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07037 3月3日 曇 稍重 （31阪神1）第4日 第1競走 ��1，400�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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

47 ア ル デ ン テ 牝3鹿 54 川田 将雅吉田 千津氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 496＋ 41：26．6 2．4�
36 カ リ ッ サ 牝3栗 54 岩田 康誠�ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 408± 01：26．7� 4．7�
612 ミルメルシー 牝3鹿 54 和田 竜二市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 日高 白井牧場 470－121：27．02 9．4�
59 ジューンハルジオン 牝3黒鹿 54

53 ☆坂井 瑠星吉川 潤氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 438－ 61：27．1� 42．7�
713 ホームアゲイン 牝3鹿 54 松若 風馬飯田 正剛氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 426± 01：27．2クビ 16．5�
510 マ テ ィ ス 牝3黒鹿 54

53 ☆富田 暁水上ふじ子氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 450± 01：27．3� 113．0	
11 マハーラーニー 牝3鹿 54 A．シュタルケ 
キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 450－ 6 〃 クビ 8．2�

（独）

714 トーアディアナ 牝3栗 54 川須 栄彦高山ランド� 羽月 友彦 豊浦トーア牧場 414－ 21：27．4クビ 390．3�
24 ナムラマナナ 牝3青鹿54 田中 健奈村 睦弘氏 荒川 義之 浦河 中島牧場 458± 01：27．71� 34．5
23 コハルビヨリ 牝3鹿 54 松山 弘平飯田 良枝氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 488＋ 61：27．8� 10．0�
12 キタノハピネス 牝3黒鹿54 国分 恭介北所 直人氏 吉田 直弘 日高 高山牧場 434＋ 2 〃 ハナ 230．8�
815 グレイシャスギャル 牝3栗 54 藤岡 佑介 
社台レースホース中内田充正 千歳 社台ファーム 422 ―1：28．22� 7．8�
611 テーオーパラダイス 牝3栗 54 浜中 俊小笹 公也氏 岡田 稲男 日高 ヤナガワ牧場 462－ 21：28．62� 73．2�
48 メイショウペルム 牝3鹿 54

53 ☆森 裕太朗松本 好�氏 本田 優 浦河 近藤牧場 484＋ 21：29．77 109．4�
35 グレースベイ 牝3栗 54 北村 友一 
キャロットファーム 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 458－ 81：30．23 48．2�
816 ブーケアルメリア 牝3黒鹿 54

51 ▲亀田 温心田中 純一氏 北出 成人 浦河 杵臼牧場 436－ 21：31．68 333．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，278，100円 複勝： 47，518，200円 枠連： 11，962，200円
馬連： 56，691，700円 馬単： 27，243，500円 ワイド： 43，476，700円
3連複： 90，547，800円 3連単： 104，284，000円 計： 413，002，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 130円 � 230円 枠 連（3－4） 470円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 970円

ワ イ ド �� 210円 �� 470円 �� 490円

3 連 複 ��� 1，210円 3 連 単 ��� 4，360円

票 数

単勝票数 計 312781 的中 � 103102（1番人気）
複勝票数 計 475182 的中 � 130362（1番人気）� 96158（2番人気）� 36927（5番人気）
枠連票数 計 119622 的中 （3－4） 19464（1番人気）
馬連票数 計 566917 的中 �� 79426（1番人気）
馬単票数 計 272435 的中 �� 20888（1番人気）
ワイド票数 計 434767 的中 �� 62426（1番人気）�� 21586（5番人気）�� 20446（6番人気）
3連複票数 計 905478 的中 ��� 55942（2番人気）
3連単票数 計1042840 的中 ��� 17317（4番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．9―12．5―12．7―12．6―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．5―35．4―47．9―1：00．6―1：13．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア ル デ ン テ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2019．1．19 京都2着

2016．3．31生 牝3鹿 母 イタリアンレッド 母母 バルドネキア 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。
〔騎手変更〕 グレースベイ号の騎手北村宏司は，第2回中山競馬第3日第1競走での落馬負傷のため北村友一に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブーケアルメリア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年4月3日まで平地競

走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

07038 3月3日 曇 稍重 （31阪神1）第4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

610 ホウオウライジン 牡3栗 56
55 ☆坂井 瑠星小笹 芳央氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 482－ 61：55．4 1．5�

815 ル ノ ワ ー ル 牡3栗 56 国分 恭介 �カナヤマホール
ディングス 浜田多実雄 新ひだか 岡田牧場 502－ 21：55．61� 4．5�

34 ビービーオネスト 牡3黒鹿 56
53 ▲岩田 望来�坂東牧場 加用 正 日高 新井 昭二 516± 0 〃 ハナ 26．8�

58 ヴェイパライズ 牡3黒鹿 56
55 ☆富田 暁加藤 誠氏 中竹 和也 日高 川端 正博 452－ 21：55．81 81．9�

22 ボーダードライヴ 牡3鹿 56 岩田 康誠村田 裕子氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 538＋181：56．33 28．7	
23 ナムラシンゲキ 牡3黒鹿56 藤岡 佑介奈村 信重氏 長谷川浩大 浦河 木村牧場 532－ 61：56．5� 26．1

814 サウンドバレット 牡3黒鹿56 岩崎 翼増田 雄一氏 高橋 康之 千歳 社台ファーム 466－ 4 〃 アタマ 89．9�
47 ウェーブライダー 牡3鹿 56 川須 栄彦万波 健二氏 中尾 秀正 浦河 杵臼牧場 512＋ 41：56．82 22．5�
35 バロンキング 牡3鹿 56

55 ☆加藤 祥太田頭 勇貴氏 根本 康広 新冠 辻 和明 422－ 81：57．01 133．1
713 ダンツアタッカー 牡3鹿 56 松山 弘平山元 哲二氏 池添 兼雄 様似 富田 恭司 486－101：57．21 21．6�
611 パーティーアニマル 牡3鹿 56

