
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性
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07073 3月16日 曇 稍重 （31阪神1）第7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）

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

79 レディマドンナ 牝3栗 54 武 豊�グランド牧場 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 454 ―1：54．9 5．6�
67 スティングレイ 牡3鹿 56 川田 将雅安原 浩司氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 512－ 2 〃 クビ 2．1�
55 ヒリュウコウスイ 牡3栗 56 幸 英明西本 資史氏 西橋 豊治 新冠 赤石 久夫 502－ 21：56．07 7．7�
11 キービジュアル 牡3鹿 56 A．シュタルケ �シルクレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 522＋141：56．74 5．8�

（独）

811 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± 01：57．44 10．6�
44 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± 01：57．82� 6．6	
33 ユーバーファル 牡3芦 56 田中 学畑佐 博氏 石橋 守 浦河 中神牧場 508－ 21：58．12 111．9


（兵庫）

810 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 438＋ 41：58．31 55．5�
66 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 B482± 01：58．83 42．2�
78 ユウチャージ 牝3栗 54

51 ▲団野 大成アイテツ 森 秀行 浦河 まるとみ冨岡牧場 494± 01：59．22� 240．6�
（10頭）

22 ヒュミドール 牡3鹿 56 岩崎 翼�サンライズ 武 幸四郎 浦河 宮内牧場 478－12 （競走除外）

売 得 金
単勝： 20，183，000円 複勝： 36，049，200円 枠連： 6，319，600円
馬連： 34，171，900円 馬単： 19，269，800円 ワイド： 25，453，300円
3連複： 48，376，800円 3連単： 69，129，700円 計： 258，953，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 170円 � 110円 � 170円 枠 連（6－7） 610円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 1，420円

ワ イ ド �� 280円 �� 770円 �� 270円

3 連 複 ��� 1，270円 3 連 単 ��� 6，620円

票 数

単勝票数 差引計 201830（返還計 6293） 的中 � 28508（2番人気）
複勝票数 差引計 360492（返還計 11951） 的中 � 39290（4番人気）� 147686（1番人気）� 37963（5番人気）
枠連票数 差引計 63196（返還計 4938） 的中 （6－7） 7950（2番人気）
馬連票数 差引計 341719（返還計 28904） 的中 �� 40495（2番人気）
馬単票数 差引計 192698（返還計 15864） 的中 �� 10173（5番人気）
ワイド票数 差引計 254533（返還計 25581） 的中 �� 24195（4番人気）�� 7246（13番人気）�� 26180（3番人気）
3連複票数 差引計 483768（返還計 75154） 的中 ��� 28440（5番人気）
3連単票数 差引計 691297（返還計 97559） 的中 ��� 7566（24番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．4―38．3―51．8―1：05．1―1：18．1―1：30．6―1：42．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．8―3F36．8
1
3
8，7（1，11）6（4，9）（5，10）3・（8，7，11）（1，9）（4，6，5）10，3

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

勝馬の
紹 介

レディマドンナ �
�
父 Distorted Humor �

�
母父 Tale of the Cat 初出走

2016．3．7生 牝3栗 母 ドリームライター 母母 Rebridled Dreams 1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。
〔競走除外〕 ヒュミドール号は，馬場入場後に放馬。疲労が著しいため競走除外。発走時刻7分遅延。
〔3走成績による出走制限〕 ユウチャージ号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年5月16日まで平地競走に出走できな

い。
※レディマドンナ号は，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または施行団体名を表示している。

07074 3月16日 曇 稍重 （31阪神1）第7日 第2競走 ��1，400�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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

612 タ ゴ ム 牡3黒鹿56 藤懸 貴志杉澤 光雄氏 武 英智 新冠 小泉牧場 480－241：26．6 28．5�
59 ハイロードシチー 牡3黒鹿56 秋山真一郎 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 新ひだか 千代田牧場 484－ 6 〃 クビ 29．0�
11 マサノバルサー 牝3黒鹿54 川島 信二猪野毛雅人氏 加用 正 新ひだか 猪野毛牧場 460＋ 21：26．7クビ 13．6�
714 スキンズマッチ 牡3鹿 56 松山 弘平岡 浩二氏 大根田裕之 新冠 スカイビーチステーブル 446＋ 61：26．8� 4．1�
713 ブルベアブロンゾ 牡3栗 56 �島 克駿 �ブルアンドベア 川村 禎彦 日高 三輪 幸子 B554－ 61：27．01� 98．8�
815 ライクトゥシャイン 牡3栗 56 藤岡 佑介 �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 458＋ 61：27．31� 5．3	
23 アーチンガイ 牡3鹿 56 藤井勘一郎泉 俊二氏 伊藤 圭三 厚真 大川牧場 B472－ 81：27．62 155．8

47 グランデラムジー 牡3黒鹿56 松若 風馬 �グランデオーナーズ 杉山 晴紀 浦河 宮内牧場 482－ 41：27．92 3．0�
611 ケントホープ 牡3鹿 56 幸 英明田畑 富子氏 西橋 豊治 新ひだか 山野牧場 474－ 2 〃 ハナ 20．4�
510 グラスプレジャー 牡3鹿 56 酒井 学半沢 杉浦 宏昭 日高 メイプルファーム 448－ 9 〃 アタマ 49．3�
12 マルカノーベル 	3黒鹿56 和田 竜二日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 488－ 21：28．32 5．2�
36 ゾ ロ 牡3栗 56 高倉 稜北山 敏�氏 坂口 智康 浦河 ヒダカフアーム 468－221：28．93� 23．0�
48 カズマッケンリー 牡3青鹿56 田中 学合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 396－ 61：29．0� 53．2�

（兵庫）

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 454＋ 41：29．1� 244．9�
35 デルマロンシャン 牡3栗 56

