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10001 3月23日 曇 稍重 （31阪神2）第1日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走9時55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

33 プレミアムギフト 牝3黒鹿54 川田 将雅 �ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 524＋ 41：55．6 5．7�
711 ダイヤレイジング 牝3栗 54 岩田 康誠三浦 勝仁氏 小崎 憲 日高 浜本牧場 442± 01：56．34 18．8�
813 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 460＋ 41：56．72 6．5�
22 ピンクキャンディー 牝3黒鹿54 浜中 俊吉澤 克己氏 石坂 公一 浦河 辻 牧場 478＋ 81：56．91� 16．1�
812 シャンタンエドゥー 牝3栗 54 C．ルメール�ノースヒルズ 松田 国英 新冠 株式会社

ノースヒルズ 444± 01：57．85 1．9�
45 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 428－ 61：58．22� 180．7	
68 クレスコマリン 牝3鹿 54 藤懸 貴志堀川 三郎氏 湯窪 幸雄 浦河 笠松牧場 450－101：58．52 278．5

710 プ ロ ポ ー ズ 牝3青鹿54 高田 潤前田 亘輝氏 武 英智 新ひだか 千代田牧場 434－ 4 〃 ハナ 76．0�
57 ビーマイステディ 牝3鹿 54 四位 洋文 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 武 英智 浦河 大島牧場 472＋ 81：58．6� 4．6�
69 ヴ ァ イ ル 牝3黒鹿54 高倉 稜山本 律氏 高柳 大輔 新冠 新冠橋本牧場 474－ 21：58．81� 245．7
44 ミスティネイル 牝3栗 54 松山 弘平 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 河内 洋 新ひだか 前川 勝春 522 ―1：59．33 26．0�
11 タマモリボン 牝3鹿 54 岡田 祥嗣タマモ� 池添 学 日高 スマイルファーム 374－102：00．79 216．3�
56 ピ サ 牝3青鹿 54

53 ☆加藤 祥太永山 勝敏氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム 438－ 62：02．18 270．2�
（13頭）

売 得 金
単勝： 20，335，900円 複勝： 27，944，800円 枠連： 8，106，700円
馬連： 32，094，600円 馬単： 19，425，700円 ワイド： 22，553，200円
3連複： 48，285，200円 3連単： 73，375，600円 計： 252，121，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 210円 � 370円 � 190円 枠 連（3－7） 5，560円

馬 連 �� 5，940円 馬 単 �� 10，400円

ワ イ ド �� 1，490円 �� 520円 �� 1，200円

3 連 複 ��� 9，830円 3 連 単 ��� 52，980円

票 数

単勝票数 計 203359 的中 � 28102（3番人気）
複勝票数 計 279448 的中 � 35963（4番人気）� 16588（6番人気）� 41460（3番人気）
枠連票数 計 81067 的中 （3－7） 1129（12番人気）
馬連票数 計 320946 的中 �� 4182（16番人気）
馬単票数 計 194257 的中 �� 1400（29番人気）
ワイド票数 計 225532 的中 �� 3752（17番人気）�� 11771（6番人気）�� 4705（14番人気）
3連複票数 計 482852 的中 ��� 3682（28番人気）
3連単票数 計 733756 的中 ��� 1004（140番人気）

ハロンタイム 13．2―11．8―13．3―12．4―13．2―13．1―12．6―12．4―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．0―38．3―50．7―1：03．9―1：17．0―1：29．6―1：42．0

コーナー
通過順位

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

2
4

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

プレミアムギフト �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Intikhab デビュー 2018．9．9 阪神3着

2016．3．18生 牝3黒鹿 母 インディアナギャル 母母 Genial Jenny 3戦1勝 賞金 7，300，000円
〔その他〕 ビーマイステディ号は，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〕 タマモリボン号・ピサ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年4月23日まで平

地競走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 ビーマイステディ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成31年4月23日まで出走できない。

10002 3月23日 曇 稍重 （31阪神2）第1日 第2競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10時25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

12 マイネルプリサイス 牡3栗 56 川田 将雅 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 吉田 直弘 浦河 上山牧場 480－ 41：26．3 6．6�

23 タガノゴマチャン 牡3芦 56 川須 栄彦八木 良司氏 加用 正 新冠 八木牧場 470＋ 41：26．51 24．8�
47 マテラサンオウ 牡3黒鹿56 田辺 裕信大野 照旺氏 浜田多実雄 浦河 高松牧場 450± 01：26．82 11．0�
816 ニードルズアイ 牡3青鹿56 松山 弘平 �キャロットファーム 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456－ 81：26．9� 5．0�
35 キコクイーン 牝3青 54 田中 健若草クラブ 浅見 秀一 新冠 八木 明広 434＋ 21：27．22 8．6	
612 ジュンユウコー 牝3鹿 54 国分 恭介河合 純二氏 西村 真幸 新冠 川上牧場 396－ 81：27．41� 54．1

11 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 406－ 21：27．61� 2．1�
36 クリノベロニカ 牝3鹿 54 浜中 俊栗本 博晴氏 南井 克巳 新ひだか 平野牧場 436± 0 〃 ハナ 39．2�
24 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 442－ 41：27．7クビ 20．2
59 メイショウシンシン 牡3青鹿56 城戸 義政松本 好雄氏 松下 武士 浦河 本巣 敦 442 ― 〃 ハナ 95．2�
815 ツインイレブン 牡3鹿 56 藤懸 貴志吉野加壽代氏 坂口 智康 新冠 秋田牧場 482－10 〃 アタマ 176．5�
510 エバーフレイム 牝3鹿 54 �島 良太宇田 豊氏 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448－16 〃 ハナ 18．3�
48 ベルガモット 牡3鹿 56 高倉 稜山本 堅治氏 湯窪 幸雄 新ひだか 前谷 武志 422± 01：27．91� 423．2�
713 モ ン グ ラ ン 牡3黒鹿56 国分 優作ディアレストクラブ� 西浦 勝一 浦河 ディアレスト