53 ▲亀田 温心田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 浦河 近藤牧場 434－121：57．3� 292．4�
11 タイキデセーオ 牡3黒鹿56 古川 吉洋�大樹ファーム 西園 正都 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 510－121：58．04 9．0�
712 メイショウヒノクニ 牡3黒鹿56 太宰 啓介松本 好雄氏 大橋 勇樹 日高 戸川牧場 472＋ 2 〃 ハナ 142．1�
46 ル ナ ー ル 牡3青鹿56 高倉 稜槙 和美氏 清水 久詞 新冠 松浦牧場 468＋ 2 〃 クビ 145．0�
59 タイセイクルーガー 牡3鹿 56 和田 竜二田中 成奉氏 浜田多実雄 新ひだか タイヘイ牧場 508± 01：58．31� 22．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 26，718，700円 複勝： 92，280，700円 枠連： 11，316，300円
馬連： 49，137，400円 馬単： 34，321，700円 ワイド： 36，771，700円
3連複： 74，302，500円 3連単： 123，374，100円 計： 448，223，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 130円 � 350円 枠 連（6－8） 240円

馬 連 �� 240円 馬 単 �� 300円

ワ イ ド �� 160円 �� 560円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 1，350円 3 連 単 ��� 2，920円

票 数

単勝票数 計 267187 的中 � 134252（1番人気）
複勝票数 計 922807 的中 � 689003（1番人気）� 72795（2番人気）� 14316（8番人気）
枠連票数 計 113163 的中 （6－8） 35199（1番人気）
馬連票数 計 491374 的中 �� 157053（1番人気）
馬単票数 計 343217 的中 �� 83478（1番人気）
ワイド票数 計 367717 的中 �� 81415（1番人気）�� 13929（7番人気）�� 7151（15番人気）
3連複票数 計 743025 的中 ��� 41097（4番人気）
3連単票数 計1233741 的中 ��� 30632（5番人気）

ハロンタイム 13．0―11．5―13．6―13．1―13．0―12．9―12．7―12．6―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．5―38．1―51．2―1：04．2―1：17．1―1：29．8―1：42．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ホウオウライジン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．6．24 阪神4着

2016．5．1生 牡3栗 母 ガールオンファイア 母母 レディブロンド 5戦1勝 賞金 11，400，000円
〔3走成績による出走制限〕 バロンキング号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年5月3日まで平地競走に出走できな

い。

第１回 阪神競馬 第４日



07039 3月3日 曇 稍重 （31阪神1）第4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
1：20．3

不良
不良

23 グランプリワン 牡3鹿 56
55 ☆坂井 瑠星�グランプリ 荒川 義之 新ひだか 飯岡牧場 464＋ 21：26．6 15．1�

47 トーセンマイスター 牡3青鹿56 田中 健島川 �哉氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 476＋ 41：26．7� 3．3�
510 ブラッディムーン 牝3黒鹿54 太宰 啓介藤田 孟司氏 上村 洋行 日高 モリナガファーム 458＋ 61：26．91� 4．9�
815 スキンズマッチ 牡3鹿 56

55 ☆森 裕太朗岡 浩二氏 大根田裕之 新冠 スカイビーチステーブル 440± 0 〃 ハナ 33．2�
11 ラ ー 牡3鹿 56 高倉 稜副島 義久氏 田所 秀孝 日高 広富牧場 424－ 21：27．11� 8．0	
35 マイネルプリサイス 牡3栗 56 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 浦河 上山牧場 484－ 4 〃 ハナ 3．6

816 サダムオリジン 牝3芦 54

53 ☆加藤 祥太大西美生子氏 平田 修 新ひだか 神垣 道弘 420＋ 41：27．95 32．3�
713 ミスターホウジュ 牡3鹿 56

55 ☆富田 暁�髙昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 464＋ 81：28．21	 33．7
24 ブルベアリーノ 牡3栗 56

53 ▲岩田 望来 �ブルアンドベア 千田 輝彦 浦河 バンブー牧場 458＋ 4 〃 アタマ 66．5�
611 テイエムカイリキ 牡3黒鹿56 松若 風馬竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新ひだか 西村 和夫 458± 0 〃 クビ 28．0�
36 タキシードジャンク 牡3鹿 56 北村 友一原 
子氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 484＋101：28．51� 12．7�
12 サクラトップハロー 牡3黒鹿56 川島 信二�トップフェロウ中尾 秀正 新ひだか 千代田牧場 432＋10 〃 クビ 50．6�
48 ニホンピロマーサ 牝3鹿 54 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 456－ 61：29．03 170．6�
714 コウエイスパークル �3栗 56 小林 徹弥伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 佐竹 学 484＋181：29．42� 188．6�
612 スワローテイルジグ 牝3黒鹿54 荻野 琢真吉田 照哉氏 寺島 良 千歳 社台ファーム 456＋ 21：30．35 38．1�
59 パ ワ ー ロ ワ 牡3鹿 56 酒井 学�まの 大橋 勇樹 新冠 村上牧場 422－ 41：30．83 169．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，844，900円 複勝： 40，855，800円 枠連： 12，954，800円
馬連： 56，225，900円 馬単： 26，321，300円 ワイド： 43，817，000円
3連複： 86，397，500円 3連単： 97，940，700円 計： 393，357，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，510円 複 勝 � 390円 � 150円 � 180円 枠 連（2－4） 1，650円

馬 連 �� 2，210円 馬 単 �� 5，450円

ワ イ ド �� 770円 �� 1，680円 �� 390円

3 連 複 ��� 5，840円 3 連 単 ��� 44，370円

票 数

単勝票数 計 288449 的中 � 15218（6番人気）
複勝票数 計 408558 的中 � 20246（6番人気）� 86553（1番人気）� 62166（3番人気）
枠連票数 計 129548 的中 （2－4） 6056（6番人気）
馬連票数 計 562259 的中 �� 19692（9番人気）
馬単票数 計 263213 的中 �� 3622（18番人気）
ワイド票数 計 438170 的中 �� 14273（9番人気）�� 6209（18番人気）�� 31694（3番人気）
3連複票数 計 863975 的中 ��� 11079（16番人気）
3連単票数 計 979407 的中 ��� 1600（129番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―12．2―12．9―12．6―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．6―35．8―48．7―1：01．3―1：13．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グランプリワン �
�
父 グランプリボス �

�
母父 キンググローリアス デビュー 2018．9．1 小倉11着

2016．4．20生 牡3鹿 母 サウンドアメニティ 母母 バ ジ ー 7戦1勝 賞金 6，300，000円
〔発走状況〕 コウエイスパークル号は，発進不良〔内側に逃避〕。
〔調教再審査〕 コウエイスパークル号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 パワーロワ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年4月3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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 アスタードラゴン号・ブライトホーン号・メイショウヤワラギ号

