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07025 3月2日 晴 稍重 （31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

68 オーパスメーカー 牝3鹿 54 和田 竜二松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 472－ 41：54．8 20．7�
710 ワインレッドローズ 牝3黒鹿54 川田 将雅飯田 正剛氏 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 470± 01：55．01� 3．2�
812 メイショウカスガ 牝3栗 54 福永 祐一松本 好雄氏 高橋 義忠 浦河 信岡牧場 458－ 41：55．1クビ 4．5�
22 ルプレジール 牝3鹿 54

51 ▲岩田 望来 �社台レースホース藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 484＋101：55．2� 3．1�

56 セブンティサン 牝3鹿 54 松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 416－ 21：55．62� 28．0�
44 シルバースミス 牝3芦 54 松山 弘平 �サンデーレーシング 橋口 慎介 安平 追分ファーム 488－ 21：55．7� 8．4	
55 ピンクキャンディー 牝3黒鹿54 武 豊吉澤 克己氏 石坂 正 浦河 辻 牧場 470－ 21：56．12� 8．3

79 ジュンサロベツ 牝3黒鹿54 岩田 康誠河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 488± 01：56．73� 15．6�
811 クリノクルミチャン 牝3芦 54

53 ☆富田 暁栗本 博晴氏 中尾 秀正 日高 日高大洋牧場 474－ 41：56．8� 137．4�
11 タガノカルーア 牝3黒鹿54 藤懸 貴志八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 472－ 41：57．54 247．6
67 ハ ハ ハ 牝3黒鹿 54

51 ▲亀田 温心小田切有一氏 谷 潔 新ひだか 田中 裕之 416＋ 61：57．71� 195．0�
33 キングイチヒメ 牝3鹿 54 岩崎 翼伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 小松 隆弘 476－ 22：03．6大差 382．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 29，811，800円 複勝： 43，952，900円 枠連： 11，101，400円
馬連： 57，720，300円 馬単： 29，762，700円 ワイド： 37，474，200円
3連複： 81，842，900円 3連単： 105，157，900円 計： 396，824，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，070円 複 勝 � 400円 � 120円 � 150円 枠 連（6－7） 3，040円

馬 連 �� 4，180円 馬 単 �� 11，310円

ワ イ ド �� 970円 �� 1，060円 �� 230円

3 連 複 ��� 3，160円 3 連 単 ��� 33，890円

票 数

単勝票数 計 298118 的中 � 11473（7番人気）
複勝票数 計 439529 的中 � 18078（7番人気）� 120732（1番人気）� 81632（2番人気）
枠連票数 計 111014 的中 （6－7） 2821（12番人気）
馬連票数 計 577203 的中 �� 10686（15番人気）
馬単票数 計 297627 的中 �� 1972（36番人気）
ワイド票数 計 374742 的中 �� 8891（14番人気）�� 8077（17番人気）�� 50427（1番人気）
3連複票数 計 818429 的中 ��� 19423（12番人気）
3連単票数 計1051579 的中 ��� 2249（120番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．7―36．8―49．9―1：03．1―1：16．1―1：29．1―1：41．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オーパスメーカー �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2019．2．9 京都6着

2016．3．30生 牝3鹿 母 オーパスクイーン 母母 オーパスワン 2戦1勝 賞金 5，000，000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〕 キングイチヒメ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年4月2日まで平地競走

に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 ハハハ号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年5月2日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 アルムポノポノ号（疾病〔右前肢フレグモーネ〕のため）

07026 3月2日 晴 稍重 （31阪神1）第3日 第2競走 ��1，200�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
1：08．8
1：08．7

重
重

510 パ ド カ ト ル 牡3鹿 56 松山 弘平今村 明浩氏 野中 賢二 新ひだか 山際牧場 458＋ 41：12．8 8．0�
23 メイショウヤシャ 牡3栗 56 岩田 康誠松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 472± 01：13．11� 4．0�
12 オースミムテキ 牡3黒鹿56 福永 祐一�オースミ 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 476＋ 8 〃 クビ 5．7�
714 アイファーメンバー 牡3鹿 56 小牧 太中島 稔氏 西橋 豊治 浦河 中島牧場 484＋ 21：13．2� 8．0�
816 セデックカズマ 牡3黒鹿56 川田 将雅合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 478－ 21：13．73 5．2�
47 ジュンユウコー 牝3鹿 54

51 ▲三津谷隼人河合 純二氏 西村 真幸 新冠 川上牧場 404－ 2 〃 クビ 250．5	
59 エイシンオーディン 牡3黒鹿56 北村 友一�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 472± 01：13．91 21．6

36 グ ラ ウ ク ス �3栗 56 藤岡 佑介 �社台レースホース西園 正都 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B484－101：14．0クビ 5．5�
35 ダイヤレイジング 牝3栗 54 藤井勘一郎三浦 勝仁氏 小崎 憲 日高 浜本牧場 442－ 2 〃 クビ 21．7
611 ワンダーバウンサー 牡3鹿 56

53 ▲亀田 温心山本 能成氏 牧田 和弥 新ひだか フクダファーム 446－121：14．21 180．1�
11 モズソノママ 牡3鹿 56 松若 風馬 �キャピタル・システム 音無 秀孝 浦河 高昭牧場 482－ 41：14．94 22．8�
48 ロイヤルヨット 牡3栗 56

55 ☆坂井 瑠星ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 486＋ 41：15．11� 42．7�

612 エイユーミッション 牡3栗 56 国分 恭介笹部 和子氏 森田 直行 新冠 上井農場 542＋ 4 〃 ハナ 170．6�
24 ワンダークラッシー 牡3鹿 56 酒井 学山本 能成氏 羽月 友彦 浦河 高昭牧場 478－ 2 〃 ハナ 80．1�
815 サンマルケイト 牝3栗 54 和田 竜二相馬 勇氏 大橋 勇樹 浦河 笹島 政信 478 ―1：15．84 49．6�
713 グランエースマン 牡3栗 56

55 ☆加藤 祥太布施 慶士氏 中竹 和也 新冠 ハシモトフアーム 490＋ 81：16．01� 284．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，933，500円 複勝： 46，124，700円 枠連： 12，153，600円
馬連： 53，866，300円 馬単： 24，118，600円 ワイド： 40，255，600円
3連複： 78，541，100円 3連単： 83，897，800円 計： 365，891，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 260円 � 140円 � 190円 枠 連（2－5） 1，380円

馬 連 �� 1，890円 馬 単 �� 3，810円

ワ イ ド �� 660円 �� 830円 �� 380円

3 連 複 ��� 3，110円 3 連 単 ��� 17，390円

票 数

単勝票数 計 269335 的中 � 26683（6番人気）
複勝票数 計 461247 的中 � 38578（6番人気）� 102874（1番人気）� 59266（4番人気）
枠連票数 計 121536 的中 （2－5） 6809（7番人気）
馬連票数 計 538663 的中 �� 22049（8番人気）
馬単票数 計 241186 的中 �� 4746（16番人気）
ワイド票数 計 402556 的中 �� 15176（8番人気）�� 11755（10番人気）�� 28686（2番人気）
3連複票数 計 785411 的中 ��� 18929（7番人気）
3連単票数 計 838978 的中 ��� 3496（44番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―11．9―12．0―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．9―35．8―47．8―1：00．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．9―3F37．0
3 6，9（1，14，10）（2，8，11，15）16，13（3，5）4（7，12） 4 6（9，14）10，1（2，11，16）15，3（8，5）7，13（4，12）

勝馬の
紹 介

パ ド カ ト ル �
�
父 パ ド ト ロ ワ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2018．7．29 小倉5着

2016．2．26生 牡3鹿 母 セラフィーヌ 母母 セニョラージェ 6戦1勝 賞金 8，200，000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 ピサノメタルシティ号

第１回 阪神競馬 第３日



07027 3月2日 晴 稍重 （31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）

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

33 ヒッチコック 牡3芦 56 福永 祐一薪浦 英稔氏 中竹 和也 浦河 荻伏三好フ
アーム 486－ 81：53．7 3．2�

610 サンライズアカシア 牡3鹿 56 藤懸 貴志松岡 隆雄氏 平田 修 浦河 浦河小林牧場 486－ 41：54．01� 4．6�
11 インナーハート 牡3鹿 56 岩田 康誠ゴドルフィン 吉村 圭司 愛 Godolphin 504± 01：54．21� 14．1�
45 トモジャチャーリー 牡3鹿 56 国分 優作吉冨 学氏 大根田裕之 新ひだか 三石川上牧場 506＋ 6 〃 クビ 25．9�
34 ダノングリスター 牡3鹿 56 和田 竜二�ダノックス 寺島 良 千歳 社台ファーム B500＋ 21：54．83� 3．0�
57 ホワイトストーム 牡3芦 56 田中 勝春西村 專次氏 小野 次郎 浦河 グラストレーニ

ングセンター 462－ 61：55．54 80．1	
814 ピ ノ ク ル 牡3黒鹿56 松若 風馬金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 482＋ 2 〃 ハナ 7．1

813 タケルライジング 牡3栃栗56 松山 弘平森 保彦氏 西園 正都 浦河 中村 雅明 514＋ 21：55．81� 24．0�
22 ルチーフェロ 牡3黒鹿 56

55 ☆坂井 瑠星 �カナヤマホール
ディングス 高柳 大輔 新ひだか 秋田育成牧場 482－ 21：55．9� 43．3�

46 トウケイピン �3青 56
55 ☆加藤 祥太木村 信彦氏 湯窪 幸雄 新冠 川上牧場 482－ 21：56．22 182．8

712 シ イ チ 牡3黒鹿 56
53 ▲岩田 望来風早 信昭氏 森 秀行 新冠 スカイビーチステーブル 442－ 6 〃 ハナ 170．1�

58 デルマシャンティ 牡3芦 56 国分 恭介浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 512＋12 〃 クビ 40．2�
711 メイショウソウライ 牡3鹿 56 酒井 学松本 好雄氏 本田 優 日高 佐々木 康治 512－ 81：56．62� 25．0�
69 ビービーソウル 牡3鹿 56 川須 栄彦�坂東牧場 千田 輝彦 平取 坂東牧場 B500－ 41：59．2大差 198．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 26，760，700円 複勝： 42，781，600円 枠連： 13，075，100円
馬連： 48，072，000円 馬単： 24，801，800円 ワイド： 37，100，300円
3連複： 70，523，700円 3連単： 89，596，300円 計： 352，711，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 130円 � 150円 � 330円 枠 連（3－6） 380円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，390円

ワ イ ド �� 310円 �� 590円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 2，740円 3 連 単 ��� 10，610円

票 数

単勝票数 計 267607 的中 � 65318（2番人気）
複勝票数 計 427816 的中 � 103711（1番人気）� 79109（3番人気）� 23100（5番人気）
枠連票数 計 130751 的中 （3－6） 26265（1番人気）
馬連票数 計 480720 的中 �� 52785（2番人気）
馬単票数 計 248018 的中 �� 13366（3番人気）
ワイド票数 計 371003 的中 �� 34475（2番人気）�� 15522（6番人気）�� 8643（9番人気）
3連複票数 計 705237 的中 ��� 19267（7番人気）
3連単票数 計 895963 的中 ��� 6118（26番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―37．2―49．7―1：02．5―1：15．2―1：27．7―1：40．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヒッチコック �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．8．19 札幌7着