クラブ 536＋101：28．32� 479．4�
714 ピースアンドカーム 牝3栗 54 藤岡 佑介金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 日高 白井牧場 418 ―1：29．15 39．3�
611 エイシンモンクール 牝3鹿 54 吉田 隼人�栄進堂 安田 翔伍 浦河 栄進牧場 412－ 41：30．05 521．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，609，900円 複勝： 40，705，700円 枠連： 11，129，200円
馬連： 43，489，500円 馬単： 23，359，700円 ワイド： 34，844，100円
3連複： 63，813，300円 3連単： 81，411，700円 計： 325，363，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 210円 � 610円 � 350円 枠 連（1－2） 670円

馬 連 �� 5，790円 馬 単 �� 10，970円

ワ イ ド �� 1，510円 �� 1，070円 �� 3，220円

3 連 複 ��� 15，860円 3 連 単 ��� 106，340円

票 数

単勝票数 計 266099 的中 � 32063（3番人気）
複勝票数 計 407057 的中 � 58883（2番人気）� 15026（8番人気）� 29429（5番人気）
枠連票数 計 111292 的中 （1－2） 12722（4番人気）
馬連票数 計 434895 的中 �� 5821（19番人気）
馬単票数 計 233597 的中 �� 1596（32番人気）
ワイド票数 計 348441 的中 �� 5938（17番人気）�� 8554（11番人気）�� 2720（30番人気）
3連複票数 計 638133 的中 ��� 3017（49番人気）
3連単票数 計 814117 的中 ��� 555（307番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―12．1―12．5―12．1―12．2―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．6―35．7―48．2―1：00．3―1：12．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネルプリサイス �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 Horatius デビュー 2018．7．7 中京11着

2016．5．4生 牡3栗 母 ザ ミ ル 母母 Marston’s Mill 9戦1勝 賞金 10，050，000円
〔3走成績による出走制限〕 モングラン号・ツインイレブン号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年5月23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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 キョウエイミーレス号・キングアーサー号・ラッキーグラン号
（非抽選馬） 1頭 サツキシェラザード号

第２回 阪神競馬 第１日



10003 3月23日 晴 稍重 （31阪神2）第1日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時55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

36 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± 01：13．1 2．5�
35 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 470－ 61：13．2� 3．8�
816 ショウナンマンカイ 牝3栗 54 田辺 裕信国本 哲秀氏 西村 真幸 新冠 ムラカミファーム 478－ 21：13．41� 6．3�
510 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± 01：13．5� 9．9�
23 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 482－ 21：13．71� 6．6�
815 シンボリサージュ 牝3栗 54 川島 信二シンボリ牧場 荒川 義之 新ひだか 三石川上牧場 438± 01：14．12� 257．4	
24 ブルベアボルド 牡3鹿 56

55 ☆加藤 祥太 �ブルアンドベア 五十嵐忠男 新冠 八木 明広 B504＋ 21：14．2� 105．1

48 グ ラ ウ ク ス �3栗 56 松山 弘平 �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 B486＋ 21：14．41 9．2�
59 メイショウドウダン 牡3黒鹿56 	島 良太松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 446＋ 4 〃 クビ 43．2
713 ラストサマー 牝3鹿 54 藤懸 貴志�キヨタケ牧場 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 454 ―1：14．5� 149．1�
47 ジョーミラー 牝3芦 54 高倉 稜上田けい子氏 中竹 和也 新ひだか 土居牧場 428－ 41：14．6� 157．4�
12 ブルベアリーノ 牡3栗 56 岡田 祥嗣 �ブルアンドベア 千田 輝彦 浦河 バンブー牧場 460＋ 21：15．45 293．6�
612 テイエムイブシギン 牡3芦 56

53 ▲服部 寿希竹園 正繼氏 武 英智 日高 佐々木 康治 506－ 41：15．5クビ 155．5�
714 アドベントクランツ 牝3黒鹿54 川須 栄彦名古屋友豊� 池添 学 新冠 オリエント牧場 444－ 61：15．6� 61．6�
611 サンマルフラッシュ 牡3黒鹿56 吉田 隼人相馬 勇氏 山内 研二 浦河 アイオイファーム 478－ 21：15．81� 377．6�
11 カフジサターン 牡3栗 56 国分 恭介加藤 守氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 456－ 81：15．9� 228．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，390，900円 複勝： 37，629，000円 枠連： 13，343，400円
馬連： 45，435，000円 馬単： 22，554，000円 ワイド： 34，145，200円
3連複： 62，813，600円 3連単： 83，548，000円 計： 325，859，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 130円 � 200円 枠 連（3－3） 350円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 780円

ワ イ ド �� 190円 �� 390円 �� 430円

3 連 複 ��� 990円 3 連 単 ��� 4，920円

票 数

単勝票数 計 263909 的中 � 82674（1番人気）
複勝票数 計 376290 的中 � 103242（1番人気）� 74527（2番人気）� 35682（5番人気）
枠連票数 計 133434 的中 （3－3） 29087（1番人気）
馬連票数 計 454350 的中 �� 86524（1番人気）
馬単票数 計 225540 的中 �� 21562（1番人気）
ワイド票数 計 341452 的中 �� 55689（1番人気）�� 20391（4番人気）�� 17879（6番人気）
3連複票数 計 628136 的中 ��� 47437（2番人気）
3連単票数 計 835480 的中 ��� 12304（10番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．9―12．2―12．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．6―35．5―47．7―1：00．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウヤシャ �
�
父 トゥザグローリー �

�
母父 サンダーガルチ デビュー 2018．11．17 京都6着

2016．5．1生 牡3栗 母 メイショウマンテン 母母 メイショウサンサン 7戦1勝 賞金 12，800，000円
〔制裁〕 アドベントクランツ号の騎手川須栄彦は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番）
※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） 2頭 アイファーアクター号・テイエムブランコ号
（非抽選馬） 1頭 マルカノーベル号

10004 3月23日 晴 良 （31阪神2）第1日 第4競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走11時25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
1：19．5
1：19．0

良
良

36 アルティマリガーレ 牝3鹿 54 C．ルメール �社台レースホース佐々木晶三 千歳 社台ファーム 438 ―1：22．4 4．7�
48 メイショウホウジュ 牝3栗 54 藤岡 佑介松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 430－101：22．61� 18．0�
611 テ ィ レ ニ ア 牝3栗 54 浜中 俊 �キャロットファーム 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 436＋ 41：22．91� 4．9�
12 ゼ ッ ト レ オ 牡3栗 56 川島 信二�フォーレスト 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 436－12 〃 ハナ 7．8�
35 クラウドスケープ 牡3黒鹿56 高倉 稜下河�行雄氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 472－ 2 〃 クビ 5．8	
713 メグスタサンライズ 牝3栗 54 岡田 祥嗣松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 442 ―1：23．21� 133．5

714 ハートスナッチャー 牡3栗 56 北村 友一 �シルクレーシング 音無 秀孝 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 536＋ 81：23．41� 16．9�
24 ロングファイナリー �3鹿 56 長岡 禎仁中井 敏雄氏 高橋 亮 日高 石原牧場 464± 0 〃 ハナ 43．8�
23 ステップシー 牝3鹿 54 和田 竜二本間 茂氏 山内 研二 新ひだか 佐竹 学 444－ 41：23．5� 95．2
816 プラネットアース 牡3鹿 56 松山 弘平吉澤 克己氏 石坂 正 新ひだか 千代田牧場 464＋121：23．71 2．9�
47 メイショウカクミチ 牡3鹿 56 田中 健松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 462＋141：24．12� 100．1�
59 コ ル ツ ァ 牝3栗 54 水口 優也中島 俊房氏 作田 誠二 新冠 川上 悦夫 448－ 31：24．31� 215．6�
11 ム ギ 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太山下 良子氏 橋田 満 新冠 村上 欽哉 422 ― 〃 クビ 99．0�
815 ゲンパチアイファー 牡3鹿 56 川須 栄彦平野 武志氏 加用 正 新ひだか 飛野牧場 458 ―1：25．15 231．8�
612 マナブフェイス 牝3黒鹿54 吉田 隼人佐々木 勉氏 武 幸四郎 千歳 社台ファーム 420－ 41：25．31� 234．5�
510 ダンツベスト 牡3黒鹿56 藤懸 貴志山元 哲二氏 本田 優 浦河 中神牧場 486 ―1：26．79 90．9�
817 ブルベアカルネ 牡3黒鹿56 国分 優作 �ブルアンドベア 湯窪 幸雄 新冠 大林ファーム 456± 0 （競走中止） 530．5�

（17頭）

売 得 金
単勝： 25，796，400円 複勝： 37，769，400円 枠連： 11，980，500円
馬連： 39，096，100円 馬単： 20，269，500円 ワイド： 29，301，700円
3連複： 53，362，000円 3連単： 65，074，400円 計： 282，650，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 220円 � 420円 � 170円 枠 連（3－4） 2，100円

馬 連 �� 7，580円 馬 単 �� 10，820円

ワ イ ド �� 2，050円 �� 640円 �� 1，260円

3 連 複 ��� 10，360円 3 連 単 ��� 64，270円

票 数

単勝票数 計 257964 的中 � 43159（2番人気）
複勝票数 計 377694 的中 � 45543（4番人気）� 18794（6番人気）� 69301（2番人気）
枠連票数 計 119805 的中 （3－4） 4403（8番人気）
馬連票数 計 390961 的中 �� 3996（21番人気）
馬単票数 計 202695 的中 �� 1405（33番人気）
ワイド票数 計 293017 的中 �� 3544（21番人気）�� 12322（7番人気）�� 5887（14番人気）
3連複票数 計 533620 的中 ��� 3861（30番人気）
3連単票数 計 650744 的中 ��� 734（177番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．5―35．0―46．7―58．7―1：10．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アルティマリガーレ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 フ ジ キ セ キ 初出走

2016．2．14生 牝3鹿 母 アルティマトゥーレ 母母 エアトゥーレ 1戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走状況〕 ブルベアカルネ号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔競走中止〕 ブルベアカルネ号は，発走直後に急に外側に逃避し，騎手が落馬したため競走中止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ブルベアカルネ号は，平成31年3月24日から平成31年4月22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〕 ダンツベスト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年4月23日まで平地競走

に出走できない。
※出走取消馬 ヴァリアント号（疾病〔左後肢跛行〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 アイロニー号・エピックガール号・キンイロノツバサ号・サルース号・ディノーラ号・プロム号



10005 3月23日 晴 良 （31阪神2）第1日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時15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

67 アイキャンテーラー 牡3栗 56 浜中 俊中西 浩一氏 飯田 雄三 新冠 ハシモトフアーム 478－ 21：54．4 3．3�
812 エンダウメント 牡3黒鹿56 吉田 隼人ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 506± 0 〃 クビ 6．0�
55 ニホンピロハビアー 牡3黒鹿56 田辺 裕信小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 496＋ 21：54．5クビ 15．9�
11 テイエムファイター 牡3鹿 56 柴田 未崎竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか 前谷 武志 486－ 21：54．6� 208．7�
56 アスタードラゴン 牡3栗 56 国分 優作加藤 久枝氏 木原 一良 新ひだか タイヘイ牧場 B450± 01：55．13 216．1�
44 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 500－ 81：55．2クビ 6．5	
79 � ベイズンストリート 牡3鹿 56 C．ルメール 吉田 和美氏 斉藤 崇史 米 Dixiana