07040 3月3日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（31阪神1）第4日 第4競走 ��2，970�サラブレッド系障害4歳以上

発走11時30分 （芝・ダート）

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

712 シゲルサツマイモ 牡4鹿 59 草野 太郎森中 蕃氏 大橋 勇樹 日高 スウィング
フィールド牧場 494－103：20．5 5．2�

813 メイショウタンヅツ 牡5鹿 60 佐久間寛志松本 和子氏 藤沢 則雄 浦河 丸幸小林牧場 474－ 43：20．71� 3．0�
814 インウィスパーズ 牡5鹿 60 熊沢 重文金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 日高 日高大洋牧場 452－ 43：21．97 8．3�
58 シゲルシマダイ 牡6鹿 60 上野 翔森中 蕃氏 清水 英克 浦河 高野牧場 528－ 83：23．38 32．8�
610 サンライズルーク 牡4鹿 59 森 一馬松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 504＋ 43：23．62 56．1�
33 マイネルレオーネ 牡7黒鹿60 黒岩 悠 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 新ひだか 真歌田中牧場 404－ 23：23．7クビ 17．8	
34 ハイドロフォイル �6鹿 60 高田 潤 
サンデーレーシング 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 498＋ 43：24．55 3．8�
57 マインシャッツ 牡6栗 60 難波 剛健吉田 照哉氏 西浦 勝一 千歳 社台ファーム 490＋ 43：24．6� 15．1�
11 メイショウアドリア 牡4鹿 59 平沢 健治松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 504＋183：24．81� 49．1
45 ソニックセンス 牡5鹿 60 北沢 伸也奥 裕嗣氏 大根田裕之 浦河 バンダム牧場 500＋123：24．9� 128．7�
22 ラハトケレブ 牡6鹿 60 植野 貴也永田 和彦氏 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 490－ 83：25．64 8．2�
69 シャイニードラード 牡4栗 59 山本 康志小林 昌志氏 稲垣 幸雄 平取 雅 牧場 508＋103：27．08 237．6�
711 テイエムリボー 牡4青鹿59 田村 太雅竹園 正繼氏 武 英智 平取 清水牧場 490＋ 43：29．8大差 139．3�
46 ワイドリーザワン 牡7黒鹿60 五十嵐雄祐坂本 浩一氏 奥村 武 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462± 03：31．39 35．1�
（14頭）

売 得 金
単勝： 20，052，200円 複勝： 24，771，900円 枠連： 13，233，400円
馬連： 39，421，200円 馬単： 18，907，000円 ワイド： 27，285，600円
3連複： 65，774，700円 3連単： 78，473，900円 計： 287，919，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 150円 � 140円 � 220円 枠 連（7－8） 570円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，710円

ワ イ ド �� 290円 �� 750円 �� 500円

3 連 複 ��� 1，440円 3 連 単 ��� 6，360円

票 数

単勝票数 計 200522 的中 � 30446（3番人気）
複勝票数 計 247719 的中 � 44462（2番人気）� 51943（1番人気）� 23250（5番人気）
枠連票数 計 132334 的中 （7－8） 17991（2番人気）
馬連票数 計 394212 的中 �� 40126（2番人気）
馬単票数 計 189070 的中 �� 8258（4番人気）
ワイド票数 計 272856 的中 �� 26705（2番人気）�� 8610（9番人気）�� 13394（4番人気）
3連複票数 計 657747 的中 ��� 34223（2番人気）
3連単票数 計 784739 的中 ��� 8932（9番人気）
上り 1マイル 1：46．0 4F 51．5－3F 38．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
12，14（9，13，10）－5，8，1（4，3）2＝7＝6＝11
12－（13，14）－10－（9，8）（5，3）－4（2，1）－7＝（6，11）

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

勝馬の
紹 介

シゲルサツマイモ �
�
父 トランセンド �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．8．6 小倉9着

2015．5．19生 牡4鹿 母 サンデーストーリー 母母 ダイナアベニユー 障害：5戦1勝 賞金 13，000，000円
〔騎手変更〕 シゲルサツマイモ号の騎手石神深一は，第2回中山競馬第3日第4競走での落馬負傷のため草野太郎に変更。



07041 3月3日 曇 良 （31阪神1）第4日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走12時20分 （芝・右・外）

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

中央レコード
1：31．9
1：30．7

良
良

36 キングオブコージ 牡3鹿 56 岩田 康誠増田 和啓氏 安田 翔伍 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 474－ 81：34．0 6．2�

23 ラ シ ェ ー ラ 牝3鹿 54 藤岡 佑介ニューワールドレー
シング� 笹田 和秀 浦河 フクオカファーム 444－ 21：34．21� 7．2�

11 ル ベ リ エ 牝3鹿 54 北村 友一 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム 406 ―1：34．51� 11．3�
815 ベ ル ヴ ォ ワ 牝3鹿 54

53 ☆坂井 瑠星�G1レーシング 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 462± 01：34．6� 10．8�

510 ボ マ イ ェ 牡3鹿 56 川田 将雅 �カナヤマホール
ディングス 清水 久詞 日高 下河辺牧場 524＋ 41：34．91� 1．8	

612 メイショウオウギ 牝3芦 54 酒井 学松本 好雄氏 石橋 守 浦河 日の出牧場 426＋ 6 〃 ハナ 57．7

48 プ ロ ム 牝3鹿 54 和田 竜二吉田 照哉氏 宮 徹 千歳 社台ファーム 488－ 21：35．32� 14．6�
816 アンブレイカブル 牡3黒鹿56 太宰 啓介�ノースヒルズ 高橋 亮 新ひだか 土居牧場 512－ 41：35．93� 20．3�
713 イルフェソレイユ 牝3芦 54 国分 恭介�大樹ファーム 高野 友和 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 436 ―1：36．0� 251．8
47 エスキシータ 牝3黒鹿 54

51 ▲岩田 望来吉田 晴哉氏 藤原 英昭 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 480－ 21：36．31� 40．0�

714 ヒロノアンビシャス 牡3鹿 56
53 ▲亀田 温心サンエイ開発� 北出 成人 浦河 杵臼牧場 452＋ 21：36．51� 220．0�

35 マイマーベラスワン 牝3栗 54 小牧 太五影 隆則氏 石橋 守 新ひだか フジワラフアーム 414＋ 81：36．6� 31．4�
611 ドアトゥブリス 牝3芦 54 A．シュタルケ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 吉田 直弘 日高 シンボリ牧場 420－121：37．02 245．1�

（独）

24 サウンドカナロア 牡3鹿 56 松若 風馬増田 雄一氏 村山 明 新冠 飛渡牧場 460＋ 81：37．31� 120．4�
12 ジャスパーマリン 牝3栗 54 藤井勘一郎加藤 和夫氏 森 秀行 新冠 ヒカル牧場 456＋101：37．72� 158．8�
59 ゼットマリオン 牝3鹿 54 松山 弘平�フォーレスト 吉田 直弘 新ひだか チャンピオンズファーム 476 ― （競走中止） 68．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，855，300円 複勝： 57，878，900円 枠連： 14，676，600円
馬連： 69，539，100円 馬単： 35，501，800円 ワイド： 50，758，600円
3連複： 95，394，200円 3連単： 130，834，300円 計： 495，438，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 200円 � 210円 � 360円 枠 連（2－3） 1，520円

馬 連 �� 1，670円 馬 単 �� 3，440円

ワ イ ド �� 590円 �� 1，260円 �� 1，250円

3 連 複 ��� 6，720円 3 連 単 ��� 30，810円

票 数

単勝票数 計 408553 的中 � 52226（2番人気）
複勝票数 計 578789 的中 � 80943（2番人気）� 75496（3番人気）� 36329（6番人気）
枠連票数 計 146766 的中 （2－3） 7460（7番人気）
馬連票数 計 695391 的中 �� 32093（5番人気）
馬単票数 計 355018 的中 �� 7728（13番人気）
ワイド票数 計 507586 的中 �� 23052（5番人気）�� 10077（16番人気）�� 10218（15番人気）
3連複票数 計 953942 的中 ��� 10644（22番人気）
3連単票数 計1308343 的中 ��� 3078（91番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―11．6―11．6―11．9―11．2―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．7―35．3―46．9―58．8―1：10．0―1：21．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キングオブコージ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Galileo デビュー 2018．10．21 東京5着

2016．3．26生 牡3鹿 母 ファイノメナ 母母 Caumshinaun 5戦1勝 賞金 7，700，000円
〔競走中止〕 ゼットマリオン号は，競走中に疾病〔左後肢跛行〕を発症したため4コーナー手前で競走中止。
〔3走成績による出走制限〕 ヒロノアンビシャス号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年5月3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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 パラーティウム号
※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。

07042 3月3日 曇 稍重 （31阪神1）第4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）

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

23 シェパードボーイ 牡3黒鹿56 井上 敏樹吉田 照哉氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 454 ―1：56．2 49．5�
714 マルヨフローラ 牝3黒鹿54 川須 栄彦野村 春行氏 牧田 和弥 日高 前野牧場 456 ―1：56．51� 21．7�
11 メイショウクダン 牡3栗 56 浜中 俊松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 468 ―1：56．6� 11．8�
612 ムーンオブバローダ 牡3栗 56 藤岡 佑介 �社台レースホース高橋 亮 千歳 社台ファーム 508 ―1：56．7クビ 3．5�
611 メイブツシャチョウ 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣 �ミキハウスHKサービス 野中 賢二 新冠 村上 欽哉 468 ―1：56．91� 12．2	
47 ビ デ ィ ー 牝3黒鹿54 国分 恭介橋場 勇二氏 宮 徹 日高 庄野牧場 416 ―1：57．11� 96．5

35 ノーチカルチャート 牡3青鹿56 松若 風馬 �社台レースホース奥村 豊 千歳 社台ファーム 504 ―1：57．31� 15．4�
510 バトルウインリンク 牝3鹿 54 太宰 啓介宮川 秋信氏 奥村 豊 新ひだか チャンピオンズファーム 434 ― 〃 ハナ 55．6�
48 ヒダワールド 牝3黒鹿54 森 一馬日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 524 ―1：57．51� 80．7
36 アンフィニマン 牡3芦 56 和田 竜二�ノースヒルズ �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 520 ―1：58．03 18．5�
59 ストラトスフィア 牝3鹿 54 岩田 康誠�フクキタル �島 一歩 新冠 パカパカ

ファーム 468 ―1：58．53 8．0�
12 プレイリードリーム 牡3鹿 56

55 ☆富田 暁田所 英子氏 安達 昭夫 日高 天羽牧場 482 ―1：58．81� 39．5�
816 テイエムプレミア 牝3青鹿 54

53 ☆坂井 瑠星竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 430 ―2：01．0大差 63．7�
815 キタサンアメジスト 牝3黒鹿54 四位 洋文�大野商事 昆 貢 日高 広中 稔 472 ―2：02．06 6．4�
24 メイショウクラマ 牡3鹿 56 北村 友一松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 高昭牧場 494 ―2：02．21� 4．1�
713 ミ ス レ イ ナ 牝3鹿 54 高倉 稜冨沢 敦子氏 田所 秀孝 新ひだか 高橋 義浩 422 ―2：04．2大差 77．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，042，300円 複勝： 42，954，800円 枠連： 17，223，100円
馬連： 58，983，700円 馬単： 25，174，300円 ワイド： 44，224，900円
3連複： 90，316，000円 3連単： 93，513，100円 計： 405，432，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，950円 複 勝 � 1，340円 � 580円 � 360円 枠 連（2－7） 3，140円

馬 連 �� 30，410円 馬 単 �� 73，180円

ワ イ ド �� 8，880円 �� 4，840円 �� 3，110円

3 連 複 ��� 87，060円 3 連 単 ��� 684，810円

票 数

単勝票数 計 330423 的中 � 5338（11番人気）
複勝票数 計 429548 的中 � 7764（11番人気）� 19590（9番人気）� 34707（5番人気）
枠連票数 計 172231 的中 （2－7） 4240（15番人気）
馬連票数 計 589837 的中 �� 1503（62番人気）
馬単票数 計 251743 的中 �� 258（141番人気）
ワイド票数 計 442249 的中 �� 1276（70番人気）�� 2358（42番人気）�� 3701（36番人気）
3連複票数 計 903160 的中 ��� 778（209番人気）
3連単票数 計 935131 的中 ��� 99（1438番人気）