53 ▲三津谷隼人浅沼 廣幸氏 田所 秀孝 千歳 社台ファーム 442＋ 21：29．52� 276．3�
816 ワンダーエマ 牝3黒鹿54 城戸 義政山本 能成氏 奥村 豊 浦河 秋場牧場 468－ 21：29．92� 129．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，600，100円 複勝： 38，894，900円 枠連： 12，522，500円
馬連： 46，944，100円 馬単： 23，004，500円 ワイド： 33，890，100円
3連複： 71，448，800円 3連単： 82，707，600円 計： 335，012，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，850円 複 勝 � 660円 � 1，070円 � 410円 枠 連（5－6） 8，000円

馬 連 �� 17，990円 馬 単 �� 30，000円

ワ イ ド �� 5，580円 �� 4，410円 �� 8，250円

3 連 複 ��� 175，690円 3 連 単 ��� 1，462，510円

票 数

単勝票数 計 256001 的中 � 7182（8番人気）
複勝票数 計 388949 的中 � 15377（8番人気）� 9027（9番人気）� 26781（5番人気）
枠連票数 計 125225 的中 （5－6） 1213（21番人気）
馬連票数 計 469441 的中 �� 2022（38番人気）
馬単票数 計 230045 的中 �� 575（73番人気）
ワイド票数 計 338901 的中 �� 1569（43番人気）�� 1991（37番人気）�� 1056（53番人気）
3連複票数 計 714488 的中 ��� 305（223番人気）
3連単票数 計 827076 的中 ��� 41（1456番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．5―35．8―48．4―1：00．9―1：13．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．8―3F38．2
3 2，3（8，9）（13，14，15）（7，16）11（4，12）10，1（6，5） 4 ・（2，3，9）（14，15）13，8（16，12）（7，11）10（4，1）－（6，5）

勝馬の
紹 介

タ ゴ ム �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2018．9．1 小倉13着

2016．3．1生 牡3黒鹿 母 コウエイテンプウ 母母 リ ベ ラ ノ 8戦1勝 賞金 6，250，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時35分に変更。
※アーチンガイ号・ブルベアブロンゾ号は，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16日 曇 稍重 （31阪神1）第7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）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

713 キャノンバローズ 牡3鹿 56 松山 弘平猪熊 広次氏 斉藤 崇史 新ひだか 上村 清志 452 ―1：56．6 6．1�
23 チャチャチャ 牝3栗 54 和田 竜二ゴドルフィン 松田 国英 愛 Godolphin 442 ― 〃 クビ 8．0�
48 ワンダータジャム 牡3黒鹿56 小牧 太山本 能成氏 笹田 和秀 浦河 藤春 修二 470 ―1：57．02� 17．6�
36 デライーガー 牡3鹿 56

55 ☆加藤 祥太橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 482 ―1：57．42� 8．8�
59 バンプファイア 牡3青鹿56 田中 学村上 憲政氏 高柳 大輔 安平 �橋本牧場 496 ―1：58．35 12．1�

（兵庫）

47 ディーズハイエンド 牝3栗 54 幸 英明秋谷 壽之氏 岡田 稲男 日高 日高大洋牧場 450 ―1：58．4	 25．3�
816 トーホウロドリゲス 牡3鹿 56

55 ☆富田 暁東豊物産	 石坂 正 新ひだか 静内フジカワ牧場 498 ―1：58．72 59．5

714 パーソナルビリーフ 牝3栗 54 藤岡 佑介吉田 照哉氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 470 ―1：58．8� 6．1�
510 パーフェクトレース 牝3芦 54 A．シュタルケ 松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 日高 ヤナガワ牧場 452 ―1：59．01
 15．5�

（独）

815 キャスノワゼット 牝3黒鹿54 �島 克駿	G1レーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 454 ―1：59．21
 4．8
12 ヒ ャ ク ダ ン 牡3鹿 56 中井 裕二幅田 京子氏 奥村 豊 日高 坪田 信作 490 ―2：00．05 60．0�
35 ソ フ ィ ア 牝3栗 54 藤井勘一郎大森 悌次氏 高橋 康之 浦河 ヒダカフアーム 482 ― 〃 ハナ 24．6�
612 メルヘンステージ 牝3栗 54 城戸 義政�下河辺牧場 奥村 豊 日高 下河辺牧場 488 ―2：00．31� 13．0�
11 ディープエターナル 牡3鹿 56 酒井 学深見 敏男氏 本田 優 日高 浦新 徳司 490 ―2：00．93� 32．5�
611 メイショウランラン 牝3栗 54 秋山真一郎松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 本巣 敦 414 ―2：01．75 27．4�
24 サンマンハッタン 牡3鹿 56 川島 信二加藤 信之氏 谷 潔 浦河 栄進牧場 502 ―2：02．76 44．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，201，200円 複勝： 30，603，800円 枠連： 13，380，900円
馬連： 38，573，100円 馬単： 16，793，400円 ワイド： 29，694，400円
3連複： 64，485，700円 3連単： 63，559，600円 計： 277，292，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 230円 � 290円 � 490円 枠 連（2－7） 1，530円

馬 連 �� 3，550円 馬 単 �� 6，840円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 870円 �� 2，400円

3 連 複 ��� 12，520円 3 連 単 ��� 67，660円

票 数

単勝票数 計 202012 的中 � 26087（3番人気）
複勝票数 計 306038 的中 � 38666（3番人気）� 28221（5番人気）� 14545（9番人気）
枠連票数 計 133809 的中 （2－7） 6745（6番人気）
馬連票数 計 385731 的中 �� 8405（11番人気）
馬単票数 計 167934 的中 �� 1839（21番人気）
ワイド票数 計 296944 的中 �� 7273（7番人気）�� 9002（4番人気）�� 3084（29番人気）
3連複票数 計 644857 的中 ��� 3861（28番人気）
3連単票数 計 635596 的中 ��� 681（158番人気）