Farms LLC B542＋ 2 〃 アタマ 1．9

33 サ ブ ゼ ロ 牡3鹿 56 福永 祐一ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 506－101：55．41 59．1�
68 シゲルイエロダイヤ 牡3栗 56 松山 弘平森中 蕃氏 五十嵐忠男 浦河 カケハムポニークラブ 454－ 41：55．82	 171．1�
811 トウケイピン 
3青 56 黒岩 悠木村 信彦氏 湯窪 幸雄 新冠 川上牧場 B474－ 81：56．11� 602．6
710 プ カ ナ ラ 牡3青鹿56 国分 恭介�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 平山牧場 460－ 61：56．42 112．1�
22 サントルヴィル 牡3芦 56 和田 竜二�ターフ・スポート奥村 豊 浦河 谷川牧場 520－ 21：57．35 49．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 33，371，100円 複勝： 79，343，300円 枠連： 8，132，900円
馬連： 46，291，100円 馬単： 29，100，900円 ワイド： 33，839，700円
3連複： 63，035，300円 3連単： 126，213，300円 計： 419，327，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 240円 � 300円 � 610円 枠 連（6－8） 850円

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 1，750円

ワ イ ド �� 430円 �� 670円 �� 760円

3 連 複 ��� 3，100円 3 連 単 ��� 13，240円

票 数

単勝票数 計 333711 的中 � 79653（2番人気）
複勝票数 計 793433 的中 � 98206（2番人気）� 69598（3番人気）� 29964（5番人気）
枠連票数 計 81329 的中 （6－8） 7360（4番人気）
馬連票数 計 462911 的中 �� 37946（4番人気）
馬単票数 計 291009 的中 �� 12447（6番人気）
ワイド票数 計 338397 的中 �� 21035（4番人気）�� 12738（8番人気）�� 11031（9番人気）
3連複票数 計 630353 的中 ��� 15245（9番人気）
3連単票数 計1262133 的中 ��� 6907（37番人気）

ハロンタイム 12．9―11．2―13．3―12．6―12．5―12．6―12．3―13．1―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．1―37．4―50．0―1：02．5―1：15．1―1：27．4―1：40．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．9―3F39．3
1
3
・（7，4）（1，6）（3，12）（2，8）9（5，10）－11・（7，4）6（1，12）3（2，8，9）（5，10）－11

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

勝馬の
紹 介

アイキャンテーラー �
�
父 フ リ オ ー ソ �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2018．12．8 阪神4着

2016．5．25生 牡3栗 母 オータムブリーズ 母母 セプテンバーソング 5戦1勝 賞金 11，400，000円
※出走取消馬 ダンツアタッカー号（疾病〔両腕節部挫創〕のため）

10006 3月23日 曇 良 （31阪神2）第1日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走12時45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

44 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± 01：21．6 4．7�
68 ヘイワノツカイ 牡3栗 56 C．ルメール 星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 450－ 6 〃 クビ 3．8�
79 ブルスクーロ 牡3鹿 56 川田 将雅 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B512± 01：21．7クビ 6．0�
33 ヤマニンマヒア 牡3黒鹿56 藤懸 貴志土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 442± 01：22．01� 12．4�
11 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± 0 〃 ハナ 3．6	
22 マイネルアプラウス 牡3黒鹿56 国分 恭介 �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 494－ 21：22．1クビ 29．7

67 シュガリートリーツ 牝3鹿 54 福永 祐一吉澤 克己氏 宮本 博 新ひだか 山際牧場 436－ 41：22．31� 36．8�
811 ケイアイサクソニー 牡3鹿 56 吉田 隼人亀田 和弘氏 山内 研二 新ひだか 佐竹 学 488± 01：22．51� 7．0�
56 ラブリロンリロンス 牡3黒鹿56 北村 友一熊澤 浩樹氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 436＋ 61：22．6� 77．0
710 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 456－ 61：22．7� 62．8�
812	 エムティアン 牝3青鹿54 松山 弘平�門別牧場 
島 一歩 新ひだか 漆原 武男 424－ 41：23．33� 147．5�
55 パブロフテソーロ 牡3鹿 56 田辺 裕信了德寺健二ホール

ディングス� 武井 亮 新ひだか 木村 秀則 518－121：23．83 38．6�
（12頭）

売 得 金
単勝： 35，459，600円 複勝： 51，237，300円 枠連： 9，641，500円
馬連： 59，771，000円 馬単： 26，300，400円 ワイド： 42，639，100円
3連複： 74，450，800円 3連単： 99，644，100円 計： 399，143，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 130円 � 140円 � 170円 枠 連（4－6） 910円

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 1，890円

ワ イ ド �� 350円 �� 590円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，780円 3 連 単 ��� 8，760円

票 数

単勝票数 計 354596 的中 � 59635（3番人気）
複勝票数 計 512373 的中 � 117567（1番人気）� 95799（2番人気）� 63340（4番人気）
枠連票数 計 96415 的中 （4－6） 8193（4番人気）
馬連票数 計 597710 的中 �� 44692（3番人気）
馬単票数 計 263004 的中 �� 10436（4番人気）
ワイド票数 計 426391 的中 �� 33163（2番人気）�� 17323（8番人気）�� 25871（5番人気）
3連複票数 計 744508 的中 ��� 31362（4番人気）
3連単票数 計 996441 的中 ��� 8240（16番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．8―11．5―11．3―11．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―35．0―46．5―57．8―1：09．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アイラブテーラー �
�
父 トーセンラー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2019．2．3 京都1着

