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10037 3月31日 晴 稍重 （31阪神2）第4日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時05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

35 エターナルディーバ 牝3栗 54 岩田 康誠 �社台レースホース清水 久詞 千歳 社台ファーム 440＋ 61：57．2 10．0�
611 タガノハツコイ 牝3栗 54 M．デムーロ八木 良司氏 西園 正都 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 470－ 6 〃 ハナ 2．5�
24 ハッピーアモーレ 牝3芦 54 藤井勘一郎馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 526－ 21：57．62 8．5�
612 イ ル マ タ ル 牝3鹿 54 酒井 学吉田 照哉氏 渡辺 薫彦 千歳 社台ファーム 460－ 21：57．81� 6．6�
11 ロッカーモーション 牝3鹿 54 藤岡 康太 �サンデーレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 464－ 4 〃 クビ 31．1�
713 モ モ コ 牝3鹿 54 和田 竜二ニッシンレーシング 森田 直行 新ひだか チャンピオンズファーム 468－ 61：58．11� 42．4	
714 アマリリステソーロ 牝3青 54 義 英真了德寺健二ホール

ディングス
 高橋 康之 新ひだか 幌村牧場 426＋ 6 〃 クビ 7．2�
23 エ ス ト リ ル 牝3鹿 54 田辺 裕信東堂レーシング 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 476－ 21：58．2クビ 14．6�
816 クラヴィーア 牝3栗 54 戸崎 圭太
ノースヒルズ 高野 友和 新冠 株式会社

ノースヒルズ 454－ 21：58．62� 6．0
48 ブルーリップグロス 牝3青鹿54 水口 優也山上 和良氏 田所 秀孝 新冠 村上 進治 498 ―1：59．23� 289．3�
59 メイショウランラン 牝3栗 54

53 ☆加藤 祥太松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 本巣 敦 416＋ 21：59．62� 261．7�
47 タマモスムージー 牝3芦 54 国分 恭介タマモ
 五十嵐忠男 新ひだか 曾我 博 482 ―1：59．7クビ 27．4�
36 サニーバレット 牝3栗 54 丸山 元気菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 パカパカ

ファーム 468－ 2 〃 ハナ 67．4�
12 クラシックメジャー 牝3鹿 54 川須 栄彦松岡 隆雄氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 430 ―2：00．76 201．9�
815 フィーユドー 牝3鹿 54

53 ☆坂井 瑠星ゴドルフィン 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 386± 02：01．12� 217．9�

510 カフジパール 牝3鹿 54
53 ☆富田 暁加藤 守氏 木原 一良 新冠 長浜牧場 406－ 42：01．63 396．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，346，400円 複勝： 59，544，400円 枠連： 16，926，100円
馬連： 65，496，000円 馬単： 33，961，000円 ワイド： 52，327，700円
3連複： 99，616，200円 3連単： 126，162，400円 計： 490，380，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，000円 複 勝 � 230円 � 130円 � 230円 枠 連（3－6） 670円

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 2，560円

ワ イ ド �� 350円 �� 850円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，900円 3 連 単 ��� 13，140円

票 数

単勝票数 計 363464 的中 � 29030（6番人気）
複勝票数 計 595444 的中 � 56626（5番人気）� 149336（1番人気）� 58627（4番人気）
枠連票数 計 169261 的中 （3－6） 19359（3番人気）
馬連票数 計 654960 的中 �� 53879（2番人気）
馬単票数 計 339610 的中 �� 9937（9番人気）
ワイド票数 計 523277 的中 �� 40450（1番人気）�� 14465（11番人気）�� 34344（4番人気）
3連複票数 計 996162 的中 ��� 39244（5番人気）
3連単票数 計1261624 的中 ��� 6956（33番人気）

ハロンタイム 13．2―12．0―14．6―13．3―13．0―12．8―12．6―12．7―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．2―39．8―53．1―1：06．1―1：18．9―1：31．5―1：44．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エターナルディーバ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2019．2．16 京都4着

2016．2．5生 牝3栗 母 ミラクルレジェンド 母母 パーソナルレジェンド 3戦1勝 賞金 7，200，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 フュラー号・マルキーズ号

10038 3月31日 晴 稍重 （31阪神2）第4日 第2競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走10時35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

