100円
3連複： 69，504，300円 3連単： 95，128，000円 計： 366，136，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，000円 複 勝 � 480円 � 1，260円 � 1，060円 枠 連（5－7） 1，530円

馬 連 �� 39，690円 馬 単 �� 67，870円

ワ イ ド �� 7，720円 �� 7，320円 �� 12，620円

3 連 複 ��� 203，620円 3 連 単 ��� 1，682，140円

票 数

単勝票数 計 308102 的中 � 12297（6番人気）
複勝票数 計 347626 的中 � 20430（6番人気）� 7036（10番人気）� 8400（9番人気）
枠連票数 計 166331 的中 （5－7） 8398（5番人気）
馬連票数 計 552180 的中 �� 1078（56番人気）
馬単票数 計 310429 的中 �� 343（98番人気）
ワイド票数 計 330371 的中 �� 1106（53番人気）�� 1167（51番人気）�� 674（74番人気）
3連複票数 計 695043 的中 ��� 256（263番人気）
3連単票数 計 951280 的中 ��� 41（1707番人気）

ハロンタイム 12．9―11．7―13．4―12．8―12．4―12．6―12．9―12．9―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．6―38．0―50．8―1：03．2―1：15．8―1：28．7―1：41．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミ ザ イ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 エルコンドルパサー 初出走

2014．1．21生 牝3芦 母 アドマイヤメガミ 母母 アドマイヤサンデー 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔制裁〕 フットステップ号の騎手川須栄彦は，1コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：8番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 9頭 オプティマイズ号・カフジバッカス号・キングスーサ号・ストリートスマート号・ダンツワープ号・ファイトプラス号・

プライヤビスタ号・メイショウイカヅチ号・メイショウセトギリ号
※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。



07077 3月18日 晴 良 （29阪神1）第7日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12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
1：57．6
1：56．1

良
良

813 アドマイヤアゼリ 牡3鹿 56 C．ルメール 近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 448＋ 42：01．8 2．5�
34 グレンマクナス 牡3鹿 56 藤岡 佑介 �社台レースホース藤岡 健一 千歳 社台ファーム 506－ 42：02．01� 3．5�
610 マスターコード 牡3黒鹿56 岩田 康誠�G1レーシング 吉村 圭司 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456－ 42：02．63� 7．1�
712 アルマシャール 牡3鹿 56 和田 竜二コウトミックレーシング 佐々木晶三 浦河 バンブー牧場 490－ 42：02．92 10．4�
58 コスモヴァーズ 牡3青鹿56 A．シュタルケ �ビッグレッドファーム 森田 直行 新冠 ビッグレッドファーム 432＋ 62：03．0	 27．0	

（独）

57 ペ イ バ ッ ク 牡3黒鹿56 幸 英明小笹 公也氏 清水 久詞 日高 ヤナガワ牧場 468－102：03．21� 133．9

46 ジュンハーツ 牝3黒鹿54 四位 洋文河合 純二氏 友道 康夫 千歳 増尾牧場 512－ 42：03．3� 4．5�
45 ディヴィデンド 牡3青鹿56 福永 祐一近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 446± 02：03．4� 140．2�
11 タイセイレイザー 牡3青鹿 56

54 △坂井 瑠星田中 成奉氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 B460± 02：03．5	 39．3
69 ダイシングレート 牡3黒鹿56 川須 栄彦大八木信行氏 梅田 智之 新冠 隆栄牧場 488± 0 〃 ハナ 302．7�
711 オ ー ス タ ラ 牝3鹿 54 松若 風馬永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 下河辺牧場 454－ 82：03．71 32．6�
814 ラ ナ イ 牝3鹿 54