2016．5．20生 牝3黒鹿 母 タケショウレジーナ 母母 タケショウティアラ 3戦2勝 賞金 16，100，000円
〔発走状況〕 シュガリートリーツ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。



10007 3月23日 曇 良 （31阪神2）第1日 第7競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走13時15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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

713 ミヤジヴィジェ 牝5鹿 55 和田 竜二曽我 司氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 478－ 61：25．3 5．3�
46 ラタンドレス 牝6鹿 55 吉田 隼人 �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＋ 21：25．61� 90．5�
59 フェルトベルク 牝5鹿 55 城戸 義政加藤 徹氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 446＋101：25．7クビ 12．1�
23 ウ ラ ガ ー ノ 牝5青鹿55 太宰 啓介藤田 孟司氏 上村 洋行 日高 モリナガファーム 520＋ 61：25．8� 7．0�
814 マイグランクロア 牝6鹿 55 福永 祐一吉田 勝利氏 森 秀行 浦河 高松牧場 502＋ 4 〃 クビ 26．3�
610 ロンリーハート 牝4青鹿55 岩田 康誠薪浦 亨氏 牧田 和弥 新冠 松浦牧場 462± 01：26．11� 7．6	
11 サ ン ク ラ ラ 牝5栗 55 高倉 稜
サンコウ牧場 西橋 豊治 新ひだか 三宅牧場 432－ 21：26．2� 105．4�
22 ポルボローネ 牝7栗 55 田辺 裕信小林都美子氏 作田 誠二 新冠 岩見牧場 450＋ 41：26．3� 40．8�
35 サ イ エ ン 牝4栗 55

52 ▲服部 寿希 
二風谷ファーム 石坂 公一 平取 二風谷ファーム 432＋ 61：26．51� 63．9
34 エイシンエレガンス 牝4青鹿55 松山 弘平�栄進堂 石坂 公一 浦河 栄進牧場 426－ 21：26．6クビ 84．8�
611 ファステンバーグ 牝4青鹿55 藤岡 佑介合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 450＋ 61：26．7� 11．5�
47 ラガーユミリン 牝5鹿 55 川島 信二奥村 啓二氏 池添 兼雄 日高 若林 順一 462± 01：27．12� 87．3�
58 ウェーブガイア 牝4栗 55 川田 将雅万波 健二氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 440－ 61：27．2� 22．3�
815 ヴィルデローゼ 牝5黒鹿55 C．ルメール 
キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム B480± 01：27．41� 2．2�
712	 ニホンピロカラス 牝4栗 55 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 440＋151：28．57 145．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 26，240，800円 複勝： 37，060，900円 枠連： 15，050，300円
馬連： 52，636，500円 馬単： 24，195，000円 ワイド： 37，574，800円
3連複： 75，099，000円 3連単： 91，788，800円 計： 359，646，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 200円 � 1，870円 � 410円 枠 連（4－7） 13，130円

馬 連 �� 27，600円 馬 単 �� 47，750円

ワ イ ド �� 6，030円 �� 1，130円 �� 13，370円

3 連 複 ��� 89，830円 3 連 単 ��� 418，530円

票 数

単勝票数 計 262408 的中 � 39025（2番人気）
複勝票数 計 370609 的中 � 61150（2番人気）� 4206（13番人気）� 22462（6番人気）
枠連票数 計 150503 的中 （4－7） 888（25番人気）
馬連票数 計 526365 的中 �� 1478（49番人気）
馬単票数 計 241950 的中 �� 380（87番人気）
ワイド票数 計 375748 的中 �� 1581（49番人気）�� 8933（13番人気）�� 708（77番人気）
3連複票数 計 750990 的中 ��� 627（165番人気）
3連単票数 計 917888 的中 ��� 159（785番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．4―12．4―12．4―12．7―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．7―34．1―46．5―58．9―1：11．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミヤジヴィジェ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2016．11．5 京都3着

2014．4．20生 牝5鹿 母 ミヤジマッドレー 母母 ゴールデンコマーズ 11戦3勝 賞金 25，550，000円

10008 3月23日 曇 良 （31阪神2）第1日 第8競走 ��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

55 � ウインフォルティス 牡4鹿 57 松山 弘平�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 484＋ 21：54．4 4．9�
812 ネクストムーブ 牡6栗 57 福永 祐一林 正道氏 清水 久詞 新ひだか 桜井牧場 506－ 81：54．5� 2．4�
22 ブリーズスズカ 牡6青鹿 57

56 ☆加藤 祥太永井 宏明氏 大橋 勇樹 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 474－ 21：55．24 45．0�

79 サンライズローリエ 牡4青鹿57 太宰 啓介松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 458－181：55．41� 31．8�

811� メイショウタカトラ 牡5黒鹿57 川島 信二松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 506＋121：55．71� 7．7�
68 ダノンケンリュウ 	5黒鹿57 和田 竜二�ダノックス 高柳 大輔 新ひだか チャンピオンズファーム 472＋ 2 〃 クビ 4．5	
56 ブロンズケイ 牡4黒鹿57 
島 良太畑佐 博氏 角田 晃一 新冠 細川農場 518－ 41：55．91� 11．5

710 コスモグラトナス 牡4青 57 国分 恭介 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 460－ 8 〃 クビ 91．1�
67 ロードザナドゥ 牡4黒鹿57 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 橋田 満 新ひだか ケイアイファーム 488＋101：56．0� 11．0
11 キャノンストーム 牡6黒鹿57 田辺 裕信前田 幸治氏 笹田 和秀 新冠 株式会社