2016．4．1生 牡3芦 母 ホワイトアルバム 母母 マッキーロイヤル 7戦1勝 賞金 11，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビービーソウル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年4月2日まで平地競

走に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 ビービーソウル号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年5月2日まで平地競走に出走でき

ない。

07028 3月2日 晴 良 （31阪神1）第3日 第4競走 ��
��2，000�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
1：57．2
1：56．1

良
良

47 クードメイトル 牝3栗 54 川田 将雅�ターフ・スポート高野 友和 浦河 谷川牧場 538 ―2：02．5 4．1�
816 ニューアビリティ 牡3栗 56 岩田 康誠 �ビクトリーホースランチ 橋田 満 新ひだか 大平牧場 480－ 42：02．71� 5．0�
815 ホッコーメヴィウス �3鹿 56 北村 友一北幸商事� 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 450－ 62：02．8	 15．2�
35 エイカイボルト 牡3鹿 56

53 ▲岩田 望来二木 英德氏 藤原 英昭 安平 追分ファーム 436 ―2：03．54 12．9�
48 イ グ ナ ー ツ 牡3鹿 56 福永 祐一前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 486－ 42：03．6� 3．0	
24 クワイエット 牝3黒鹿54 小牧 太 �YGGホースクラブ 服部 利之 新冠 佐藤牧場 B422± 0 〃 ハナ 28．3

612 ジェレメジェバイト 牡3鹿 56 松山 弘平青山 洋一氏 村山 明 千歳 社台ファーム 450± 02：03．7	 121．2�
11 シーリアスラブ 牡3鹿 56 松若 風馬吉田 千津氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 468－10 〃 アタマ 9．7�
510 ビップセーラ 牝3栗 54 国分 優作鈴木 邦英氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム 464－ 22：04．01	 292．4
36 マテンロウカフェ 牡3青鹿56 太宰 啓介寺田千代乃氏 寺島 良 新ひだか 畠山牧場 468＋ 42：04．42� 45．3�
713 ロードルーツ 牡3黒鹿56 和田 竜二 �ロードホースクラブ 高橋 義忠 新ひだか ケイアイファーム 510－ 82：04．72 20．1�
23 ヒルノバーゼル 牡3鹿 56 A．シュタルケ�ヒルノ 西村 真幸 浦河 辻 牧場 482＋ 42：05．44 20．0�

（独）

611
 エスカレードフジ 牡3鹿 56
55 ☆坂井 瑠星ライオンレースホース� 矢作 芳人 米 Bugle Hill

Farm, LLC 518 ―2：05．61 67．8�
714
 レーヴナイト 牡3栗 56 池添 謙一 DMMドリームクラブ� 武 幸四郎 愛 Barron-

stown Stud B488－142：05．81� 60．6�
12 ジョーダンケルク 牡3芦 56

55 ☆富田 暁上田江吏子氏 武 英智 新ひだか 千代田牧場 B518－102：05．9	 179．7�
59 ユウチャージ 牝3栗 54 武 豊�アイテツ 森 秀行 浦河 まるとみ冨岡牧場 496 ―2：06．53� 38．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，559，500円 複勝： 48，151，100円 枠連： 15，207，400円
馬連： 50，511，300円 馬単： 25，092，900円 ワイド： 40，153，600円
3連複： 69，801，900円 3連単： 79，922，400円 計： 362，400，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 180円 � 160円 � 340円 枠 連（4－8） 340円

馬 連 �� 1，490円 馬 単 �� 2，720円

ワ イ ド �� 490円 �� 1，780円 �� 940円

3 連 複 ��� 6，090円 3 連 単 ��� 23，860円

票 数

単勝票数 計 335595 的中 � 65321（2番人気）
複勝票数 計 481511 的中 � 77067（3番人気）� 85946（2番人気）� 28875（6番人気）
枠連票数 計 152074 的中 （4－8） 34376（1番人気）
馬連票数 計 505113 的中 �� 26125（4番人気）
馬単票数 計 250929 的中 �� 6913（6番人気）
ワイド票数 計 401536 的中 �� 22508（4番人気）�� 5494（20番人気）�� 10808（10番人気）
3連複票数 計 698019 的中 ��� 8595（17番人気）
3連単票数 計 799224 的中 ��� 2428（61番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．1―36．5―49．2―1：01．4―1：13．9―1：26．4―1：38．1―1：49．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クードメイトル �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Pivotal 初出走

2016．3．19生 牝3栗 母 ドリームオブジェニー 母母 Glia 1戦1勝 賞金 5，000，000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 テイケイリヴェール号
※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。



07029 3月2日 晴 稍重 （31阪神1）第3日 第5競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走12時20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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

48 メ ラ ン 牡3黒鹿56 田中 勝春中辻 明氏 奥村 豊 青森 谷川 博勝 496 ―1：27．0 100．2�
713 タイヨウノコマチ 牝3鹿 54 太宰 啓介吉田 千津氏 森田 直行 千歳 社台ファーム 446 ―1：27．53 81．7�
816 サンクビジュー 牝3黒鹿54 北村 友一水上ふじ子氏 平田 修 浦河 笠松牧場 450 ―1：27．71� 13．6�
23 ヴィヴァンフィーユ 牝3栗 54 岩田 康誠 �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 486 ―1：28．01� 7．7�
612 ミユキメガバックス 牡3黒鹿56 川須 栄彦長井 純一氏 牧田 和弥 むかわ 貞広 賢治 556 ―1：28．32 4．5�
714 タガノコノミン 牝3黒鹿54 小牧 太八木 良司氏 岡田 稲男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 406 ―1：29．04 52．1	
35 フ ラ ッ パ ー 牝3青鹿54 松若 風馬長谷川光司氏 �島 一歩 新冠 川上 悦夫 434 ― 〃 クビ 60．6