53 ☆岩崎 翼�ノースヒルズ 河内 洋 新冠 株式会社
ノースヒルズ 414＋ 2 〃 クビ 153．5�

22 テイエムナナフク 牡3栗 56
54 △城戸 義政竹園 正繼氏 岩元 市三 浦河 笠松牧場 466－ 42：03．91� 501．0�

33 コンフェクション 牡3鹿 56 小牧 太北駿競走馬組合 羽月 友彦 新ひだか 上村 清志 428－ 22：04．0	 185．6�
（14頭）

売 得 金
単勝： 40，526，000円 複勝： 49，681，800円 枠連： 16，441，400円
馬連： 74，205，300円 馬単： 40，181，100円 ワイド： 45，044，300円
3連複： 100，915，700円 3連単： 141，610，500円 計： 508，606，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 120円 � 180円 枠 連（3－8） 450円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 890円

ワ イ ド �� 200円 �� 390円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，090円 3 連 単 ��� 4，000円

票 数

単勝票数 計 405260 的中 � 124999（1番人気）
複勝票数 計 496818 的中 � 112478（2番人気）� 118302（1番人気）� 54339（4番人気）
枠連票数 計 164414 的中 （3－8） 27776（1番人気）
馬連票数 計 742053 的中 �� 122983（1番人気）
馬単票数 計 401811 的中 �� 33510（1番人気）
ワイド票数 計 450443 的中 �� 68764（1番人気）�� 26550（4番人気）�� 26074（5番人気）
3連複票数 計1009157 的中 ��� 69081（2番人気）
3連単票数 計1416105 的中 ��� 25661（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．8―36．0―48．6―1：01．0―1：13．7―1：26．2―1：38．3―1：50．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F35．6
1
3
・（4，12）（14，9）5，11（2，6）（10，13）7，1，8－3・（4，12）14（5，11，9）（2，6）（10，13）（7，1，8）3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤアゼリ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Jade Hunter デビュー 2016．12．24 阪神2着

2014．3．18生 牡3鹿 母 ア ゼ リ 母母 Zodiac Miss 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔発走状況〕 コンフェクション号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

07078 3月18日 晴 良 （29阪神1）第7日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走13時05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
1：19．9
1：19．0

良
良

711 イノバティブ 牡3鹿 56 松若 風馬畑佐 博氏 相沢 郁 浦河 富田牧場 432－ 81：22．3 13．3�
68 � ミセスワタナベ 牝3鹿 54 C．ルメール 吉田 和子氏 木村 哲也 米

C. Kidder, N. Cole,
J. K. Griggs &
Linda Griggs

482－ 61：22．51� 2．9�
812 ゴールドポセイドン 牡3鹿 56 幸 英明 Him Rock Racing 西浦 勝一 浦河 ディアレスト

クラブ 458＋ 61：22．71	 6．0�
57 カ ロ ス 牡3栗 56

54 △坂井 瑠星 �カナヤマホール
ディングス 池添 兼雄 浦河 山田 昇史 482－ 41：22．91� 22．8�

813 ヤマニンベリンダ 牝3黒鹿 54
53 ☆岩崎 翼土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 456＋ 4 〃 ハナ 111．7�

33 シゲルボブキャット 牡3栗 56 和田 竜二森中 蕃氏 坂口 正則 新ひだか 三石川上牧場 454± 0 〃 ハナ 7．8	
11 レッドラシーマ 牡3芦 56 池添 謙一 �東京ホースレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 480－ 6 〃 クビ 24．2

710 メイショウベルボン 牝3栗 54 A．シュタルケ 松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 444＋ 21：23．0クビ 4．6�

（独）

45 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 442－ 61：23．1
 6．5�
56 サトノクロノス 牡3青鹿56 川田 将雅里見 治氏 池江 泰寿 日高 シンボリ牧場 466＋ 21：23．41
 13．7
44 � ナチュラリー 牡3黒鹿56 下原 理堀井 直樹氏 新子 雅司 浦河 冨岡牧場 B462－101：23．5
 265．6�

（兵庫） （兵庫）

69 � アンティクイーン 牝3栗 54 佐藤 友則西村 知也氏 笹野 博司 新ひだか 野表 篤夫 426± 01：23．6
 378．5�
（笠松） （笠松）

（12頭）
22 アサケハーツ 牡3栗 56 岩田 康誠大橋 堯氏 大橋 勇樹 日高 田端牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 38，182，200円 複勝： 57，247，500円 枠連： 14，441，600円
馬連： 79，574，200円 馬単： 38，542，600円 ワイド： 44，406，600円
3連複： 92，893，900円 3連単： 130，294，500円 計： 495，583，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，330円 複 勝 � 330円 � 140円 � 190円 枠 連（6－7） 560円