ノースヒルズ 486－121：56．1� 48．3�
44 フ ィ ッ プ ル 牝5鹿 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 466－ 21：57．48 34．0�
（11頭）

33 グ ラ ウ ベ ン 牡4鹿 57 中井 裕二�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 株式会社
ノースヒルズ ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 33，287，400円 複勝： 40，388，800円 枠連： 13，590，100円
馬連： 60，148，900円 馬単： 31，029，000円 ワイド： 38，825，600円
3連複： 82，272，200円 3連単： 123，193，200円 計： 422，735，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 160円 � 130円 � 680円 枠 連（5－8） 420円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，850円

ワ イ ド �� 300円 �� 2，250円 �� 1，280円

3 連 複 ��� 6，590円 3 連 単 ��� 35，330円

票 数

単勝票数 計 332874 的中 � 53272（3番人気）
複勝票数 計 403888 的中 � 70664（3番人気）� 108690（1番人気）� 9483（9番人気）
枠連票数 計 135901 的中 （5－8） 24503（2番人気）
馬連票数 計 601489 的中 �� 66327（2番人気）
馬単票数 計 310290 的中 �� 12568（4番人気）
ワイド票数 計 388256 的中 �� 38628（2番人気）�� 4018（24番人気）�� 7251（16番人気）
3連複票数 計 822722 的中 ��� 9357（22番人気）
3連単票数 計1231932 的中 ��� 2528（120番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―13．8―13．0―12．7―12．8―12．1―12．6―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―38．0―51．0―1：03．7―1：16．5―1：28．6―1：41．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ウインフォルティス �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 マイネルラヴ

2015．4．12生 牡4鹿 母 コスモヴァレンチ 母母 イブキローマン 11戦1勝 賞金 12，850，000円
初出走 JRA

〔出走取消〕 グラウベン号は，疾病〔右前挫跖〕のため出走取消。
※サンライズローリエ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



10009 3月23日 曇 良 （31阪神2）第1日 第9競走 ��1，800�
く ん し ら ん

君 子 蘭 賞
発走14時25分 （芝・右・外）

牝，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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：43．9

良
良

67 フェアリーポルカ 牝3鹿 54 和田 竜二山本 剛士氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 470－ 21：46．8 4．9�
66 サムシングジャスト 牝3黒鹿54 松山 弘平 �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 488＋ 61：46．9� 44．2�
22 ビックピクチャー 牝3鹿 54 福永 祐一廣崎利洋HD� 藤原 英昭 日高 Shall Farm 400± 01：47．11� 7．8�
11 ラフェリシテ 牝3鹿 54 C．ルメール �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 412－101：47．52� 9．5�
811 シトラスノート 牝3鹿 54 岩田 康誠吉田 勝己氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 444－ 61：47．71� 14．0	
44 アルファライズ 牝3青鹿54 藤岡 佑介松岡 隆雄氏 安田 隆行 洞�湖 レイクヴィラファーム 440－ 41：47．91� 135．3

79 ナ リ ス 牝3鹿 54 北村 友一萩 英男氏 今野 貞一 日高 中川 哲也 470－101：48．0クビ 9．4�
78 リ ャ ス ナ 牝3鹿 54 川田 将雅 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 434－ 2 〃 クビ 2．0�
33 セントセシリア 牝3栗 54 吉田 隼人田所 英子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 388＋ 6 〃 ハナ 213．7
55 テーオーキャンディ 牝3黒鹿54 川須 栄彦小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 420－ 41：48．42� 8．3�
810 メイショウコミチ 牝3鹿 54 浜中 俊松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 442－ 21：50．6大差 129．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 53，564，600円 複勝： 59，951，600円 枠連： 14，562，200円
馬連： 91，896，400円 馬単： 43，829，200円 ワイド： 54，860，700円
3連複： 109，654，000円 3連単： 180，872，800円 計： 609，191，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 180円 � 810円 � 220円 枠 連（6－6） 11，300円

馬 連 �� 8，700円 馬 単 �� 16，090円

ワ イ ド �� 2，130円 �� 540円 �� 3，060円

3 連 複 ��� 14，260円 3 連 単 ��� 76，280円

票 数

単勝票数 計 535646 的中 � 86026（2番人気）
複勝票数 計 599516 的中 � 104322（2番人気）� 14624（8番人気）� 75449（3番人気）
枠連票数 計 145622 的中 （6－6） 998（19番人気）
馬連票数 計 918964 的中 �� 8181（23番人気）
馬単票数 計 438292 的中 �� 2042（44番人気）
ワイド票数 計 548607 的中 �� 6411（23番人気）�� 28150（6番人気）�� 4406（24番人気）
3連複票数 計1096540 的中 ��� 5766（41番人気）
3連単票数 計1808728 的中 ��� 1719（221番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．5―12．2―12．2―12．2―11．3―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．3―34．8―47．0―59．2―1：11．4―1：22．7―1：34．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フェアリーポルカ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．12．28 阪神1着

2016．2．25生 牝3鹿 母 フェアリーダンス 母母 フェアリードール 3戦2勝 賞金 22，263，000円
〔制裁〕 フェアリーポルカ号の騎手和田竜二は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番）

10010 3月23日 晴 良 （31阪神2）第1日 第10競走 ��
��1，600�

て ん じ ん ば し

天 神 橋 特 別
発走15時00分 （芝・右・外）
4歳以上，1，000万円以下，30．3．24以降31．3．17まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．9
1：30．7