ハロンタイム 13．1―11．6―14．2―13．2―12．2―13．1―13．0―13．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．7―38．9―52．1―1：04．3―1：17．4―1：30．4―1：43．6

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

キャノンバローズ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 ディープインパクト 初出走

2016．5．2生 牡3鹿 母 ベ ラ ル ー ナ 母母 エンジェルインザモーニング 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンマンハッタン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年4月16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 カグラヒメ号・ダミアンバローズ号・ダンツベスト号・ピクシーメイデン号・レディマドンナ号
※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。

07076 3月16日 曇 稍重 （31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30分 （芝・右・外）

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
1：44．5
1：43．9

良
良

59 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 446＋ 21：49．6 1．9�

24 モ イ 牝3黒鹿54 四位 洋文 Him Rock Racing
ホールディングス� 寺島 良 日高 タバタファーム 378－ 41：49．92 23．0�

23 ス ト ラ ー ル 牝3鹿 54 和田 竜二水上 行雄氏 石坂 公一 浦河 笠松牧場 446－ 81：50．1� 14．3�
35 ビスタストリカ 牝3鹿 54 A．シュタルケ �キャロットファーム 斉藤 崇史 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456－ 81：50．42 11．9�
（独）

48 ウォーターブレイク 牝3黒鹿54 岡田 祥嗣山岡 正人氏 河内 洋 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 454－ 21：50．5� 4．7	

815 オレンジオレンジ 牝3鹿 54 藤懸 貴志飯田 良枝氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 436＋ 41：50．6クビ 13．4

714 メイショウサガノ 牝3鹿 54 太宰 啓介松本 好雄氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三木田 明仁 508 ―1：50．81� 77．6�
36 ヘルムヴィーゲ 牝3栗 54 松若 風馬ディアレストクラブ� 高橋 義忠 浦河 小島牧場 452－ 81：51．01� 36．8�
11 ナガラスワロー 牝3栗 54 秋山真一郎長良レーシングクラブ 大根田裕之 浦河 グラストレーニ

ングセンター 404± 01：51．2� 53．6
713 レッドジェニファー 牝3栗 54 酒井 学 �東京ホースレーシング 大久保龍志 千歳 社台ファーム 432＋ 21：51．73 14．1�
510 ジュンヴァルボンヌ 牝3鹿 54 �島 克駿河合 裕明氏 安田 翔伍 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 412－101：51．8� 142．4�
47 フ ュ ラ ー 牝3鹿 54 藤井勘一郎宮田美恵子氏 浜田多実雄 日高 白井牧場 434－ 41：51．9� 105．4�
612 マ ル キ ー ズ 牝3栃栗54 松山 弘平 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 452 ―1：52．11 10．4�
12 シゲルトラメイシ 牝3鹿 54 田中 学森中 蕃氏 千田 輝彦 新冠 ラツキー牧場 436－ 21：52．73� 251．4�

（兵庫）

611 サンマルエトワール 牝3黒鹿54 竹之下智昭相馬 勇氏 千田 輝彦 日高 田端牧場 444 ―1：53．33� 245．6�
816 フ ジ ミ 牝3鹿 54 幸 英明杉澤 光雄氏 本田 優 日高 天羽 禮治 470－ 21：53．83 98．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，929，300円 複勝： 39，454，500円 枠連： 10，579，900円
馬連： 44，723，900円 馬単： 23，563，000円 ワイド： 33，695，500円
3連複： 62，483，600円 3連単： 81，335，700円 計： 320，765，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 390円 � 280円 枠 連（2－5） 690円

馬 連 �� 1，880円 馬 単 �� 2，660円

ワ イ ド �� 680円 �� 450円 �� 1，830円

3 連 複 ��� 4，300円 3 連 単 ��� 16，130円

票 数

単勝票数 計 249293 的中 � 101006（1番人気）
複勝票数 計 394545 的中 � 138757（1番人気）� 18048（8番人気）� 27860（4番人気）
枠連票数 計 105799 的中 （2－5） 11746（2番人気）
馬連票数 計 447239 的中 �� 18422（7番人気）
馬単票数 計 235630 的中 �� 6620（8番人気）
ワイド票数 計 336955 的中 �� 12782（7番人気）�� 20460（2番人気）�� 4396（19番人気）
3連複票数 計 624836 的中 ��� 10882（14番人気）
3連単票数 計 813357 的中 ��� 3655（50番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―12．0―12．5―12．4―12．2―12．2―11．6―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―35．9―48．4―1：00．8―1：13．0―1：25．2―1：36．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラ シ ェ ー ラ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．11．11 京都5着

2016．3．10生 牝3鹿 母 レンヌルシャトー 母母 レ ン Ⅱ 6戦1勝 賞金 10，450，000円
〔制裁〕 ビスタストリカ号の騎手A．シュタルケは，最後の直線コースで外側に斜行したことについて平成31年3月23日から平成31年

3月31日まで騎乗停止。（被害馬：6番・10番・13番・12番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フジミ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年4月16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 フェータルイヴ号
※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。



07077 3月16日 曇 稍重 （31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20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

57 トーセンスカイ 牡3黒鹿56 武 豊島川 �哉氏 藤原 英昭 洞�湖 レイクヴィラファーム 494－ 82：03．3 1．3�
68 メイショウオウギ 牝3芦 54 秋山真一郎松本 好雄氏 石橋 守 浦河 日の出牧場 426± 0 〃 クビ 8．1�
812 ショウナンパルコ 牝3栗 54 城戸 義政国本 哲秀氏 梅田 智之 新ひだか 西村 和夫 442－ 42：03．93� 183．5�
44 ヒルノバーゼル 牡3鹿 56 幸 英明�ヒルノ 西村 真幸 浦河 辻 牧場 B474－ 8 〃 アタマ 57．5�
813 モアナアネラ 牝3黒鹿54 和田 竜二 	サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 418－ 82：04．0� 10．1