馬 連 �� 2，960円 馬 単 �� 7，250円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 1，340円 �� 490円

3 連 複 ��� 5，360円 3 連 単 ��� 42，860円

票 数

単勝票数 差引計 381822（返還計 783） 的中 � 22874（6番人気）
複勝票数 差引計 572475（返還計 875） 的中 � 34326（7番人気）� 143353（1番人気）� 71890（4番人気）
枠連票数 差引計 144416（返還計 630） 的中 （6－7） 19897（1番人気）
馬連票数 差引計 795742（返還計 4490） 的中 �� 20793（12番人気）
馬単票数 差引計 385426（返還計 1423） 的中 �� 3983（34番人気）
ワイド票数 差引計 444066（返還計 2335） 的中 �� 11062（12番人気）�� 8126（19番人気）�� 24871（4番人気）
3連複票数 差引計 928939（返還計 11166） 的中 ��� 12988（18番人気）
3連単票数 差引計1302945（返還計 14459） 的中 ��� 2204（173番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．5―11．9―12．0―11．6―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．6―35．1―47．0―59．0―1：10．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イノバティブ �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 Posse デビュー 2016．10．10 東京1着

2014．2．11生 牡3鹿 母 ケイティーズミスト 母母 Hishi Nile 7戦2勝 賞金 14，200，000円
〔出走取消〕 アサケハーツ号は，疾病〔疝痛〕のため出走取消。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



07079 3月18日 晴 良 （29阪神1）第7日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時35分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，55�
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

67 バイナリーコード 牝5栗 55 川田 将雅 �社台レースホース野中 賢二 千歳 社台ファーム 476－ 21：53．0 3．4�
22 デルマチャチャ 牝4鹿 55

53 △城戸 義政浅沼 廣幸氏 藤沢 則雄 日高 ファニーヒルファーム 496＋10 〃 クビ 34．6�
811 ロイヤルクルーズ 牝4黒鹿55 福永 祐一�ターフ・スポート坂口 正則 浦河 市川牧場 448－ 41：53．21� 15．9�
79 レッドアマビリス 牝4鹿 55

52 ▲川又 賢治 �東京ホースレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 476＋241：53．3� 9．7�
44 ショウナンマシェリ 牝4鹿 55 川須 栄彦�湘南 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 464－ 21：53．4� 185．3	
11 トゥールエッフェル 牝4芦 55

53 △坂井 瑠星 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 528＋ 41：53．61� 2．2

66 フィエスタオーレ 牝4黒鹿55 佐藤 友則�ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社

ノースヒルズ 450＋101：53．81 45．7�
（笠松）

55 セータコローナ 牝4鹿 55 C．ルメール �G1レーシング 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 498－ 2 〃 クビ 4．9�
810 アタックガール 牝4青鹿55 池添 謙一長塩 豊氏 飯田 祐史 日高 幾千世牧場 430＋101：54．01 35．6
78 メイショウケンプウ 牝4黒鹿 55

52 ▲藤田菜七子松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 日の出牧場 432－ 81：54．85 61．6�
33 アルティマヒート 牝4栗 55 藤懸 貴志 �キャロットファーム 平田 修 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472＋ 41：55．33 18．8�
（11頭）

売 得 金
単勝： 37，519，700円 複勝： 42，271，600円 枠連： 15，969，200円
馬連： 73，543，200円 馬単： 41，388，200円 ワイド： 40，365，400円
3連複： 94，810，100円 3連単： 164，985，300円 計： 510，852，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 580円 � 380円 枠 連（2－6） 7，340円