良
良

55 � エアアルマス 牡4鹿 56 C．ルメール �ラッキーフィールド池添 学 米
Sekie Yoshihara
& Tsunebumi
Yoshihara

480－ 61：33．3 2．7�
22 サウンドキアラ 牝4鹿 54 福永 祐一増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 450－ 61：33．72� 2．9�
68 エルプシャフト 牡6青鹿55 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 460－ 21：33．91� 6．1�
79 ブルベアトリュフ 牡4鹿 55 松山 弘平 �ブルアンドベア 千田 輝彦 浦河 	川 啓一 460＋ 81：34．32� 21．8�
710 ドラグーンシチー 牡4鹿 55 田辺 裕信 �友駿ホースクラブ 北出 成人 浦河 富田牧場 490± 0 〃 ハナ 6．7	
11 ナムラムツゴロー 牡4栗 53 	島 良太奈村 信重氏 長谷川浩大 浦河 谷川牧場 480－14 〃 ハナ 126．7

56 オーマイガイ 牡6栗 55 岡田 祥嗣廣崎 利洋氏 河内 洋 新冠 川上牧場 480－ 41：34．72� 14．3�
44 シグナライズ 牝4鹿 52 加藤 祥太 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 492± 0 〃 クビ 39．9�
33 
 エアシーラン 牡7黒鹿50 藤懸 貴志村田 裕子氏 小崎 憲 平取 稲原牧場 492－ 2 〃 ハナ 241．4
67 メイショウミツボシ 牡7鹿 53 太宰 啓介松本 好雄氏 本田 優 浦河 日の出牧場 492＋ 21：34．91� 58．1�
812 サヤカチャン 牝4鹿 52 高倉 稜瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 新ひだか 棚川 光男 468＋ 21：35．0クビ 32．2�
811 カウントオンイット 牝5栗 52 和田 竜二飯田 正剛氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 B508－ 21：35．53 30．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 45，548，200円 複勝： 56，712，000円 枠連： 19，282，900円
馬連： 100，559，300円 馬単： 46，200，700円 ワイド： 60，707，500円
3連複： 138，785，900円 3連単： 219，216，600円 計： 687，013，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 120円 � 120円 � 140円 枠 連（2－5） 320円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 630円

ワ イ ド �� 170円 �� 280円 �� 240円

3 連 複 ��� 550円 3 連 単 ��� 1，970円

票 数

単勝票数 計 455482 的中 � 132149（1番人気）
複勝票数 計 567120 的中 � 138250（1番人気）� 135781（2番人気）� 81967（3番人気）
枠連票数 計 192829 的中 （2－5） 45921（1番人気）
馬連票数 計1005593 的中 �� 218817（1番人気）
馬単票数 計 462007 的中 �� 54904（1番人気）
ワイド票数 計 607075 的中 �� 100103（1番人気）�� 50229（3番人気）�� 60138（2番人気）
3連複票数 計1387859 的中 ��� 188205（1番人気）
3連単票数 計2192166 的中 ��� 80338（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．8―35．7―47．6―59．3―1：10．3―1：21．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F34．0
3 6，9（2，10）8（1，11）（5，12）（3，4）7 4 6，9，2（8，10）（1，5，11）12（3，4）7

勝馬の
紹 介

�エアアルマス �
�
父 Majestic Warrior �

�
母父 Empire Maker デビュー 2017．11．5 京都2着

2015．5．6生 牡4鹿 母 Nokaze 母母 Macarena Macarena 10戦3勝 賞金 41，308，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※出走取消馬 ミトノグラス号（疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため）



10011 3月23日 曇 良 （31阪神2）第1日 第11競走 ��
��1，800�第66回毎 日 杯（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・右・外）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金1，800万
円以上の馬1�増，�：馬齢重量，重賞競走1着馬1�増

毎日新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000円
付 加 賞 469，000円 134，000円 67，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：43．9

良
良

11 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± 01：47．2 5．1�
22 ウ ー リ リ 牡3鹿 56 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 492＋16 〃 クビ 4．6�
813 ヴァンドギャルド 牡3鹿 56 C．ルメール �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 464－ 81：47．41	 3．2�
45 ケイデンスコール 牡3鹿 57 北村 友一 �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 466－ 2 〃 アタマ 14．3�
711 マイネルフラップ 牡3黒鹿56 吉田 隼人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 新冠 ビッグレッドファーム 468－ 21：47．71
 6．6	
56 オールイズウェル 牡3黒鹿56 藤岡 佑介小林竜太郎氏 佐々木晶三 新ひだか へいはた牧場 496－ 4 〃 ハナ 14．8

57 ダノンテイオー 牡3黒鹿56 岩田 康誠�ダノックス 大久保龍志 千歳 社台ファーム 464＋ 21：47．8クビ 85．3�
33 ル モ ン ド 牡3鹿 56 川田 将雅�山紫水明 中内田充正 日高 下河辺牧場 456－ 61：47．9� 11．2�
44 キングオブコージ 牡3鹿 56 和田 竜二増田 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 472－ 21：48．21
 19．3
69 アントリューズ 牡3鹿 56 田辺 裕信山口功一郎氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 496± 01：48．3
 14．0�
68 コパノマーティン 牡3黒鹿56 浜中 俊小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 谷岡牧場 486＋ 21：48．51	 274．1�
710 セ ン ト ウ ル 牡3黒鹿56 小牧 太中西 宏彰氏 森 秀行 新ひだか タイヘイ牧場 466± 01：48．6
 65．4�
812� アンタエウス 牡3鹿 56 山田 祥雄石井 輝昭氏 川西 毅 浦河 ディアレスト

クラブ 440－101：49．23� 190．9�
（愛知） （愛知）

（13頭）

売 得 金
単勝： 144，063，900円 複勝： 178，081，800円 枠連： 49，360，300円
馬連： 409，696，800円 馬単： 135，571，100円 ワイド： 209，833，600円
3連複： 585，557，500円 3連単： 776，050，000円 計： 2，488，215，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 150円 � 160円 � 130円 枠 連（1－2） 1，420円