ハロンタイム 13．0―11．3―13．3―13．2―13．1―13．1―12．7―13．1―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．3―37．6―50．8―1：03．9―1：17．0―1：29．7―1：42．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．3―3F39．2
1
3
・（4，5，11）13（3，15）（9，12）14，1，2－7－（8，10）－6，16・（4，5，11）12，9（3，1）（13，15，14）（7，2）－10（6，16）8

2
4

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

シェパードボーイ �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 キングカメハメハ 初出走

2016．5．13生 牡3黒鹿 母 エオリアンハープ 母母 エアウイングス 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔騎手変更〕 ストラトスフィア号の騎手北村宏司は，第2回中山競馬第3日第1競走での落馬負傷のため岩田康誠に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミスレイナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年4月3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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 イルマタル号・シャンパンクーペ号・シュッドヴァデル号



07043 3月3日 曇 稍重 （31阪神1）第4日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時20分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

79 キングフォルテ 牡4鹿 57 小牧 太平口 信行氏 加用 正 浦河 大柳ファーム 524－ 81：54．0 9．1�
22 ダノンケンリュウ �5黒鹿57 松若 風馬�ダノックス 高柳 大輔 新ひだか チャンピオンズファーム 470＋ 41：54．42� 13．8�
33 ナイルデルタ 牡4鹿 57 北村 友一 �キャロットファーム 松下 武士 平取 坂東牧場 490＋ 21：54．71� 1．7�
11 ダイシンステルラ 牝4黒鹿55 川須 栄彦大八木信行氏 牧田 和弥 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 442± 01：54．8� 80．3�
811 テイエムヨハネス 牡4栗 57 酒井 学竹園 正繼氏 飯田 雄三 新冠 ハシモトフアーム 510± 01：54．9� 5．6	
44 � クリノオスマン �5栗 57

54 ▲亀田 温心栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 日西牧場 448－141：55．0� 83．1

66 イラプション �4鹿 57 川島 信二�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 平山牧場 534－ 61：56．06 4．3�
67 � エスプリゾーン 牡5栗 57

56 ☆森 裕太朗村上 稔氏 大橋 勇樹 日高 三城牧場 454＋ 41：56．1	 27．3�
78 カフジフェニックス 牡4芦 57

56 ☆坂井 瑠星加藤 守氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム B452－ 61：56．2	 48．5
55 � ヒ ス イ 牝5鹿 55 水口 優也清水 敏氏 加藤士津八 新冠 有限会社 大

作ステーブル B482－101：56．83� 300．5�
810� ディアアルム 牝4青鹿55 岩崎 翼三岡 陽氏 小桧山 悟 浦河 ディアレスト

クラブ 432± 01：57．01� 266．2�
（11頭）

売 得 金
単勝： 34，373，200円 複勝： 54，854，200円 枠連： 10，019，200円
馬連： 56，552，500円 馬単： 34，203，700円 ワイド： 37，837，200円
3連複： 75，943，000円 3連単： 148，695，000円 計： 452，478，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 210円 � 230円 � 110円 枠 連（2－7） 4，320円

馬 連 �� 4，650円 馬 単 �� 9，440円

ワ イ ド �� 1，130円 �� 380円 �� 380円

3 連 複 ��� 2，330円 3 連 単 ��� 23，260円

票 数

単勝票数 計 343732 的中 � 30106（4番人気）
複勝票数 計 548542 的中 � 33595（4番人気）� 29050（5番人気）� 315664（1番人気）
枠連票数 計 100192 的中 （2－7） 1794（11番人気）
馬連票数 計 565525 的中 �� 9417（12番人気）
馬単票数 計 342037 的中 �� 2715（24番人気）
ワイド票数 計 378372 的中 �� 7746（14番人気）�� 27005（4番人気）�� 26381（5番人気）
3連複票数 計 759430 的中 ��� 24411（8番人気）
3連単票数 計1486950 的中 ��� 4633（75番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．6―38．3―51．2―1：04．0―1：16．7―1：29．0―1：41．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キングフォルテ �
�
父 サムライハート �

�
母父 アルカセット デビュー 2017．9．30 阪神8着

2015．4．25生 牡4鹿 母 アンダルシア 母母 メイクアスメリー 17戦2勝 賞金 23，500，000円

07044 3月3日 曇 良 （31阪神1）第4日 第8競走 ��
��1，800�ア ル メ リ ア 賞

発走13時50分（番組第9競走を順序変更） （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 182，000円 52，000円 26，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：43．9

良
良

22 ランスオブプラーナ 牡3黒鹿56 松山 弘平五影 慶則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 462－ 61：47．5 3．6�
55 トーセンカンビーナ 牡3鹿 56 藤岡 佑介島川 �哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 454＋ 41：47．71� 3．7�
66 ジャストアジゴロ 牡3黒鹿56 岩田 康誠原 �子氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 456＋ 61：47．8� 10．1�
44 ジャミールフエルテ 牡3鹿 56 川田 将雅�KTレーシング 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 466＋ 81：48．11	 1．9�
11 イルヴェントドーロ 牝3鹿 54 A．シュタルケ 兼松 康太氏 池添 学 浦河 栄進牧場 426－ 81：48．42 16．2	

（独）

77 アドマイヤリーブラ 牡3栗 56 北村 友一近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 460－ 21：48．82� 53．8

33 ヴィジョニア 牝3栗 54 水口 優也田頭 勇貴氏 的場 均 新冠 芳住 鉄兵 404－101：50．7大差 251．5�

（7頭）

売 得 金
単勝： 53，140，600円 複勝： 40，814，400円 枠連： 発売なし
馬連： 71，369，000円 馬単： 49，638，500円 ワイド： 36，716，500円
3連複： 75，781，000円 3連単： 258，803，300円 計： 586，263，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 170円 � 190円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 1，010円