馬 連 �� 5，840円 馬 単 �� 9，430円

ワ イ ド �� 1，630円 �� 780円 �� 4，460円

3 連 複 ��� 22，750円 3 連 単 ��� 105，570円

票 数

単勝票数 計 375197 的中 � 88176（2番人気）
複勝票数 計 422716 的中 � 95700（2番人気）� 15051（8番人気）� 25141（5番人気）
枠連票数 計 159692 的中 （2－6） 1685（18番人気）
馬連票数 計 735432 的中 �� 9752（17番人気）
馬単票数 計 413882 的中 �� 3289（29番人気）
ワイド票数 計 403654 的中 �� 6313（16番人気）�� 13871（7番人気）�� 2243（34番人気）
3連複票数 計 948101 的中 ��� 3125（53番人気）
3連単票数 計1649853 的中 ��� 1133（254番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―13．1―12．2―12．5―12．8―12．8―12．5―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．0―37．1―49．3―1：01．8―1：14．6―1：27．4―1：39．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

バイナリーコード �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2015．3．8 阪神8着

2012．4．29生 牝5栗 母 シークレットコード 母母 マジックコード 13戦3勝 賞金 32，410，000円
※ショウナンマシェリ号は，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。

07080 3月18日 曇 良 （29阪神1）第7日 第8競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走14時05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

612 シンゼンスタチュー �4黒鹿57 太宰 啓介原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大
作ステーブル 496－ 21：12．1 3．8�

714 ワキノハガクレ 牡5黒鹿57 小牧 太脇山 良之氏 松下 武士 新冠 平山牧場 424＋ 21：12．2	 2．8�
48 クリノサンレオ 牡4栗 57 幸 英明栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 442± 01：12．41	 8．5�
11 
 グレートブレス 牡5栗 57

56 ☆岩崎 翼 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 520＋ 61：12．5クビ 25．0�

611 キッズライトオン 牡5栗 57 高倉 稜瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 438－ 21：12．6� 19．8	

24 ブライティアレディ 牝4青鹿 55
53 △坂井 瑠星小林 昌志氏 福島 信晴 平取 雅 牧場 418± 0 〃 アタマ 27．2


23 
 スズカディープ �5青鹿57 和田 竜二永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 B430－ 41：12．7	 58．5�
47 �
 キタサンシリーズ 牡4栗 57 松若 風馬�大野商事 清水 久詞 米

Fred W. Hertrich
III & John D.
Fielding

496－ 61：12．91	 38．1
36 ス ワ ニ ル ダ 牝4芦 55 下原 理服部 統祥氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 438－ 41：13．0クビ 65．9�

（兵庫）

510� アヴェーヌモン 牡5鹿 57 岩田 康誠加藤 誠氏 中竹 和也 米 Justice Farm
& Greg Justice 550＋ 61：13．1	 5．1�

35 タマモスズラン 牝4鹿 55
52 ▲富田 暁タマモ� 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 458＋ 6 〃 ハナ 29．6�

713 シゲルクロマグロ 牡4黒鹿57 島 良太森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 大北牧場 522－ 41：13．2� 124．2�
816
 オンザフロウ 牝4鹿 55

52 ▲森 裕太朗五影 慶則氏 福島 信晴 新ひだか チャンピオンズファーム 454－ 11：13．3	 28．9�
59 ウエスタンビジュー 牝4鹿 55 国分 恭介西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム B466＋ 21：13．51 21．5�
12 シゲルキツネダイ �4青鹿 57

54 ▲藤田菜七子森中 蕃氏 千田 輝彦 新ひだか 藤本牧場 454＋ 41：13．6� 90．1�
815 スマートスペクター 牡4鹿 57 佐藤 友則大川 徹氏 池添 学 新ひだか 神垣 道弘 B436＋ 21：13．8� 220．0�

（笠松）

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，804，900円 複勝： 54，570，200円 枠連： 23，416，400円
馬連： 88，564，500円 馬単： 41，319，400円 ワイド： 55，570，300円
3連複： 126，695，400円 3連単： 159，333，700円 計： 583，274，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 140円 � 120円 � 180円 枠 連（6－7） 440円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 1，090円