馬 連 �� 1，230円 馬 単 �� 2，330円

ワ イ ド �� 440円 �� 340円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，430円 3 連 単 ��� 8，510円

票 数

単勝票数 計1440639 的中 � 225712（3番人気）
複勝票数 計1780818 的中 � 290945（2番人気）� 252091（3番人気）� 404170（1番人気）
枠連票数 計 493603 的中 （1－2） 26871（5番人気）
馬連票数 計4096968 的中 �� 273263（3番人気）
馬単票数 計1355711 的中 �� 43532（7番人気）
ワイド票数 計2098336 的中 �� 118236（3番人気）�� 164369（1番人気）�� 133182（2番人気）
3連複票数 計5855575 的中 ��� 305724（1番人気）
3連単票数 計7760500 的中 ��� 66092（8番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―12．1―12．2―12．0―12．2―11．2―11．2―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．4―36．5―48．7―1：00．7―1：12．9―1：24．1―1：35．3

コーナー
通過順位

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

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 6戦3勝 賞金 70，080，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

10012 3月23日 曇 良 （31阪神2）第1日 第12競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走16時10分 （ダート・右）

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

24 ミッキーマインド 牡4鹿 57 川田 将雅野田みづき氏 音無 秀孝 浦河 三嶋牧場 B472－ 21：12．1 7．6�
12 コウエイアンカ �4鹿 57 福永 祐一伊東 政清氏 森 秀行 日高 浜本牧場 484± 01：12．2� 9．4�
36 ホープフルスター 牡5栗 57 C．ルメール 前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 516± 01：12．51� 5．2�
47 ゼ セ ル 牡5鹿 57 浜中 俊杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 川島牧場 500＋10 〃 ハナ 8．9�
35 アストロノーティカ 牡5鹿 57 四位 洋文ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 498－ 21：12．92� 2．0�
11 サンマルリトリート 牝4黒鹿55 吉田 隼人相馬 勇氏 山内 研二 日高 三城ボクジョ

ウ株式会社 512－ 21：13．21� 21．9�
23 リリープリンセス 牝4黒鹿55 藤岡 佑介村上龍太郎氏 安田 隆行 新ひだか 岡田牧場 B458－ 81：13．62� 28．7	
815 マコトキッショウ 牡4芦 57 松山 弘平
ディアマント 松田 国英 新冠 新冠橋本牧場 478＋ 21：13．81	 53．0�
59 メイショウソウビ �5鹿 57 
島 良太松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 466－ 21：14．54 24．7�
714 メイショウトラマツ 牡4栗 57

56 ☆加藤 祥太松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 太陽牧場 514＋ 6 〃 アタマ 54．9
713 モ ア イ 牡4黒鹿57 中井 裕二青山 洋一氏 笹田 和秀 日高 千葉飯田牧場 472＋121：14．6クビ 169．1�
816� ビービーシールズ 牡4黒鹿57 川須 栄彦�坂東牧場 加用 正 平取 坂東牧場 540－ 81：14．7� 293．9�
48 メイショウラクエン �5黒鹿57 城戸 義政松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 464－ 41：14．8� 166．8�
510 ノボリソング 牝4鹿 55 太宰 啓介原田 豊氏 石橋 守 浦河 杵臼牧場 456－ 81：14．9� 53．3�
611 ホッコータピタン 牝4栗 55 国分 恭介北幸商事
 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 466＋ 81：15．0クビ 177．1�
612 ムーヴィング 牡4鹿 57 岩田 康誠西森 鶴氏 庄野 靖志 新冠 八木 明広 518－ 41：15．53 29．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 55，700，700円 複勝： 66，356，000円 枠連： 29，106，600円
馬連： 113，679，300円 馬単： 48，790，300円 ワイド： 71，314，800円
3連複： 163，857，500円 3連単： 225，385，500円 計： 774，190，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 210円 � 240円 � 190円 枠 連（1－2） 1，350円

馬 連 �� 2，570円 馬 単 �� 4，460円

ワ イ ド �� 770円 �� 540円 �� 710円

3 連 複 ��� 3，810円 3 連 単 ��� 24，290円

票 数

単勝票数 計 557007 的中 � 58282（3番人気）
複勝票数 計 663560 的中 � 80682（3番人気）� 68195（4番人気）� 97645（2番人気）
枠連票数 計 291066 的中 （1－2） 16702（5番人気）
馬連票数 計1136793 的中 �� 34258（8番人気）
馬単票数 計 487903 的中 �� 8195（14番人気）
ワイド票数 計 713148 的中 �� 23190（7番人気）�� 34607（5番人気）�� 25555（6番人気）
3連複票数 計1638575 的中 ��� 32172（7番人気）
3連単票数 計2253855 的中 ��� 6727（64番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．7―11．8―12．0―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．5―35．2―47．0―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミッキーマインド �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー 2017．7．8 中京1着

2015．3．10生 牡4鹿 母 マイグッドネス 母母 Caressing 15戦2勝 賞金 23，120，000円
〔その他〕 メイショウトラマツ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 メイショウトラマツ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成31年4月23日まで出走できない。
※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） 4頭 アウトバーン号・カフジフェニックス号・スナークライデン号・リンガラポップス号
（非抽選馬） 1頭 メイショウキタグニ号



（31阪神2）第1日 3月23日（土曜日） 曇時々晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 164頭 本 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

223，820，000円
19，970，000円
1，450，000円
26，630，000円
66，940，500円
4，485，000円
1，574，400円

勝馬投票券売得金
526，369，400円
713，180，600円
203，286，600円
1，094，794，500円
470，625，500円
670，440，000円
1，520，986，300円
2，145，774，000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 7，345，456，900円

総入場人員 12，838名 （有料入場人員 12，059名）
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