36 サンマルフラッシュ 牡3黒鹿56 藤井勘一郎相馬 勇氏 山内 研二 浦河 アイオイファーム 480 ―1：29．1	 63．1�
59 ノーブルワークス 牝3鹿 54 A．シュタルケ �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 452 ―1：29．2クビ 2．3

（独）

510 ブルーコンパクタ 牡3鹿 56 岩崎 翼村上 稔氏 大橋 勇樹 新ひだか 岡田牧場 454 ―1：29．52 38．6�
815 ビービーダン 牡3鹿 56

53 ▲岩田 望来坂東 勝彦氏 加用 正 新冠 北星村田牧場 474 ―1：29．6� 101．7�
47 ワンダーエマ 牝3黒鹿54 藤懸 貴志山本 能成氏 奥村 豊 浦河 秋場牧場 470 ― 〃 ハナ 17．9�
24 タガノジョーヌ 牡3栗 56

55 ☆加藤 祥太八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 450 ―1：29．7� 49．7�

12 ベストマティーニ 牝3鹿 54
53 ☆坂井 瑠星 KRジャパン 杉山 晴紀 新冠 村上 欽哉 410 ― 〃 クビ 178．5�

11 タガノスプモーネ 牝3栗 54 福永 祐一八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 八木牧場 480 ―1：29．91 7．4�
611 コンテナラッシュ 牡3鹿 56 池添 謙一住谷 孝一氏 牧浦 充徳 新ひだか 前田ファーム 502 ―1：33．1大差 14．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，249，800円 複勝： 34，479，800円 枠連： 12，612，100円
馬連： 44，788，500円 馬単： 22，389，500円 ワイド： 33，966，600円
3連複： 62，699，000円 3連単： 71，663，700円 計： 310，849，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 10，020円 複 勝 � 1，860円 � 2，320円 � 330円 枠 連（4－7） 10，980円

馬 連 �� 195，000円 馬 単 �� 151，280円

ワ イ ド �� 42，860円 �� 11，960円 �� 10，210円

3 連 複 ��� 1，175，600円 3 連 単 ��� 8，659，360円

票 数

単勝票数 計 282498 的中 � 2255（14番人気）
複勝票数 計 344798 的中 � 4550（13番人気）� 3629（14番人気）� 31698（5番人気）
枠連票数 計 126121 的中 （4－7） 890（27番人気）
馬連票数 計 447885 的中 �� 178（114番人気）
馬単票数 計 223895 的中 �� 111（171番人気）
ワイド票数 計 339666 的中 �� 204（111番人気）�� 734（71番人気）�� 861（66番人気）
3連複票数 計 626990 的中 ��� 40（527番人気）
3連単票数 計 716637 的中 ��� 6（2989番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―11．5―12．4―12．7―13．4―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．6―35．1―47．5―1：00．2―1：13．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．9―3F39．5
3 8（9，12）11－13，6，16，7－5－（1，2）（3，14）4（10，15） 4 ・（8，9，12）－（13，11，7）16－6－5－（2，14）（1，3）－（4，15）10
市場取引馬

勝馬の
紹 介

メ ラ ン �
�
父 アルデバランⅡ �

�
母父 フ ジ キ セ キ 初出走

2016．5．10生 牡3黒鹿 母 ミネルバローズ 母母 ミネルバサウンド 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コンテナラッシュ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年4月2日まで平地競

走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 エスシーヴァローナ号・ジュゼッペレオ号・モズアンジェラ号・ラインキャスト号・ラストマンボ号
※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。

07030 3月2日 晴 稍重 （31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 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

11 クリソベリル 牡3鹿 56 川田 将雅 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 540＋161：52．2 1．6�
44 � ア ヴ ァ ン セ 牡3鹿 56 藤岡 佑介飯田 正剛氏 吉村 圭司 米 Dr. Masa-

take Iida 478＋ 41：53．47 51．7�
33 ソルトイブキ 牡3黒鹿56 四位 洋文杉浦 敏夫氏 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 480＋ 4 〃 アタマ 37．1�
55 ブラックウォーリア 牡3鹿 56 和田 竜二佐藤 範夫氏 西村 真幸 浦河 酒井牧場 496－ 41：53．82� 5．8�
810 ウォータースペース 牝3青鹿54 北村 友一山岡 正人氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 460－ 61：54．01	 6．2�
79 エ ナ キ ョ ウ 牡3黒鹿56 松若 風馬宮原 廣伸氏 吉田 直弘 浦河 ヒダカフアーム 506－ 21：54．32 76．8	
22 � ゼ ル ク 牡3鹿 56 藤井勘一郎前田 晋二氏 松永 幹夫 米 North Hills

Co. Limited 492± 01：54．4クビ 54．1

78 モーニングサン 牡3鹿 56 武 豊林 正道氏 橋口 慎介 浦河 酒井牧場 452± 01：54．72 43．9�
811� ワシントンテソーロ 牡3黒鹿56 岩田 康誠了德寺健二ホール