ワ イ ド �� 220円 �� 410円 �� 370円

3 連 複 ��� 970円 3 連 単 ��� 4，240円

票 数

単勝票数 計 338049 的中 � 70178（2番人気）
複勝票数 計 545702 的中 � 101272（2番人気）� 138310（1番人気）� 62462（4番人気）
枠連票数 計 234164 的中 （6－7） 41144（1番人気）
馬連票数 計 885645 的中 �� 139774（1番人気）
馬単票数 計 413194 的中 �� 28350（2番人気）
ワイド票数 計 555703 的中 �� 74268（1番人気）�� 31877（4番人気）�� 35834（3番人気）
3連複票数 計1266954 的中 ��� 97854（2番人気）
3連単票数 計1593337 的中 ��� 27188（3番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―11．8―12．0―12．2―12．4

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シンゼンスタチュー �
�
父 スタチューオブリバティ �

�
母父 トーヨーレインボー デビュー 2015．10．18 京都1着

2013．4．6生 �4黒鹿 母 ジーエスレインボー 母母 ハッピーマドンナ 8戦2勝 賞金 18，250，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ウインフェルベール号・ショウナンマシェリ号
※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。



07081 3月18日 曇 良 （29阪神1）第7日 第9競走 ��
��1，800�

す ま

須 磨 特 別
発走14時35分 （芝・右・外）
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 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：43．9

良
良

33 � タニノアーバンシー 牝4黒鹿55 小牧 太谷水 雄三氏 角居 勝彦 英 Yuzo Tani-
mizu 506－ 61：46．9 3．6�

79 ジークカイザー 牡4鹿 57 川田 将雅 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 484＋ 41：47．11	 7．3�
811 ショウボート 牡5栗 57 C．ルメール 馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 478＋ 61：47．2
 4．4�
22 アナザープラネット 牡4鹿 57 福永 祐一市川義美ホール

ディングス� 角居 勝彦 新ひだか フジワラフアーム 486－ 6 〃 クビ 7．2�
66 ゼンノタヂカラオ 牡4黒鹿57 藤岡 佑介大迫久美子氏 中内田充正 新冠 村上 欽哉 498± 01：47．41
 13．0	
78 ド ゥ ー カ 牡4栗 57 幸 英明 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 浦河 三枝牧場 B496＋121：47．5クビ 22．5

44 キミノナハセンター 牡6鹿 57 池添 謙一山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 488－ 21：47．6� 9．6�
11 ペプチドサプル 牝4黒鹿55 四位 洋文沼川 一彦氏 木原 一良 浦河 杵臼牧場 458＋101：47．7
 5．1�
55 ディープエクシード 牡4鹿 57 岩田 康誠菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 パカパカ

ファーム 480－ 4 〃 クビ 42．6
67 ステイキングダム 牡4鹿 57 和田 竜二 �社台レースホース吉村 圭司 千歳 社台ファーム 424－ 2 〃 クビ 67．1�
810 プレミオテーラー 牝5黒鹿55 松若 風馬中西 浩一氏 河内 洋 新ひだか 畠山牧場 478± 01：48．44 44．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 49，704，400円 複勝： 76，158，900円 枠連： 20，341，600円
馬連： 122，747，700円 馬単： 52，043，400円 ワイド： 65，521，900円
3連複： 160，860，300円 3連単： 228，999，000円 計： 776，377，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 150円 � 220円 � 170円 枠 連（3－7） 1，260円

馬 連 �� 1，690円 馬 単 �� 2，750円

ワ イ ド �� 690円 �� 360円 �� 700円

3 連 複 ��� 2，430円 3 連 単 ��� 13，930円

票 数

単勝票数 計 497044 的中 � 108985（1番人気）
複勝票数 計 761589 的中 � 144129（1番人気）� 75797（6番人気）� 116061（2番人気）
枠連票数 計 203416 的中 （3－7） 12471（4番人気）
馬連票数 計1227477 的中 �� 56078（5番人気）
馬単票数 計 520434 的中 �� 14193（7番人気）
ワイド票数 計 655219 的中 �� 23377（9番人気）�� 50189（1番人気）�� 23045（10番人気）
3連複票数 計1608603 的中 ��� 49623（4番人気）
3連単票数 計2289990 的中 ��� 11912（27番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．0―12．5―12．5―12．1―11．0―11．0―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．0―36．0―48．5―1：01．0―1：13．1―1：24．1―1：35．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�タニノアーバンシー �
�
父 Sea The Stars �

�
母父 Tanino Gimlet デビュー 2015．8．2 新潟2着

2013．4．23生 牝4黒鹿 母 Vodka 母母 Tanino Sister 10戦3勝 賞金 41，537，000円

07082 3月18日 曇 良 （29阪神1）第7日 第10競走 ��
��1，200�なにわステークス

発走15時10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 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．7

重
重

814� ジープルメリア 牝4黒鹿55 A．シュタルケ �キャピタル・システム 南井 克巳 米
Betz Thorough-
breds, Werner &
Humphrey

446－ 21：10．9 8．0�
（独）

611 メイショウワダイコ 牡5鹿 57 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 多田 善弘 542＋ 41：11．0	 4．6�
23 キャプテンシップ 牡5鹿 57 川又 賢治玉井 宏和氏 森 秀行 浦河 小池 博幸 520± 01：11．21 6．2�
22 クリノリーソクツモ 牝5鹿 55 小牧 太栗本 博晴氏 作田 誠二 日高 日西牧場 444＋ 21：11．3
 29．7�
35 ウィッシュハピネス 牝5青鹿55 幸 英明前田 晋二氏 沖 芳夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 488－16 〃 ハナ 13．6�
11 ナンヨーマーク 牡6青鹿57 下原 理中村 德也氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 B520－ 41：11．51� 132．5	

（兵庫）

610� エイシンラナウェー 牡6栗 57 岩田 康誠�栄進堂 西園 正都 米 BryLynn
Farm, Inc. 484－ 4 〃 クビ 2．7


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 520＋ 41：11．6クビ 169．4�
46 ビナイーグル 牡4鹿 57 松若 風馬井之口二三雄氏 服部 利之 新ひだか 塚田 達明 494－ 6 〃 アタマ 8．4�
713 タマモイレブン 牡5鹿 57 太宰 啓介タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 518± 01：11．91
 35．7
59 ペプチドウォヘッド 牡5鹿 57 四位 洋文沼川 一彦氏 木原 一良 浦河 杵臼牧場 468＋ 8 〃 ハナ 15．2�
815 ガッサンプレイ 牡7栗 57 杉原 誠人西村 專次氏 鈴木 伸尋 新冠 ヒカル牧場 484－ 61：12．32	 27．0�
712 ウエスタンラムール 牡5黒鹿57 高倉 稜西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 460－ 41：12．4	 127．2�
47 メイショウワコン 牡6栗 57 岩崎 翼松本 好雄氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 502± 01：12．82	 176．5�
58 キープレイヤー 牝6青鹿55 藤岡 佑介下河邉 博氏 佐藤 吉勝 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 512－101：13．01� 123．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 47，386，400円 複勝： 71，042，000円 枠連： 37，532，300円
馬連： 139，433，200円 馬単： 57，928，000円 ワイド： 66，408，800円
3連複： 178，369，600円 3連単： 241，643，900円 計： 839，744，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 230円 � 180円 � 230円 枠 連（6－8） 570円

馬 連 �� 1，690円 馬 単 �� 3，670円

ワ イ ド �� 640円 �� 1，100円 �� 560円

3 連 複 ��� 4，080円 3 連 単 ��� 22，400円

票 数

単勝票数 計 473864 的中 � 46868（4番人気）
複勝票数 計 710420 的中 � 75856（4番人気）� 117459（2番人気）� 76612（3番人気）
枠連票数 計 375323 的中 （6－8） 50876（2番人気）
馬連票数 計1394332 的中 �� 63878（6番人気）
馬単票数 計 579280 的中 �� 11817（13番人気）
ワイド票数 計 664088 的中 �� 26753（6番人気）�� 14832（13番人気）�� 31548（4番人気）
3連複票数 計1783696 的中 ��� 32757（10番人気）
3連単票数 計2416439 的中 ��� 7819（60番人気）

ハロンタイム 12．1―11．2―11．7―11．5―11．7―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．3―35．0―46．5―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ジープルメリア �
�
父 Street Sense �

�
母父 Alzao デビュー 2015．8．1 札幌1着

2013．5．8生 牝4黒鹿 母 Song of Africa 母母 Intensive 11戦4勝 賞金 47，129，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



07083 3月18日 曇 良 （29阪神1）第7日 第11競走 ��
��2，000�

わ か ば

若葉ステークス
発走15時45分 （皐月賞トライアル） （芝・右）
3歳；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 19，000，000円 7，600，000円 4，800，000円 2，900，000円 1，900，000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

810 アダムバローズ 牡3黒鹿56 池添 謙一猪熊 広次氏 角田 晃一 新ひだか 服部 健太郎 504± 02：00．3 8．6�
78 エクレアスパークル 牡3青鹿56 川田 将雅李 柱坤氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 464－ 6 〃 ハナ 3．3�
67 インヴィクタ 牡3黒鹿56 C．ルメール 佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 474－ 22：00．62 2．8�
811 シ ロ ニ イ 牡3白 56 A．シュタルケ 金子真人ホールディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 504＋ 2 〃 クビ 21．1�

（独）

44 シャイニーゲール 牡3鹿 56 福永 祐一小林 昌志氏 石坂 正 平取 雅 牧場 466－ 42：00．91� 6．3�
22 サンライズノヴァ 牡3栗 56 松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 536－ 42：01．11� 14．3	
33 タガノアシュラ 牡3黒鹿56 国分 恭介八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 508＋ 62：01．2	 11．7

66 ユノディエール 牡3鹿 56 四位 洋文�KTレーシング 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 448＋102：01．3クビ 79．2�
11 ドリームソルジャー 牡3栗 56 幸 英明 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 浦河 ディアレスト
クラブ 456－ 4 〃 アタマ 10．3�

55 バ レ ー ロ 牡3黒鹿56 和田 竜二 シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 478＋ 42：01．93	 108．1�
79 サンライズソア 牡3青鹿56 岩崎 翼松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 502－ 42：02．53	 108．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 98，941，400円 複勝： 122，114，300円 枠連： 46，911，100円
馬連： 312，787，100円 馬単： 133，996，500円 ワイド： 132，190，200円
3連複： 410，970，200円 3連単： 728，788，500円 計： 1，986，699，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 220円 � 140円 � 120円 枠 連（7－8） 1，030円

馬 連 �� 1，860円 馬 単 �� 4，130円

ワ イ ド �� 640円 �� 460円 �� 230円

3 連 複 ��� 1，300円 3 連 単 ��� 12，270円

票 数

単勝票数 計 989414 的中 � 91969（4番人気）
複勝票数 計1221143 的中 � 107427（4番人気）� 244487（2番人気）� 303827（1番人気）
枠連票数 計 469111 的中 （7－8） 34995（4番人気）
馬連票数 計3127871 的中 �� 130180（7番人気）
馬単票数 計1339965 的中 �� 24309（16番人気）
ワイド票数 計1321902 的中 �� 46758（9番人気）�� 69163（4番人気）�� 172838（1番人気）
3連複票数 計4109702 的中 ��� 236817（2番人気）
3連単票数 計7287885 的中 ��� 43062（32番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．9―12．1―12．0―12．8―12．5―11．9―11．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．1―35．0―47．1―59．1―1：11．9―1：24．4―1：36．3―1：47．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．4―3F35．9
1
3
3－10，11，8，2（4，9）5，1，7－6
3，10，11（2，8）9（1，4）5（6，7）

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

勝馬の
紹 介

アダムバローズ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2016．6．11 阪神2着

2014．3．27生 牡3黒鹿 母 チャチャリーノ 母母 パ ー レ イ 7戦4勝 賞金 56，409，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりアダムバローズ号・エクレアスパークル号は，皐月賞（GⅠ）競走に優先出走できる。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

07084 3月18日 曇 良 （29阪神1）第7日 第12競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走16時25分 （ダート・右）