ワ イ ド �� 250円 �� 380円 �� 370円

3 連 複 ��� 870円 3 連 単 ��� 3，840円

票 数

単勝票数 計 531406 的中 � 117879（2番人気）
複勝票数 計 408144 的中 � 100026（2番人気）� 78846（3番人気）
馬連票数 計 713690 的中 �� 103815（3番人気）
馬単票数 計 496385 的中 �� 36756（5番人気）
ワイド票数 計 367165 的中 �� 41123（3番人気）�� 23485（7番人気）�� 24183（6番人気）
3連複票数 計 757810 的中 ��� 65029（4番人気）
3連単票数 計2588033 的中 ��� 48855（15番人気）

ハロンタイム 13．1―11．8―11．6―12．0―12．2―12．4―11．4―11．1―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．9―36．5―48．5―1：00．7―1：13．1―1：24．5―1：35．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ランスオブプラーナ �

父 ケープブランコ �


母父 マンハッタンカフェ デビュー 2018．12．2 中京2着

2016．3．31生 牡3黒鹿 母 マイプラーナ 母母 チェリーコウマン 5戦2勝 賞金 31，611，000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。



07045 3月3日 曇 稍重 （31阪神1）第4日 第9競走 ��
��1，400�サラブレッド系4歳以上

発走14時25分（番組第8競走を順序変更） （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
1：20．3

不良
不良

48 センショウユウト 牡4鹿 57 藤岡 佑介川勝 裕之氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 486－ 41：25．0 16．0�
714 メ ラ ナ イ ト �4青鹿57 北村 友一�ノースヒルズ 佐々木晶三 新ひだか 土居牧場 458－101：25．21	 4．5�
24 セカンドエフォート 牡6青鹿57 藤井勘一郎 �シルクレーシング 村山 明 安平 ノーザンファーム 514－ 6 〃 クビ 15．5�
59 
 カ ミ ノ コ 牡4青鹿57 小牧 太門野 重雄氏 森 秀行 米 Winches-

ter Farm 472± 01：25．3� 8．4�
713 クリスエステソーロ 牡4鹿 57 松山 弘平了德寺健二ホール

ディングス� 小崎 憲 新ひだか 大滝 康晴 508－ 61：25．4クビ 27．9	
35 ミッキーマインド 牡4鹿 57 四位 洋文野田みづき氏 音無 秀孝 浦河 三嶋牧場 B474－ 21：25．61	 4．4

36 ボ ナ パ ル ト 牡5鹿 57 A．シュタルケ 幅田 昌伸氏 庄野 靖志 浦河 有限会社

吉田ファーム B508－ 21：25．7� 8．7�
（独）

816 キングスクロス 牡4黒鹿57 和田 竜二落合 幸弘氏 大久保龍志 日高 下河辺牧場 466＋ 21：25．8� 10．5�
47 レッドヴェルサス 牡6鹿 57 松若 風馬 �東京ホースレーシング 橋口 慎介 千歳 社台ファーム B516－ 81：26．11� 42．6
815
 パンサーバローズ 牡5黒鹿57 浜中 俊猪熊 広次氏 角居 勝彦 米 WinStar

Farm, LLC 498－ 41：26．31 8．8�
11  ファストフラッシュ 牡4栗 57 国分 恭介間野 隆司氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 482－ 9 〃 クビ 52．0�
612 カタトゥンボ 牡4栗 57 川須 栄彦畑佐 博氏 牧田 和弥 新ひだか 神垣 道弘 486± 01：26．4� 71．6�
611 ピラミッドファラオ 牡4黒鹿57 高田 潤玉井 宏和氏 安達 昭夫 浦河 小倉牧場 496＋101：26．5� 220．8�
12 ビコーズオブユー �4栗 57 酒井 学前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 504＋ 61：27．24 118．7�
23 
 ジャスパーエイト 牡4栗 57 岩田 康誠加藤 和夫氏 森 秀行 米

Kirt Cahill, Sarah
Cahill & Shackle-
ford Syndicate

488＋ 21：27．94 7．5�
510 アイファータレント 牡5鹿 57 高倉 稜中島 稔氏 服部 利之 新ひだか 野表 篤夫 512－ 41：29．7大差 601．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，910，900円 複勝： 69，052，400円 枠連： 28，236，000円
馬連： 115，427，700円 馬単： 45，186，200円 ワイド： 77，052，100円
3連複： 165，301，200円 3連単： 187，077，600円 計： 733，244，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，600円 複 勝 � 510円 � 190円 � 470円 枠 連（4－7） 2，830円

馬 連 �� 3，980円 馬 単 �� 10，640円

ワ イ ド �� 1，520円 �� 4，130円 �� 1，460円

3 連 複 ��� 23，060円 3 連 単 ��� 119，180円

票 数

単勝票数 計 459109 的中 � 22821（9番人気）
複勝票数 計 690524 的中 � 30802（9番人気）� 121338（2番人気）� 34399（8番人気）
枠連票数 計 282360 的中 （4－7） 7713（13番人気）
馬連票数 計1154277 的中 �� 22438（17番人気）
馬単票数 計 451862 的中 �� 3184（49番人気）
ワイド票数 計 770521 的中 �� 13212（20番人気）�� 4700（48番人気）�� 13742（19番人気）
3連複票数 計1653012 的中 ��� 5376（89番人気）
3連単票数 計1870776 的中 ��� 1138（440番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．7―35．2―47．3―59．6―1：11．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

センショウユウト �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2017．10．15 京都10着

2015．5．12生 牡4鹿 母 ストームツイスター 母母 テンザンストーム 11戦2勝 賞金 15，650，000円
〔騎手変更〕 パンサーバローズ号の騎手北村宏司は，第2回中山競馬第3日第1競走での落馬負傷のため浜中俊に変更。
〔制裁〕 カミノコ号の騎手小牧太は，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：16番）
〔その他〕 ファストフラッシュ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイファータレント号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年4月3日まで平地競

走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 ファストフラッシュ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成31年4月3日まで出走できない。
※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。

07046 3月3日 小雨 良 （31阪神1）第4日 第10競走 ��
��1，600�

む こ が わ

武庫川ステークス
発走15時00分 （芝・右・外）
4歳以上，1，600万円以下，30．3．3以降31．2．24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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．9
1：30．7