711 フェータルイヴ 牝3黒鹿54 川島 信二兼松 忠男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 408＋ 62：04．21	 24．2�
33 グランジェット 牡3鹿 56 藤岡 佑介間宮 秀直氏 佐々木晶三 新ひだか 猪野毛牧場 464－ 4 〃 クビ 34．9�
69 ビップモーリー 牡3黒鹿56 A．シュタルケ 鈴木 邦英氏 清水 久詞 平取 坂東牧場 454－ 22：04．52 35．0

（独）

11 クリーンガーベラ 牝3黒鹿 54
53 ☆加藤 祥太石橋 和夫氏 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 448－ 82：04．71 179．6�

22 
 マレキアーレ 牝3鹿 54 川田 将雅吉田 和美氏 池添 学 米 Dixiana
Farms LLC 482＋102：04．91	 7．9�

56 ヒマリチャン 牝3栗 54 藤井勘一郎北側 雅勝氏 村山 明 新ひだか 三石橋本牧場 464－ 72：05．21� 160．9�
710 サニーサインズ 牝3栗 54 酒井 学 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松下 武士 新ひだか 畠山牧場 380－ 42：05．83� 197．1�
45 スペシャルトリップ 牡3黒鹿56 �島 克駿宮川 純造氏 高橋 義忠 浦河 富田牧場 B550＋ 22：08．5大差 173．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 31，668，700円 複勝： 111，499，700円 枠連： 10，276，100円
馬連： 42，304，500円 馬単： 30，446，800円 ワイド： 32，519，700円
3連複： 59，882，800円 3連単： 117，425，900円 計： 436，024，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 200円 � 1，810円 枠 連（5－6） 430円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 630円

ワ イ ド �� 310円 �� 2，850円 �� 6，250円

3 連 複 ��� 10，940円 3 連 単 ��� 24，040円

票 数

単勝票数 計 316687 的中 � 192157（1番人気）
複勝票数 計1114997 的中 � 876527（1番人気）� 42690（4番人気）� 2960（10番人気）
枠連票数 計 102761 的中 （5－6） 18138（3番人気）
馬連票数 計 423045 的中 �� 67642（3番人気）
馬単票数 計 304468 的中 �� 35885（3番人気）
ワイド票数 計 325197 的中 �� 31987（3番人気）�� 2689（23番人気）�� 1209（34番人気）
3連複票数 計 598828 的中 ��� 4105（23番人気）
3連単票数 計1174259 的中 ��� 3541（65番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．3―36．9―49．4―1：01．6―1：13．9―1：26．1―1：38．0―1：50．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トーセンスカイ �
�
父 トーセンラー �

�
母父 Belong to Me デビュー 2019．1．13 京都2着

2016．2．1生 牡3黒鹿 母 シアトルサンセット 母母 Weekend in Seattle 2戦1勝 賞金 7，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スペシャルトリップ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年4月16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〕 ヒマリチャン号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年5月16日まで平地競走に出走できな

い。
※フェータルイヴ号は，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。

07078 3月16日 曇 稍重 （31阪神1）第7日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走12時55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

77 セプタリアン 牡3鹿 56 A．シュタルケ 吉田 勝己氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 498＋ 21：10．4 2．7�
（独）

33 タガノカルラ 牡3鹿 56 太宰 啓介八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 436± 01：10．61� 4．2�

88 メイショウオニテ 牡3青鹿56 武 豊松本 好雄氏 石橋 守 浦河 まるとみ冨岡牧場 456± 0 〃 ハナ 3．1�
66 � ショウナンアリアナ 牝3鹿 54 藤岡 佑介国本 哲秀氏 高野 友和 英 Guy Pari-

ente Holding 410－101：10．7	 21．6�
22 
 テ ツ 牡3鹿 56 田中 学共田 義夫氏 橋本 忠明 厚真 大川牧場 466＋ 71：10．8	 56．3�

（兵庫） （兵庫）

89 ブルベアオーロ 牡3黒鹿56 �島 克駿 �ブルアンドベア 川村 禎彦 新ひだか 小野 秀治 454＋ 81：11．11� 6．1	
11 ダンツブライト 牝3栗 54 幸 英明山元 哲二氏 谷 潔 熊本 ストームファーム

コーポレーション 462－ 1 〃 クビ 26．7

44 ロードワンダー 3青鹿56 中井 裕二 �ロードホースクラブ 庄野 靖志 浦河 高昭牧場 422＋ 41：11．73	 16．2�
55 エコロシンフォニー 牝3青鹿54 松山 弘平原村 正紀氏 根本 康広 新ひだか 静内フジカワ牧場 418－ 61：13．6大差 127．8�

（9頭）

売 得 金
単勝： 28，039，100円 複勝： 28，171，300円 枠連： 10，352，500円
馬連： 45，839，900円 馬単： 26，946，300円 ワイド： 27，384，900円
3連複： 61，013，500円 3連単： 112，374，600円 計： 340，122，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 120円 � 130円 � 120円 枠 連（3－7） 680円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，350円

ワ イ ド �� 290円 �� 210円 �� 300円

3 連 複 ��� 600円 3 連 単 ��� 4，030円

票 数

単勝票数 計 280391 的中 � 81401（1番人気）
複勝票数 計 281713 的中 � 64533（1番人気）� 51637（3番人気）� 60631（2番人気）
枠連票数 計 103525 的中 （3－7） 11746（3番人気）
馬連票数 計 458399 的中 �� 52665（3番人気）
馬単票数 計 269463 的中 �� 14962（4番人気）
ワイド票数 計 273849 的中 �� 22358（5番人気）�� 37377（1番人気）�� 21573（6番人気）
3連複票数 計 610135 的中 ��� 76074（2番人気）
3連単票数 計1123746 的中 ��� 20212（10番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―11．8―11．2―11．3―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―24．0―35．8―47．0―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セプタリアン 
�
父 キングヘイロー 