ディングス� 斎藤 誠 米 Waymore
LLC 480－ 61：54．8� 7．7

66 ヘイセイラスト 牝3鹿 54 A．シュタルケ�谷川牧場 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 514－ 21：55．86 13．6�
（独）

67 アールジオール 牡3栗 56 松山 弘平前原 敏行氏 角居 勝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 510－ 41：56．86 34．2�
（11頭）

売 得 金
単勝： 53，653，100円 複勝： 103，851，300円 枠連： 14，989，600円
馬連： 65，055，500円 馬単： 40，758，700円 ワイド： 48，151，000円
3連複： 87，151，800円 3連単： 151，822，300円 計： 565，433，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 670円 � 790円 枠 連（1－4） 2，160円

馬 連 �� 2，850円 馬 単 �� 3，360円

ワ イ ド �� 1，140円 �� 1，190円 �� 7，860円

3 連 複 ��� 19，590円 3 連 単 ��� 47，090円

票 数

単勝票数 計 536531 的中 � 252575（1番人気）
複勝票数 計1038513 的中 � 621450（1番人気）� 17375（7番人気）� 14402（9番人気）
枠連票数 計 149896 的中 （1－4） 5359（7番人気）
馬連票数 計 650555 的中 �� 17634（10番人気）
馬単票数 計 407587 的中 �� 9086（13番人気）
ワイド票数 計 481510 的中 �� 11084（11番人気）�� 10616（12番人気）�� 1521（45番人気）
3連複票数 計 871518 的中 ��� 3335（54番人気）
3連単票数 計1518223 的中 ��� 2337（124番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―13．3―12．9―12．6―12．6―12．5―12．0―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．4―36．7―49．6―1：02．2―1：14．8―1：27．3―1：39．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クリソベリル �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2018．9．17 阪神1着

2016．2．10生 牡3鹿 母 クリソプレーズ 母母 キャサリーンパー 2戦2勝 賞金 14，200，000円
※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。



07031 3月2日 晴 良 （31阪神1）第3日 第7競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走13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
1：19．5
1：19．0

良
良

33 グ ラ ナ タ ス 牡3鹿 56 福永 祐一 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 460＋ 81：22．7 10．7�
88 アイラブテーラー 牝3黒鹿54 岡田 祥嗣中西 浩一氏 河内 洋 浦河 富菜牧場 422－ 8 〃 アタマ 8．7�
55 ディープダイバー 牡3黒鹿56 和田 竜二�ノースヒルズ 大久保龍志 新冠 平山牧場 458＋ 61：22．8� 3．4�
22 マイネルアプラウス 牡3黒鹿56 A．シュタルケ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 青木 孝文 新冠 ビッグレッドファーム 496－ 61：22．9� 25．5�

（独）

66 ダノンジャスティス 牡3鹿 56 川田 将雅�ダノックス 中内田充正 安平 ノーザンファーム 502＋ 21：23．11	 1．7	
77 ヒ ラ ソ ー ル 牡3鹿 56 岩田 康誠阿部榮乃進氏 加用 正 厚真 阿部 栄乃進 462＋ 21：23．2� 45．0

44 ショウナンタイガ 牡3鹿 56 池添 謙一国本 哲秀氏 池添 兼雄 安平 追分ファーム 478＋ 61：23．3� 28．6�
11 
 クラヴィスオレア 牡3黒鹿56 武 豊多田 信尊氏 藤沢 和雄 平取 坂東牧場 480－ 61：24．04 13．2�

（8頭）

売 得 金
単勝： 37，511，500円 複勝： 97，030，200円 枠連： 発売なし
馬連： 58，802，700円 馬単： 39，017，800円 ワイド： 37，583，000円
3連複： 69，888，000円 3連単： 164，727，000円 計： 504，560，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，070円 複 勝 � 470円 � 600円 � 250円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 5，060円 馬 単 �� 11，160円

ワ イ ド �� 1，280円 �� 430円 �� 530円

3 連 複 ��� 4，670円 3 連 単 ��� 48，350円

票 数

単勝票数 計 375115 的中 � 27852（4番人気）
複勝票数 計 970302 的中 � 51247（3番人気）� 39108（4番人気）� 114833（2番人気）
馬連票数 計 588027 的中 �� 9000（15番人気）
馬単票数 計 390178 的中 �� 2620（27番人気）
ワイド票数 計 375830 的中 �� 6987（14番人気）�� 23418（5番人気）�� 18292（6番人気）
3連複票数 計 698880 的中 ��� 11210（11番人気）
3連単票数 計1647270 的中 ��� 2470（117番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．6―35．4―47．5―59．2―1：10．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グ ラ ナ タ ス 
�
父 ロードカナロア 

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2018．6．9 東京4着

2016．4．8生 牡3鹿 母 ガーネットチャーム 母母 オリエントチャーム 6戦2勝 賞金 17，650，000円
※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。

07032 3月2日 晴 稍重 （31阪神1）第3日 第8競走 ��2，000�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
2：01．0
2：01．0

不良
不良

77 メトロポリス 牡5青鹿57 岩田 康誠堂守 貴志氏 吉村 圭司 新冠 新冠橋本牧場 526－102：06．3 2．9�
33 エルティグレ 牡4栗 57 川田 将雅�KTレーシング 大久保龍志 浦河 桑田牧場 486＋ 42：07．04 2．3�
88 シエラネバダ 牡4芦 57 北村 友一金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B508＋ 2 〃 アタマ 7．3�
89 ヴ ィ グ ー ル 牝4鹿 55 松山 弘平サイプレスホール