良
良

710 コスモイグナーツ 牡4青鹿53 国分 恭介 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 浦河 高村牧場 460－ 21：33．3 16．0�
68 キ ロ ハ ナ 牡7鹿 56 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 472＋121：33．51� 3．6�
812 イストワールファム 牝5栗 53 坂井 瑠星 �シルクレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 460－ 81：33．6� 12．2�
22 ダノンアイリス 牝6青鹿53 松山 弘平�ダノックス 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 484－ 4 〃 アタマ 10．5�
67 ライラックカラー 牡4黒鹿56 川田 将雅山本 英俊氏 藤沢 和雄 新ひだか 千代田牧場 456＋ 41：33．92 3．3	
811 ラ セ ッ ト 牡4鹿 56 藤岡 佑介桂土地� 庄野 靖志 浦河 三好牧場 486－ 21：34．22 4．3

55 オブリゲーション 牡6鹿 54 和田 竜二�辻牧場 奥村 豊 浦河 辻 牧場 478＋ 21：34．41� 18．4�
44 	 エアシーラン 牡7黒鹿50 酒井 学村田 裕子氏 小崎 憲 平取 稲原牧場 494－ 61：34．5クビ 158．3�
79 インビジブルレイズ 牡5鹿 55 A．シュタルケ �シルクレーシング 吉村 圭司 浦河 アイオイファーム 470＋ 21：34．71� 9．1

（独）

33 ワンダーピルエット 牝6鹿 51 松若 風馬山本 能行氏 小崎 憲 新ひだか フクダファーム 484－ 61：34．8クビ 68．8�
56 マコトサダイジン 
8栗 53 四位 洋文�ディアマント 松田 国英 新冠 新冠橋本牧場 454＋ 21：35．01� 65．0�
11 コウエイワンマン 牡8黒鹿51 高倉 稜釘田 義広氏 川村 禎彦 新ひだか 田上 稔 554± 0 〃 クビ 224．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 56，106，000円 複勝： 80，866，100円 枠連： 31，574，700円
馬連： 145，800，500円 馬単： 64，842，800円 ワイド： 80，024，000円
3連複： 199，888，700円 3連単： 288，711，000円 計： 947，813，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，600円 複 勝 � 490円 � 160円 � 300円 枠 連（6－7） 570円

馬 連 �� 4，210円 馬 単 �� 8，720円

ワ イ ド �� 1，290円 �� 3，240円 �� 740円

3 連 複 ��� 12，650円 3 連 単 ��� 101，510円

票 数

単勝票数 計 561060 的中 � 28038（7番人気）
複勝票数 計 808661 的中 � 34583（8番人気）� 170923（2番人気）� 64199（6番人気）
枠連票数 計 315747 的中 （6－7） 42228（2番人気）
馬連票数 計1458005 的中 �� 26812（16番人気）
馬単票数 計 648428 的中 �� 5573（32番人気）
ワイド票数 計 800240 的中 �� 15911（16番人気）�� 6106（28番人気）�� 28906（9番人気）
3連複票数 計1998887 的中 ��� 11843（40番人気）
3連単票数 計2887110 的中 ��� 2062（269番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．7―35．4―47．2―58．6―1：09．6―1：20．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コスモイグナーツ �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2017．6．11 東京6着

2015．2．24生 牡4青鹿 母 ナ パ 母母 ラヴァーズチェイス 14戦3勝 賞金 41，220，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔騎手変更〕 イストワールファム号の騎手北村宏司は，第2回中山競馬第3日第1競走での落馬負傷のため坂井瑠星に変更。
※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。

１レース目



07047 3月3日 小雨 良 （31阪神1）第4日 第11競走 ��
��1，800�

おおさかじょう

大阪城ステークス（Ｌ）
発走15時35分 （芝・右・外）
4歳以上，30．3．3以降31．2．24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 26，000，000円 10，000，000円 6，500，000円 3，900，000円 2，600，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：43．9

良
良

23 スピリッツミノル 牡7栗 54 酒井 学吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 508± 01：46．1 109．8�
34 トリコロールブルー 牡5青鹿56 岩田 康誠 �シルクレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 502＋ 41：46．2� 3．5�
815 クリノヤマトノオー 牡5鹿 55 和田 竜二栗本 守氏 高橋 義忠 新ひだか 西村 和夫 478＋ 61：46．3クビ 5．5�
814 レッドローゼス 牡5鹿 54 川田 将雅 �東京ホースレーシング 国枝 栄 平取 坂東牧場 486－ 41：46．4� 4．7�
46 ナイトオブナイツ 牡6栗 56 古川 吉洋市川義美ホール

ディングス� 池添 兼雄 千歳 社台ファーム 460± 01：46．61	 12．0	
610 ボールライトニング 牡6栗 55 松山 弘平 �グリーンファーム宮本 博 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 526－ 6 〃 アタマ 15．7

35 アメリカズカップ 牡5黒鹿56 藤井勘一郎谷掛 龍夫氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 454＋ 2 〃 クビ 22．6�
713 ランガディア 牡5黒鹿54 浜中 俊吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 470－101：46．7� 7．3�
611
 ショウナンバッハ 牡8鹿 54 �島 克駿国本 哲秀氏 上原 博之 日高 ヤナガワ牧場 B452－ 6 〃 ハナ 20．4
58 ジョルジュサンク 牡6栗 53 川須 栄彦 �CHEVAL AT-

TACHE �島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 534－ 21：46．9� 145．2�
712 ア イ ト ー ン 牡4鹿 55 国分 恭介深見 富朗氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 484± 01：47．32� 20．0�
59 ケイティクレバー 牡4鹿 54 松若 風馬瀧本 和義氏 杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 456－ 4 〃 クビ 19．2�
22 サイモンラムセス 牡9鹿 53 小牧 太澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 B468＋ 41：47．61� 30．6�
11 カ デ ナ 牡5鹿 56 藤岡 佑介前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか グランド牧場 488＋ 81：47．7� 21．5�
47 マイネルアウラート 牡8黒鹿55 北村 友一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 468＋ 41：49．6大差 167．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 107，871，800円 複勝： 151，791，000円 枠連： 83，916，600円
馬連： 397，245，000円 馬単： 141，017，800円 ワイド： 208，329，100円
3連複： 690，838，400円 3連単： 884，267，500円 計： 2，665，277，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 10，980円 複 勝 � 2，030円 � 160円 � 200円 枠 連（2－3） 3，480円