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2018．6．23 阪神2着

2016．2．6生 牡3鹿 母 リビングプルーフ 母母 プルーフオブラヴ 5戦2勝 賞金 16，000，000円
〔発走状況〕 ロードワンダー号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ロードワンダー号は，平成31年3月17日から平成31年4月7日まで出走停止。停止期間の満了後に

発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エコロシンフォニー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年4月16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または施行団体名を表示している。



07079 3月16日 曇 稍重 （31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25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

66 ワタシノロザリオ 牝5青鹿55 幸 英明 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 湯窪 幸雄 新ひだか 高橋フアーム 450＋ 61：53．0 2．9�

77 シンコーメグチャン 牝4鹿 55 和田 竜二豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 480－ 21：53．1� 3．0�
11 タガノエルフ 牝4黒鹿55 中井 裕二八木 良司氏 安田 隆行 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 478＋ 41：53．95 9．1�
89 メイショウハニー 牝4黒鹿55 秋山真一郎松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 まるとみ冨岡牧場 418－ 61：54．64 13．4�
44 ショウナンマシェリ 牝6鹿 55 城戸 義政�湘南 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 474＋ 41：55．34 10．5	
33 � マーブルフレンテ 牝6鹿 55 松山 弘平下村 直氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 516＋ 61：55．4� 24．6

88 トラストマヴィア 牝6黒鹿55 藤懸 貴志菅波 雅巳氏 羽月 友彦 新冠 松浦牧場 490＋ 61：55．93 18．4�
22 クリノアスコット 牝4黒鹿 55

54 ☆富田 暁栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 日高 宝寄山 忠則 B434＋101：56．64 5．1�
55 � ハッピーオーキッド 牝4鹿 55 	島 克駿馬場 幸夫氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 478－ 21：57．55 52．4

（9頭）

売 得 金
単勝： 21，698，800円 複勝： 26，315，800円 枠連： 7，750，700円
馬連： 42，332，000円 馬単： 20，996，600円 ワイド： 27，033，000円
3連複： 56，236，100円 3連単： 92，326，400円 計： 294，689，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 120円 � 120円 � 180円 枠 連（6－7） 410円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 780円

ワ イ ド �� 180円 �� 450円 �� 410円

3 連 複 ��� 810円 3 連 単 ��� 3，340円

票 数

単勝票数 計 216988 的中 � 58020（1番人気）
複勝票数 計 263158 的中 � 60906（2番人気）� 65442（1番人気）� 28166（4番人気）
枠連票数 計 77507 的中 （6－7） 14531（1番人気）
馬連票数 計 423320 的中 �� 83724（1番人気）
馬単票数 計 209966 的中 �� 20010（2番人気）
ワイド票数 計 270330 的中 �� 45214（1番人気）�� 13461（6番人気）�� 15171（4番人気）
3連複票数 計 562361 的中 ��� 51666（2番人気）
3連単票数 計 923264 的中 ��� 19999（4番人気）

ハロンタイム 13．0―11．2―12．7―12．4―12．3―12．6―12．5―12．7―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．2―36．9―49．3―1：01．6―1：14．2―1：26．7―1：39．4

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

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

勝馬の
紹 介

ワタシノロザリオ �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 Spinning World デビュー 2016．12．4 阪神16着

2014．3．13生 牝5青鹿 母 タイキロザリオ 母母 ロイヤルブライド 23戦3勝 賞金 34，025，000円

07080 3月16日 曇 稍重 （31阪神1）第7日 第8競走 ��
��1，400�サラブレッド系4歳以上

発走13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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

815� 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± 01：25．2 5．0�

612 キングスクロス 牡4黒鹿57 A．シュタルケ 落合 幸弘氏 大久保龍志 日高 下河辺牧場 466± 01：25．3	 9．7�
（独）

816 ショウナンアンビル 牡4栗 57 松若 風馬国本 哲秀氏 高橋 義忠 様似 猿倉牧場 444－ 6 〃 クビ 20．7�
510 ア タ ミ 牡5黒鹿57 和田 竜二副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 木村牧場 490－ 21：25．4
 2．2�
12 クリノアントニヌス 牡5栗 57 中井 裕二栗本 博晴氏 川村 禎彦 日高 竹島 幸治 526＋ 41：25．82	 25．5�
713 ピラミッドファラオ 牡4黒鹿57 藤井勘一郎玉井 宏和氏 安達 昭夫 浦河 小倉牧場 494－ 21：26．01� 64．0�
48 メイショウダブル 牡4黒鹿57 松山 弘平松本 好雄氏 本田 優 浦河 斉藤英牧場 506＋ 61：26．42	 26．5	
611� イチザティアラ 牝4黒鹿55 城戸 義政奈良﨑孝一郎氏 服部 利之 新ひだか 木下牧場 450＋ 21：26．5	 328．1

11 ビップソルダー 牡5鹿 57 太宰 啓介鈴木 邦英氏 清水 久詞 浦河 駿河牧場 496＋ 21：26．71	 45．2�
24 � ライブリテックス 牡4青鹿57 幸 英明加藤 哲郎氏 湯窪 幸雄 宮城 早坂牧場 496＋ 61：26．91� 37．1�
23 フィールドドウサン 牡4黒鹿57 田中 学地田 勝三氏 西園 正都 様似 猿倉牧場 526－ 21：27．11� 25．8

（兵庫）

714 トモジャクアルト 牡4芦 57 秋山真一郎吉冨 朝美氏 大根田裕之 むかわ 上水牧場 B494－ 41：27．2クビ 22．1�
47 マルモマリア 牝4鹿 55