牝，1000万円以下；負担重量は，55�
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

11 ニホンピロヘーゼル 牝4鹿 55 C．ルメール 小林百太郎氏 安達 昭夫 新ひだか 友田牧場 492＋141：51．6 3．8�
610 フォンターナリーリ 牝4鹿 55 川田 将雅吉田 和美氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 480－ 2 〃 クビ 5．1�
711 ビ ス カ リ ア 牝5鹿 55

52 ▲森 裕太朗 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 456－ 21：52．02� 9．2�

712 ヴ ァ ロ ー ア 牝5鹿 55 藤懸 貴志�ターフ・スポート奥村 豊 浦河 谷川牧場 456－101：52．1クビ 15．3�
45 ピントゥリッキオ 牝4鹿 55 和田 竜二大塚 亮一氏 池上 昌和 浦河 有限会社

松田牧場 452－ 6 〃 クビ 154．1	
22 ベーリングメファ 牝5栗 55 岩田 康誠手嶋 康雄氏 牧浦 充徳 新ひだか 佐竹 学 462＋ 81：52．2� 15．6

46 マトリョーシカ 牝6黒鹿55 国分 恭介 �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 510－ 21：52．3� 123．9�
69 ジュエルメーカー 牝5黒鹿55 福永 祐一前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 494－ 81：52．51� 3．6�
33 タガノスマイル 牝5鹿 55 松若 風馬八木 一雄氏 庄野 靖志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 482＋ 81：52．6� 14．3
57 メイショウブーケ 牝6栗 55 幸 英明松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 B468－ 61：52．91� 85．6�
813 モアニケアラ 牝5芦 55 池添 謙一名古屋友豊� 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 470－ 8 〃 アタマ 6．3�
814 コスモピーコック 牝5鹿 55 A．シュタルケ �ビッグレッドファーム 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム 496＋181：55．1大差 98．1�

（独）

58 	 サントノーレ 牝5栗 55 下原 理吉田 修氏 村山 明 新冠 長浜牧場 488± 01：55．31� 420．3�
（兵庫）

34 メイショウサルーテ 牝6鹿 55
54 ☆岩崎 翼松本 好雄氏 本田 優 浦河 太陽牧場 510± 01：55．51� 57．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 73，036，400円 複勝： 101，348，100円 枠連： 46，215，600円
馬連： 179，849，200円 馬単： 75，678，500円 ワイド： 102，280，600円
3連複： 246，146，500円 3連単： 369，126，000円 計： 1，193，680，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 190円 � 190円 � 180円 枠 連（1－6） 550円

馬 連 �� 1，330円 馬 単 �� 2，410円

ワ イ ド �� 540円 �� 630円 �� 760円

3 連 複 ��� 2，950円 3 連 単 ��� 11，300円

票 数

単勝票数 計 730364 的中 � 152065（2番人気）
複勝票数 計1013481 的中 � 136426（3番人気）� 134803（4番人気）� 146407（2番人気）
枠連票数 計 462156 的中 （1－6） 64512（1番人気）
馬連票数 計1798492 的中 �� 104399（4番人気）
馬単票数 計 756785 的中 �� 23543（6番人気）
ワイド票数 計1022806 的中 �� 49141（4番人気）�� 41271（7番人気）�� 33871（9番人気）
3連複票数 計2461465 的中 ��� 62453（7番人気）
3連単票数 計3691260 的中 ��� 23669（21番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―12．7―12．3―12．4―12．2―12．3―12．2―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．2―36．9―49．2―1：01．6―1：13．8―1：26．1―1：38．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ニホンピロヘーゼル �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 サクラプレジデント デビュー 2016．1．31 京都4着

2013．4．29生 牝4鹿 母 ニホンピロキャット 母母 ニホンピロポリーナ 12戦3勝 賞金 36，100，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



（29阪神1）第7日 3月18日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 165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

211，190，000円
2，530，000円
14，660，000円
1，260，000円
23，300，000円
66，154，000円
4，290，000円
1，584，000円

勝馬投票券売得金
540，983，900円
813，131，700円
286，949，400円
1，295，699，500円
612，905，300円
696，388，200円
1，725，772，300円
2，631，912，500円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 8，603，742，800円

総入場人員 12，456名 （有料入場人員 11，690名）
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