馬 連 �� 32，940円 馬 単 �� 90，620円

ワ イ ド �� 7，880円 �� 11，030円 �� 470円

3 連 複 ��� 57，230円 3 連 単 ��� 589，240円

票 数

単勝票数 計1078718 的中 � 7857（13番人気）
複勝票数 計1517910 的中 � 13523（13番人気）� 309653（1番人気）� 203874（3番人気）
枠連票数 計 839166 的中 （2－3） 18642（15番人気）
馬連票数 計3972450 的中 �� 9345（67番人気）
馬単票数 計1410178 的中 �� 1167（142番人気）
ワイド票数 計2083291 的中 �� 6439（67番人気）�� 4586（69番人気）�� 126451（2番人気）
3連複票数 計6908384 的中 ��� 9052（157番人気）
3連単票数 計8842675 的中 ��� 1088（1177番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．7―11．9―11．8―11．5―11．5―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．7―35．4―47．3―59．1―1：10．6―1：22．1―1：33．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．5
3 2（7，8）（1，3，9）14（4，5）12（6，13）－15，10，11 4 2－（7，8）（1，9）3，14（4，5，12）（6，13）（15，10）－11
市場取引馬

勝馬の
紹 介

スピリッツミノル �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2014．7．27 札幌7着

2012．3．7生 牡7栗 母 バアゼルクローバー 母母 ストームザミント 35戦6勝 賞金 116，533，000円
〔騎手変更〕 ランガディア号の騎手北村宏司は，第2回中山競馬第3日第1競走での落馬負傷のため浜中俊に変更。

07048 3月3日 小雨 稍重 （31阪神1）第4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 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
1：48．5
1：47．8

重
重

46 テーオーフォース 牡4黒鹿57 浜中 俊小笹 公也氏 岡田 稲男 日高 ヤナガワ牧場 478－ 61：52．2 13．3�
711 ナムラヘラクレス 牡5鹿 57 松山 弘平奈村 信重氏 村山 明 新ひだか 八田ファーム 484＋ 2 〃 クビ 14．5�
814 タガノアンピール 牡5黒鹿57 川須 栄彦八木 良司氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 552＋ 21：52．62� 16．2�
58 レ ン ト ラ ー 	7黒鹿57 川田 将雅 �キャロットファーム 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 458－ 41：52．81
 5．0�
34 スーパーライナー 牡6鹿 57 松若 風馬谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 498－ 21：52．9� 4．2�
33 � フ ラ テ ッ リ 牡4栗 56 藤岡 佑介吉田 和美氏 池添 学 豪

China Horse Club Racing Pty
Ltd,Grimley Bba Pty
Ltd,Worldwide Bloodstock

538－ 8 〃 ハナ 3．4	
69 ド ゥ リ ト ル 牡4黒鹿57 藤井勘一郎大林 一彦氏 村山 明 洞�湖 レイクヴィラファーム 504＋ 21：53．0� 32．1

712 ランドハイパワー 牡6鹿 57 国分 恭介木村 昌三氏 安達 昭夫 浦河 高昭牧場 502± 01：53．1� 136．7�
57  スズカマサル 牡6鹿 57 A．シュタルケ 永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 446－ 41：53．41� 70．0�

（独）

610 サウスザスナイパー 牡5黒鹿57 酒井 学後藤 貞夫氏 加用 正 日高 木村牧場 526－14 〃 クビ 8．9
11 アルムフォルツァ 牡4黒鹿57 北村 友一﨑川美枝子氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 464＋12 〃 アタマ 9．6�
45 ダノンロッソ 牡5青鹿57 岩田 康誠�ダノックス 松田 国英 安平 ノーザンファーム 454± 01：53．61
 30．0�
22 ハ シ カ ミ 牡6青鹿57 川島 信二中村 勝彦氏 小桧山 悟 青森 扶桑牧場 474－10 〃 アタマ 91．3�
813 テイエムテツジン 牡7栗 57

56 ☆富田 暁竹園 正繼氏 飯田 雄三 浦河 バンブー牧場 462＋ 81：56．6大差 104．8�
（14頭）

売 得 金
単勝： 75，741，400円 複勝： 88，739，200円 枠連： 42，666，000円
馬連： 170，077，900円 馬単： 66，445，000円 ワイド： 102，993，600円
3連複： 257，521，100円 3連単： 324，744，400円 計： 1，128，928，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，330円 複 勝 � 370円 � 380円 � 450円 枠 連（4－7） 4，880円

馬 連 �� 7，540円 馬 単 �� 14，410円

ワ イ ド �� 2，140円 �� 2，680円 �� 1，990円

3 連 複 ��� 33，140円 3 連 単 ��� 200，880円

票 数

単勝票数 計 757414 的中 � 45440（6番人気）
複勝票数 計 887392 的中 � 64151（5番人気）� 61417（6番人気）� 49989（8番人気）
枠連票数 計 426660 的中 （4－7） 6764（19番人気）
馬連票数 計1700779 的中 �� 17476（29番人気）
馬単票数 計 664450 的中 �� 3458（54番人気）
ワイド票数 計1029936 的中 �� 12432（26番人気）�� 9863（31番人気）�� 13400（23番人気）
3連複票数 計2575211 的中 ��� 5827（99番人気）
3連単票数 計3247444 的中 ��� 1172（590番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―12．9―12．6―12．4―12．5―12．3―12．2―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―36．9―49．5―1：01．9―1：14．4―1：26．7―1：38．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．3―3F37．8
1
3

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

勝馬の
紹 介

テーオーフォース �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2017．10．8 京都6着

2015．3．27生 牡4黒鹿 母 キャンディーストア 母母 フサイチハッスル 11戦3勝 賞金 30，548，000円
〔騎手変更〕 テイエムテツジン号の騎手北村宏司は，第2回中山競馬第3日第1競走での落馬負傷のため富田暁に変更。
※テーオーフォース号は，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，主として騎乗中の国名を表示している。

４レース目



（31阪神1）第4日 3月3日（日曜日） 曇後雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 168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

216，600，000円
2，590，000円
20，060，000円
1，140，000円
23，350，000円
67，714，250円
5，182，800円
1，612，800円

勝馬投票券売得金
553，935，400円
792，377，600円
277，778，900円
1，286，471，600円
568，803，600円
789，287，000円
1，968，006，100円
2，720，718，900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 8，957，379，100円

総入場人員 12，097名 （有料入場人員 11，163名）
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