54 ☆富田 暁まるも組合 木原 一良 浦河 岡本 昌市 458－ 61：27．52 6．1�
35 � アイファーアピール 牝4鹿 55 藤懸 貴志中島 稔氏 服部 利之 新ひだか 静内山田牧場 494＋ 21：27．6クビ 256．6�
59 マテラアリオン 牡6黒鹿57 藤岡 佑介大野 照旺氏 浜田多実雄 浦河 高松牧場 B488± 01：30．5大差 19．4�
36 ブルベアブロッコリ 牡4黒鹿 57

56 ☆加藤 祥太 �ブルアンドベア 藤沢 則雄 新ひだか 矢野牧場 B510＋321：31．67 87．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，589，700円 複勝： 37，666，000円 枠連： 17，418，200円
馬連： 64，658，700円 馬単： 29，224，400円 ワイド： 44，791，100円
3連複： 92，461，500円 3連単： 111，838，200円 計： 426，647，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 190円 � 300円 � 420円 枠 連（6－8） 1，800円

馬 連 �� 2，520円 馬 単 �� 4，540円

ワ イ ド �� 760円 �� 1，170円 �� 2，760円

3 連 複 ��� 12，940円 3 連 単 ��� 55，460円

票 数

単勝票数 計 285897 的中 � 44945（2番人気）
複勝票数 計 376660 的中 � 62508（2番人気）� 31189（4番人気）� 20511（5番人気）
枠連票数 計 174182 的中 （6－8） 7467（8番人気）
馬連票数 計 646587 的中 �� 19862（8番人気）
馬単票数 計 292244 的中 �� 4819（12番人気）
ワイド票数 計 447911 的中 �� 15611（6番人気）�� 9826（12番人気）�� 4022（29番人気）
3連複票数 計 924615 的中 ��� 5358（36番人気）
3連単票数 計1118382 的中 ��� 1462（153番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．6―12．3―12．5―12．3―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．2―34．8―47．1―59．6―1：11．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．4―3F38．1
3 ・（6，8，14）15（4，10）16（3，12）13，2－（11，7）－（1，9）－5 4 ・（8，14）（6，15）（4，10，16）（3，12，13）（2，11）1（5，7，9）

勝馬の
紹 介

�カ ミ ノ コ �
�
父 Roman Ruler �

�
母父 Woodman デビュー 2017．8．12 新潟9着

2015．5．15生 牡4青鹿 母 Star Mullein 母母 Devil’s Needle 21戦2勝 賞金 28，700，000円
〔発走状況〕 マテラアリオン号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 マテラアリオン号は，平成31年3月17日から平成31年4月7日まで出走停止。停止期間の満了後に

発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マテラアリオン号・ブルベアブロッコリ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年

4月16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） 1頭 カフジフェニックス号
（非抽選馬） 2頭 クリノイダテン号・ラタンドレス号
※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。



07081 3月16日 曇 稍重 （31阪神1）第7日 第9競走 ��
��1，800�

す ま

須 磨 特 別
発走14時25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 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：43．9

良
良

66 ワイプティアーズ 牡4栗 57 和田 竜二吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム 522＋ 41：47．3 11．1�
810�	 モズダディー 牡4栗 57 酒井 学北側 雅勝氏 藤岡 健一 米 Mr. & Mrs.

Oliver S. Tait B490－ 4 〃 クビ 5．0�
44 ショウボート 牡7栗 57 松山 弘平馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 488＋101：47．61
 43．5�
55 	 トーセンスーリヤ 牡4栗 57 四位 洋文島川 �哉氏 小野 次郎 日高 有限会社 エ

スティファーム 466－ 4 〃 アタマ 4．1�
22 エイシンスレイマン 牡5鹿 57 太宰 啓介�栄進堂 西園 正都 浦河 多田 善弘 484＋ 41：47．81� 9．9	
33 トゥザフロンティア 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 B518＋161：47．9� 1．9�
89 ナリタゴールド 7鹿 57 富田 暁�オースミ 松永 昌博 千歳 社台ファーム 426－ 21：48．0� 30．0�
77 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± 01：48．1� 35．7
11 プリンセスアスク 牝8青鹿55 岡田 祥嗣廣崎利洋HD� 河内 洋 新冠 川上牧場 460－ 21：50．9大差 66．5�
78 スズカフューラー 牡5栗 57 田中 学永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 436± 0 （競走中止） 188．1�

（兵庫）

（10頭）

売 得 金
単勝： 38，627，500円 複勝： 43，802，500円 枠連： 13，105，300円
馬連： 71，899，000円 馬単： 39，058，600円 ワイド： 42，092，600円
3連複： 87，952，800円 3連単： 168，591，000円 計： 505，129，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，110円 複 勝 � 330円 � 210円 � 730円 枠 連（6－8） 1，910円

馬 連 �� 2，590円 馬 単 �� 6，080円

ワ イ ド �� 780円 �� 3，880円 �� 2，830円

3 連 複 ��� 27，200円 3 連 単 ��� 153，360円

票 数

単勝票数 計 386275 的中 � 27604（5番人気）
複勝票数 計 438025 的中 � 34561（5番人気）� 62645（3番人気）� 13236（8番人気）
枠連票数 計 131053 的中 （6－8） 5314（6番人気）
馬連票数 計 718990 的中 �� 21484（10番人気）
馬単票数 計 390586 的中 �� 4814（20番人気）
ワイド票数 計 420926 的中 �� 14558（8番人気）�� 2716（26番人気）�� 3742（24番人気）
3連複票数 計 879528 的中 ��� 2425（50番人気）
3連単票数 計1685910 的中 ��� 797（257番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．0―11．4―12．2―12．3―11．9―11．8―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．8―34．8―46．2―58．4―1：10．7―1：22．6―1：34．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワイプティアーズ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2017．12．3 中京4着

2015．5．10生 牡4栗 母 ナミダガキラリ 母母 Leading Light 11戦3勝 賞金 30，874，000円
〔競走中止〕 スズカフューラー号は，4コーナーで前の馬に触れてつまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※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。