ディングス合同会社 渡辺 薫彦 平取 坂東牧場 468＋242：07．85 37．7�
22 メ ガ フ レ ア 牡5黒鹿57 和田 竜二宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 492＋ 22：07．9クビ 12．2�
66 � スプリングボックス 牡5黒鹿 57

54 ▲岩田 望来	田 昌久氏 寺島 良 日高 出口牧場 484＋ 22：08．11� 69．6

44 サージュミノル 牡4黒鹿57 酒井 学吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 478－ 62：08．74 6．6�
55 � ラッシュワールド 牡5栗 57 熊沢 重文小林 哲之氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 482＋ 82：09．55 137．1�
11 マイヨヴェール 牡4鹿 57 藤岡 佑介ヤナガワ牧場 飯田 祐史 日高 ヤナガワ牧場 548＋122：10．67 13．3�

（9頭）

売 得 金
単勝： 30，510，300円 複勝： 32，761，300円 枠連： 8，367，600円
馬連： 52，549，900円 馬単： 28，905，600円 ワイド： 32，017，800円
3連複： 63，104，700円 3連単： 125，635，900円 計： 373，853，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 110円 � 110円 � 180円 枠 連（3－7） 300円

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 640円

ワ イ ド �� 150円 �� 400円 �� 370円

3 連 複 ��� 800円 3 連 単 ��� 3，320円

票 数

単勝票数 計 305103 的中 � 81858（2番人気）
複勝票数 計 327613 的中 � 80694（2番人気）� 99803（1番人気）� 29968（5番人気）
枠連票数 計 83676 的中 （3－7） 21470（1番人気）
馬連票数 計 525499 的中 �� 134421（1番人気）
馬単票数 計 289056 的中 �� 33404（2番人気）
ワイド票数 計 320178 的中 �� 72361（1番人気）�� 16968（7番人気）�� 18493（6番人気）
3連複票数 計 631047 的中 ��� 58700（3番人気）
3連単票数 計1256359 的中 ��� 27389（8番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―11．9―13．3―13．2―13．4―12．6―12．5―12．5―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．0―35．9―49．2―1：02．4―1：15．8―1：28．4―1：40．9―1：53．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メトロポリス �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 オ ー ス デビュー 2017．7．15 中京1着

2014．4．23生 牡5青鹿 母 ラ ブ カ ー ナ 母母 カ ー ナ Ⅱ 12戦3勝 賞金 27，350，000円



07033 3月2日 晴 良 （31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
1：57．2
1：56．1

良
良

812 ジ ェ シ ー 牡4鹿 57 川田 将雅 �キャロットファーム 中内田充正 平取 坂東牧場 480＋ 62：00．1 2．2�
11 ドンアルゴス 牡4黒鹿57 武 豊山田 貢一氏 庄野 靖志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B518＋ 82：00．84 3．1�
67 エーティーサンダー 牡6青鹿57 酒井 学荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 下屋敷牧場 526＋ 4 〃 ハナ 5．8�
710 サウンドバーニング 牡7鹿 57 松若 風馬増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 428－ 62：00．9� 95．2�
56 ムーンレイカー 牡4鹿 57 池添 謙一門野 重雄氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 476＋ 2 〃 クビ 7．9�
811 バイオスパーク 牡4黒鹿57 藤岡 佑介宮田 直也氏 浜田多実雄 浦河 小島牧場 486＋ 22：01．0	 13．4	
68 ジェネラルゴジップ 牡7青鹿57 坂井 瑠星 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 486＋ 62：01．21 56．9

44 スズカフューラー 牡5栗 57 太宰 啓介永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 436± 02：01．3� 211．3�
22 シャリオヴァルト 
6鹿 57 岩田 康誠前田 幸治氏 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 448－102：01．4	 25．4�
79 レプランシュ 牡6鹿 57 A．シュタルケ �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 472－ 82：01．5クビ 42．1

（独）

55 マイネルアトゥー 牡6青鹿57 和田 竜二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 460－ 62：01．6� 34．8�

33 � ミトノグラス 牡6鹿 57 松山 弘平ロイヤルパーク 武 英智 新冠 ハクツ牧場 490－ 82：03．210 168．0�
（12頭）

売 得 金
単勝： 40，206，900円 複勝： 60，859，300円 枠連： 18，666，500円
馬連： 92，037，300円 馬単： 46，232，800円 ワイド： 61，114，700円
3連複： 134，141，400円 3連単： 200，082，900円 計： 653，341，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 120円 � 160円 枠 連（1－8） 270円

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 540円

ワ イ ド �� 150円 �� 280円 �� 370円

3 連 複 ��� 670円 3 連 単 ��� 2，260円

票 数

単勝票数 計 402069 的中 � 140033（1番人気）
複勝票数 計 608593 的中 � 203661（1番人気）� 128049（2番人気）� 65575（4番人気）
枠連票数 計 186665 的中 （1－8） 53064（1番人気）
馬連票数 計 920373 的中 �� 216942（1番人気）
馬単票数 計 462328 的中 �� 63127（1番人気）
ワイド票数 計 611147 的中 �� 130949（1番人気）�� 48843（2番人気）�� 34573（5番人気）
3連複票数 計1341414 的中 ��� 149968（2番人気）
3連単票数 計2000829 的中 ��� 63944（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．9―36．4―48．5―1：00．4―1：12．6―1：24．4―1：36．1―1：47．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジ ェ シ ー �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2017．10．8 東京2着

2015．3．28生 牡4鹿 母 ジ ェ シ カ 母母 セシルカット 12戦3勝 賞金 57，849，000円
※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。

07034 3月2日 晴 稍重 （31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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