07082 3月16日 晴 稍重 （31阪神1）第7日 第10競走 ��
��1，200�なにわステークス

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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．7

重
重

815 ヒロシゲゴールド 牡4青鹿57 武 豊�ウエストヒルズ 北出 成人 新ひだか 斉藤 正男 B472＋ 21：10．4 1．9�
47 ニホンピロタイド 牡4青鹿57 幸 英明小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 510＋121：10．72 12．5�
713 テーオージーニアス 牡4鹿 57 川須 栄彦小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 492－ 4 〃 ハナ 5．8�
610 ロードエース 牡4鹿 57 川田 将雅 �ロードホースクラブ 松下 武士 浦河 栄進牧場 504± 01：11．01� 4．3�
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± 01：11．42� 39．9	
58 オーヴィレール 牝6芦 55 松山 弘平下河
行雄氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 476± 01：11．5
 35．0�
59 セパヌイール 牝4栗 55 富田 暁レキップモンターニュ 吉村 圭司 新ひだか 藤巻 則弘 440± 01：11．6クビ 63．2�
34 タ ガ ノ ア ム 牝4鹿 55 �島 克駿八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 474－ 21：11．7� 36．6
814 ディープミタカ 牡8栗 57 藤岡 佑介深見 敏男氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 468－14 〃 ハナ 183．1�
23 � メイショウオルソ 牡6黒鹿57 酒井 学松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 日の出牧場 524－ 4 〃 アタマ 115．3�
35 ベ ル ク リ ア 牝6芦 55 和田 竜二水上 行雄氏 吉田 直弘 浦河 笠松牧場 464＋ 21：11．91 28．0�
22 � スティンライクビー 	7青鹿57 秋山真一郎 �ローレルレーシング 竹内 正洋 青森 ワールドファーム 460－24 〃 ハナ 53．6�
712 タガノヴィッター 牡6鹿 57 A．シュタルケ 八木 良司氏 牧浦 充徳 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 510－ 6 〃 アタマ 16．6�
（独）

46 ヴ ォ ー ガ 牡5栗 57 松若 風馬一村 哲也氏 森 秀行 新ひだか グランド牧場 452－101：12．0� 36．2�
11 コ ン テ ナ 牡7鹿 57 小牧 太住谷 孝一氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 598－ 21：12．21 148．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 54，814，500円 複勝： 66，844，000円 枠連： 30，244，800円
馬連： 122，015，300円 馬単： 56，079，800円 ワイド： 80，824，500円
3連複： 183，928，100円 3連単： 243，453，900円 計： 838，204，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 250円 � 170円 枠 連（4－8） 1，050円

馬 連 �� 1，340円 馬 単 �� 1，780円

ワ イ ド �� 540円 �� 320円 �� 920円

3 連 複 ��� 1，860円 3 連 単 ��� 7，670円

票 数

単勝票数 計 548145 的中 � 223736（1番人気）
複勝票数 計 668440 的中 � 190146（1番人気）� 51065（5番人気）� 93678（3番人気）
枠連票数 計 302448 的中 （4－8） 22242（4番人気）
馬連票数 計1220153 的中 �� 70503（3番人気）
馬単票数 計 560798 的中 �� 23616（5番人気）
ワイド票数 計 808245 的中 �� 37903（4番人気）�� 70194（2番人気）�� 20670（8番人気）
3連複票数 計1839281 的中 ��� 73873（4番人気）
3連単票数 計2434539 的中 ��� 22988（15番人気）

ハロンタイム 12．1―11．2―11．4―11．5―11．5―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．3―34．7―46．2―57．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒロシゲゴールド �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ブラックタキシード デビュー 2017．8．12 小倉1着

2015．5．6生 牡4青鹿 母 エフテーストライク 母母 イチヨシロマン 12戦4勝 賞金 51，814，000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。



07083 3月16日 晴 稍重 （31阪神1）第7日 第11競走 ��
��2，000�

わ か ば

若葉ステークス（Ｌ）
発走15時35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 20，000，000円 8，000，000円 5，000，000円 3，000，000円 2，000，000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
1：57．2
1：56．1

良
良

78 ヴェロックス 牡3鹿 56 川田 将雅金子真人ホール
ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム 482－ 82：02．1 1．5�

44 ワールドプレミア 牡3黒鹿56 武 豊大塚 亮一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 474－ 22：02．63 3．2�
66 シ フ ル マ ン 牡3芦 56 幸 英明�G1レーシング 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 502＋ 62：02．7� 12．5�
77 ブラックバッジ 牡3鹿 56 A．シュタルケ 市川 義美氏 武 幸四郎 洞�湖 レイクヴィラファーム B486－ 42：02．8クビ 55．8�

（独）

22 モ ズ ベ ッ ロ 牡3鹿 56 和田 竜二 �キャピタル・システム 森田 直行 新冠 村田牧場 480－ 42：02．9	 28．2�
89 アンクルテイオウ 牡3鹿 56 四位 洋文塚本 能交氏 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 476－ 42：03．11
 32．3	
810 ハバナウインド 牡3青鹿56 �島 克駿 
社台レースホース浅見 秀一 安平 追分ファーム 466＋ 22：03．63 24．9�
55 ミッキーブラック 牡3鹿 56 松山 弘平野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 478＋ 22：03．81 20．7�
11 � ジャスパージャック 牡3鹿 56 松若 風馬加藤 和夫氏 森 秀行 米 Camas

Park Stud 510－ 82：04．54 47．3
33  オオエフォーチュン 牡3黒鹿56 山田 雄大川根 幸晴氏 住吉 朝男 浦河 津島 優治 452－ 62：04．6	 217．5�

（兵庫） （兵庫）

（10頭）

売 得 金
単勝： 91，193，200円 複勝： 228，023，400円 枠連： 36，615，700円
馬連： 222，972，300円 馬単： 125，875，000円 ワイド： 106，490，600円
3連複： 287，353，900円 3連単： 694，010，000円 計： 1，792，534，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 110円 � 150円 枠 連（4－7） 190円

馬 連 �� 200円 馬 単 �� 280円

ワ イ ド �� 130円 �� 220円 �� 370円

3 連 複 ��� 530円 3 連 単 ��� 1，020円

票 数

単勝票数 計 911932 的中 � 481730（1番人気）
複勝票数 計2280234 的中 � 1686413（1番人気）� 239715（2番人気）� 95061（3番人気）
枠連票数 計 366157 的中 （4－7） 143409（1番人気）
馬連票数 計2229723 的中 �� 840396（1番人気）
馬単票数 計1258750 的中 �� 334910（1番人気）
ワイド票数 計1064906 的中 �� 298318（1番人気）�� 107767（2番人気）�� 52010（5番人気）
3連複票数 計2873539 的中 ��� 399804（1番人気）
3連単票数 計6940100 的中 ��� 491397（1番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―12．9―12．8―12．5―12．4―12．0―11．7―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．0―36．9―49．7―1：02．2―1：14．6―1：26．6―1：38．3―1：49．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヴェロックス �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 Monsun デビュー 2018．8．5 小倉1着

2016．3．4生 牡3鹿 母 セ ル キ ス 母母 Schwarzach 5戦3勝 賞金 58，848，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりヴェロックス号・ワールドプレミア号は，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または施行団体名を表示している。

07084 3月16日 晴 稍重 （31阪神1）第7日 第12競走 ��
��2，000�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
2：01．0
2：01．0

不良
不良

812 エルリストン �6黒鹿57 松山 弘平�G1レーシング 橋口 慎介 安平 追分ファーム 470－ 22：05．7 8．4�
57 スワーヴアラミス 牡4鹿 57 武 豊�NICKS 須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470± 02：06．55 2．1�
68 サクラアリュール 牡4栗 57 和田 竜二�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 B480－ 82：06．82 12．7�
56 サンライズセナ 牡4栗 57 藤岡 佑介松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 496± 0 〃 クビ 8．4�
69 レッドゼノン 牡5黒鹿57 太宰 啓介 �東京ホースレーシング 昆 貢 浦河 杵臼牧場 B462－ 42：07．01	 27．1�
710 サンマルエンパイア 牡5鹿 57 秋山真一郎相馬 勇氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 472＋102：07．21 70．8	
22 
 ア ニ エ ー ゼ 牝4鹿 55 A．シュタルケ�ノースヒルズ 高橋 康之 米 North Hills

Co. Limited 450＋ 42：07．51� 81．3

（独）

813 ガウラミディ 牝4栗 55 藤井勘一郎村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 510－ 4 〃 クビ 168．8�
11 ケンシュナウザー 牡5栗 57 酒井 学中西 宏彰氏 本田 優 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 474－ 22：08．13	 82．3�
711 マイネルカイノン 牡4青鹿57 川田 将雅 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 506－ 6 〃 アタマ 4．0
44 ウインハピネス 牡4黒鹿57 高倉 稜�ウイン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 510± 02：08．52	 272．3�
45 クルスデルスール 牡4黒鹿57 松若 風馬谷掛 龍夫氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 506－12 〃 クビ 7．9�
33 ローデルバーン 牡6黒鹿57 幸 英明佐々木雄二氏 石坂 公一 浦河 �川 啓一 474－ 42：08．71 231．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 54，226，900円 複勝： 73，244，800円 枠連： 22，793，100円
馬連： 121，321，300円 馬単： 55，918，400円 ワイド： 68，384，900円
3連複： 163，886，400円 3連単： 257，428，300円 計： 817，204，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 280円 � 110円 � 230円 枠 連（5－8） 1，110円

馬 連 �� 1，210円 馬 単 �� 3，420円

ワ イ ド �� 520円 �� 1，610円 �� 440円

3 連 複 ��� 3，420円 3 連 単 ��� 21，030円

票 数

単勝票数 計 542269 的中 � 51341（5番人気）
複勝票数 計 732448 的中 � 47069（6番人気）� 262158（1番人気）� 62125（5番人気）
枠連票数 計 227931 的中 （5－8） 15880（5番人気）
馬連票数 計1213213 的中 �� 77419（5番人気）
馬単票数 計 559184 的中 �� 12258（12番人気）
ワイド票数 計 683849 的中 �� 34471（5番人気）�� 10058（16番人気）�� 42219（4番人気）
3連複票数 計1638864 的中 ��� 35908（10番人気）
3連単票数 計2574283 的中 ��� 8874（64番人気）

ハロンタイム 12．9―11．2―12．3―14．1―13．1―12．7―12．4―12．3―12．0―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―36．4―50．5―1：03．6―1：16．3―1：28．7―1：41．0―1：53．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．4―3F37．0
1
3
11，12，13（5，7）10，6（2，8）（4，9）3，1・（11，12，13）8（7，10）9（5，6，4）2，1，3

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

勝馬の
紹 介

エルリストン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 トワイニング デビュー 2015．9．27 阪神4着

2013．2．11生 �6黒鹿 母 アスペンアベニュー 母母 マクダヴィア 19戦3勝 賞金 44，420，000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。



（31阪神1）第7日 3月16日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
稍重

競走回数 12回 出走頭数 153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

214，040，000円
2，570，000円
20，920，000円
1，100，000円
23，610，000円
61，065，000円
3，952，000円
1，468，800円

勝馬投票券売得金
439，772，000円
760，569，900円
191，359，300円
897，756，000円
467，176，600円
552，254，600円
1，239，510，000円
2，094，180，900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 6，642，579，300円

総入場人員 11，133名 （有料入場人員 10，344名）
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