714 ファッショニスタ 牝5鹿 55 川田 将雅ゴドルフィン 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 486－ 21：22．7 3．9�

23 � シ ヴ ァ ー ジ 牡4栗 57 福永 祐一 �カナヤマホール
ディングス 野中 賢二 米 Hinkle Farms B504＋ 21：23．23 2．5�

59 ストロベリームーン 牝5青鹿55 武 豊�NICKS 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 442＋ 21：23．3	 9．8�
47 エ テ ル ニ テ 牝4青鹿55 和田 竜二青山 洋一氏 平田 修 日高 白井牧場 492± 01：23．4クビ 19．2�
713 アディラート 牡5黒鹿57 藤井勘一郎安原 浩司氏 須貝 尚介 新ひだか タガミファーム 512＋ 21：23．5
 8．5�
815 ビックリシタナモー 牡5黒鹿57 藤岡 佑介小田切有一氏 音無 秀孝 日高 中原牧場 512－ 41：23．71 68．4	
48 タ ガ ノ ア ム 牝4鹿 55 岩田 康誠八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 476－ 21：23．91 31．2

11 カ ラ ク プ ア �6黒鹿57 熊沢 重文�ノースヒルズ 松田 国英 新冠 パカパカ

ファーム B492－ 41：24．0	 286．0�
611 シンゼンスタチュー �6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＋ 6 〃 ハナ 94．0�
612 ネオスターダム 牡7黒鹿57 松山 弘平一村 哲也氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 502＋12 〃 クビ 80．7
12 マイネルエスパス 牡7青鹿57 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 新ひだか 木下牧場 516－101：24．1クビ 214．8�
36 セ ネ ッ テ ィ 牡6鹿 57 松若 風馬 �グリーンファーム音無 秀孝 千歳 社台ファーム 496± 0 〃 ハナ 219．0�
816 スピーディクール 牡5栗 57 北村 友一ライオンレースホース� 石栗 龍彦 日高 Shall Farm 492－ 8 〃 クビ 20．2�
510 クリノフラッシュ 牝4青鹿55 池添 謙一栗本 博晴氏 橋田 満 日高 白井牧場 B436＋ 21：24．41
 27．7�
24 ライジングリーズン 牝5青鹿55 A．シュタルケ 岡田 牧雄氏 奥村 武 日高 三城牧場 490－ 81：24．61� 25．6�

（独）

35  リュウノユキナ 牡4芦 57 田中 勝春蓑島 竜一氏 小野 次郎 新ひだか 藤川フアーム B500－ 61：24．92 8．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 68，442，900円 複勝： 95，844，900円 枠連： 38，337，100円
馬連： 154，655，500円 馬単： 64，623，700円 ワイド： 96，722，900円
3連複： 225，657，300円 3連単： 276，227，400円 計： 1，020，511，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 130円 � 110円 � 210円 枠 連（2－7） 330円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 1，170円

ワ イ ド �� 190円 �� 600円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，210円 3 連 単 ��� 5，470円

票 数

単勝票数 計 684429 的中 � 136891（2番人気）
複勝票数 計 958449 的中 � 179708（2番人気）� 294208（1番人気）� 81709（4番人気）
枠連票数 計 383371 的中 （2－7） 88567（1番人気）
馬連票数 計1546555 的中 �� 245992（1番人気）
馬単票数 計 646237 的中 �� 41252（2番人気）
ワイド票数 計 967229 的中 �� 157626（1番人気）�� 35428（6番人気）�� 54887（3番人気）
3連複票数 計2256573 的中 ��� 138831（2番人気）
3連単票数 計2762274 的中 ��� 36574（7番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．5―11．9―11．9―11．8―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．8―34．3―46．2―58．1―1：09．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファッショニスタ �
�
父 ストリートセンス �

�
母父 Coronado’s Quest デビュー 2016．12．17 阪神1着

2014．3．25生 牝5鹿 母 アクアリスト 母母 Oyster Catcher 14戦5勝 賞金 116，495，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※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。



07035 3月2日 晴 良 （31阪神1）第3日 第11競走 ��
��1，600�第26回チューリップ賞（ＧⅡ）

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 52，000，000円 21，000，000円 13，000，000円 7，800，000円 5，200，000円
付 加 賞 952，000円 272，000円 136，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．9
1：30．7

良
良

11 ダノンファンタジー 牝3鹿 54 川田 将雅�ダノックス 中内田充正 安平 ノーザンファーム 460± 01：34．1 1．3�
813 シゲルピンクダイヤ 牝3黒鹿54 和田 竜二森中 蕃氏 渡辺 薫彦 日高 天羽牧場 452－101：34．31 17．2�
57 ノーブルスコア 牝3青鹿54 福永 祐一二木 英德氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 428－12 〃 ハナ 34．1�
812 ドナウデルタ 牝3鹿 54 北村 友一 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 426－12 〃 アタマ 26．0�
56 シェーングランツ 牝3青鹿54 武 豊 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 472＋ 61：34．61� 4．5	
33 ブランノワール 牝3鹿 54 藤井勘一郎 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 444＋ 21：34．7� 23．2

22 マルモネオフォース 牝3鹿 54 富田 暁まるも組合 木原 一良 浦河 岡本 昌市 484－ 41：34．91� 137．5�
710 アフランシール 牝3鹿 54 岩田 康誠前田 幸治氏 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478－ 41：35．0� 43．4�
45 メイショウショウブ 牝3栗 54 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 482± 01：35．21	 10．6
69 オーパキャマラード 牝3黒鹿54 松若 風馬�ターフ・スポート本田 優 新冠 村田牧場 480－ 21：35．51� 312．9�
44 ハニーウィル 牝3栗 54 国分 恭介 �友駿ホースクラブ 村山 明 安平 ノーザンファーム 440－ 61：35．71	 288．5�
711 サムシングジャスト 牝3黒鹿54 A．シュタルケ �グリーンファーム松田 国英 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 482＋ 6 〃 クビ 150．3�
（独）

68 ブリッツアウェイ 牝3黒鹿54 松山 弘平吉田 照哉氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 430－ 41：36．44 214．8�
（13頭）

売 得 金
単勝： 163，012，800円 複勝： 542，976，600円 枠連： 76，723，200円
馬連： 446，056，400円 馬単： 269，570，800円 ワイド： 251，657，400円
3連複： 646，923，400円 3連単： 1，574，179，000円 計： 3，971，099，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 290円 � 320円 枠 連（1－8） 620円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 1，310円

ワ イ ド �� 460円 �� 490円 �� 2，850円

3 連 複 ��� 4，330円 3 連 単 ��� 10，890円

票 数

単勝票数 計1630128 的中 � 938528（1番人気）
複勝票数 計5429766 的中 � 4228273（1番人気）� 118964（5番人気）� 107304（6番人気）
枠連票数 計 767232 的中 （1－8） 94938（3番人気）
馬連票数 計4460564 的中 �� 338452（3番人気）
馬単票数 計2695708 的中 �� 153334（5番人気）
ワイド票数 計2516574 的中 �� 145770（4番人気）�� 137008（5番人気）�� 20591（26番人気）
3連複票数 計6469234 的中 ��� 111942（15番人気）
3連単票数 計15741790 的中 ��� 104787（34番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．8―35．5―47．8―59．9―1：11．2―1：22．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダノンファンタジー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Not For Sale デビュー 2018．6．3 東京2着

2016．1．30生 牝3鹿 母 ライフフォーセール 母母 Doubt Fire 5戦4勝 賞金 156，369，000円
〔制裁〕 ノーブルスコア号の騎手福永祐一は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりダノンファンタジー号・シゲルピンクダイヤ号・ノーブルスコア号は，桜花賞（GⅠ）競走に優先出走でき
る。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

07036 3月2日 晴 良 （31阪神1）第3日 第12競走 ��
��1，400�サラブレッド系4歳以上

発走16時10分 （芝・右）
1000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．5
1：19．0

良
良

44 ラヴィングアンサー 牡5鹿 57 北村 友一江口雄一郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 502－ 61：21．1 4．6�
11 ガ ゼ ボ 牡4青 57 福永 祐一吉田 和美氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 534± 0 〃 アタマ 4．4�
66 カッパツハッチ 牝4鹿 55 岩田 康誠�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 468± 01：21．2� 13．3�
33 ユアスイスイ 牝5栗 55

54 ☆坂井 瑠星ユアストーリー 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B494＋121：21．41	 8．8�
89 エルプシャフト 牡6青鹿57 川田 将雅 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 462＋ 21：21．6
 3．8�
22 アドマイヤスカイ 牡7青鹿 57

54 ▲岩田 望来近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 466± 01：21．81	 165．8	
55 メイショウシャチ 牡6鹿 57 池添 謙一松本 好雄氏 石橋 守 浦河 本巣 敦 476－ 81：22．01	 36．4

88 メイショウイサナ 牡4栗 57 酒井 学松本 好雄氏 南井 克巳 安平 �橋本牧場 520－ 21：22．1
 10．2�
77 ピースユニヴァース 牡4鹿 57 武 豊久米田正平氏 尾形 和幸 新冠 秋田牧場 484± 01：22．2� 4．4�

（9頭）

売 得 金
単勝： 59，213，500円 複勝： 69，204，500円 枠連： 20，577，100円
馬連： 123，062，200円 馬単： 54，184，700円 ワイド： 71，576，400円
3連複： 151，243，100円 3連単： 268，559，900円 計： 817，621，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 180円 � 170円 � 370円 枠 連（1－4） 910円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 1，790円

ワ イ ド �� 350円 �� 930円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 4，000円 3 連 単 ��� 17，270円

票 数

単勝票数 計 592135 的中 � 102439（4番人気）
複勝票数 計 692045 的中 � 111149（4番人気）� 116613（3番人気）� 38265（7番人気）
枠連票数 計 205771 的中 （1－4） 17366（4番人気）
馬連票数 計1230622 的中 �� 95142（5番人気）
馬単票数 計 541847 的中 �� 22701（5番人気）
ワイド票数 計 715764 的中 �� 57613（3番人気）�� 18726（15番人気）�� 16391（18番人気）
3連複票数 計1512431 的中 ��� 28326（18番人気）
3連単票数 計2685599 的中 ��� 11271（78番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．7―11．6―11．3―11．2―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―34．9―46．5―57．8―1：09．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラヴィングアンサー 
�
父 ダイワメジャー 

�
母父 Rock of Gibraltar デビュー 2016．7．3 中京2着

2014．4．8生 牡5鹿 母 ラ ブ レ タ ー 母母 ナショナルポートレイト 17戦4勝 賞金 67，209，000円



（31阪神1）第3日 3月2日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 152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

274，510，000円
5，180，000円
21，780，000円
2，220，000円
32，860，000円
63，013，500円
4，173，000円
1，459，200円

勝馬投票券売得金
597，866，300円
1，218，018，200円
241，810，700円
1，247，177，900円
669，459，600円
787，773，500円
1，741，518，300円
3，191，472，500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 9，695，097，000円

総入場人員 17，244名 （有料入場人員 16，277名）
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