816 モルトグランデ 牡3黒鹿56 藤岡 康太幅田 京子氏 庄野 靖志 様似 澤井 義一 506＋161：26．1 188．6�
11 フォリオール 牡3栗 56 戸崎 圭太程田 真司氏 杉山 晴紀 新冠 松浦牧場 530＋ 41：26．31� 8．7�
713 ニホンピロコレール 牡3黒鹿56 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 468± 01：26．4� 31．1�
612	 ドーンオブアネラ 牡3鹿 54 北村 友一吉田 和美氏 安田 隆行 豪 Mr R An-

derson 500 ―1：26．5
 2．2�
714	 トーキョーサバク 牡3栗 56 M．デムーロ原 �子氏 安田 翔伍 米 The Robert & Bev-

erly Lewis Trust 476－ 81：26．6� 9．4�
24 	 ピースプレイヤー 牡3鹿 56 川田 将雅飯田 正剛氏 高野 友和 米 Jack Sims B488＋ 61：27．23� 9．1�
59 メイショウミチノク 牝3芦 54 太宰 啓介松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 大島牧場 462－ 4 〃 クビ 125．7	
815 ケイツーテソーロ 牡3鹿 56

55 ☆坂井 瑠星了德寺健二ホール
ディングス
 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 492－ 81：27．51
 13．0�

23 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± 01：27．6� 37．4�
47 エ ラ ー ブ ル 牝3栗 54 小崎 綾也大塚 亮一氏 小崎 憲 浦河 ディアレスト

クラブ 452＋18 〃 ハナ 23．9
36 スターペスユキコ 牝3栗 54 松田 大作河野和香子氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 462＋ 21：27．7� 229．6�
611	 ファインスティール 牝3鹿 54 松若 風馬岡田 牧雄氏 高柳 大輔 米

Wynnstay LLC,
Greg Baer &
Deann Baer

500－101：28．12� 166．4�
510 ウインシェフィン 牝3鹿 54 柴田 未崎
ウイン 飯田 雄三 新ひだか 桜井牧場 506 ―1：28．63 301．5�
35 	 アメリカンソレイユ 牡3栗 56 福永 祐一吉澤 克己氏 藤岡 健一 米

S－B2010 J.V. No．
2 and Summer
Wind Equine

450＋ 41：29．23� 3．8�
48 ペプチドモアモア 牝3栗 54

53 ☆富田 暁沼川 一彦氏 木原 一良 青森 伊藤牧場 448 ―1：29．3
 457．1�
12 キングスオウン 牡3栗 56 幸 英明伊東 純一氏 浜田多実雄 日高 メイプルファーム 518 ―1：35．0大差 100．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，656，200円 複勝： 55，706，300円 枠連： 14，109，000円
馬連： 69，723，300円 馬単： 35，480，500円 ワイド： 54，182，200円
3連複： 99，430，000円 3連単： 123，507，900円 計： 495，795，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 18，860円 複 勝 � 5，180円 � 260円 � 540円 枠 連（1－8） 4，650円

馬 連 �� 126，250円 馬 単 �� 237，590円

ワ イ ド �� 36，150円 �� 54，840円 �� 1，590円

3 連 複 ��� 414，290円 3 連 単 ��� 4，477，160円

票 数

単勝票数 計 436562 的中 � 1851（13番人気）
複勝票数 計 557063 的中 � 2403（14番人気）� 68046（3番人気）� 26249（7番人気）
枠連票数 計 141090 的中 （1－8） 2348（16番人気）
馬連票数 計 697233 的中 �� 428（81番人気）
馬単票数 計 354805 的中 �� 112（167番人気）
ワイド票数 計 541822 的中 �� 381（82番人気）�� 251（97番人気）�� 9045（21番人気）
3連複票数 計 994300 的中 ��� 180（289番人気）
3連単票数 計1235079 的中 ��� 20（1987番人気）

ハロンタイム 12．5―10．6―11．5―12．4―12．7―13．1―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．1―34．6―47．0―59．7―1：12．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モルトグランデ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2018．10．6 京都11着

2016．4．25生 牡3黒鹿 母 サルトリーガール 母母 アイレスバリーヒル 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キングスオウン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年4月30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。
（非抽選馬） 1頭 ネオシーナ号

第２回 阪神競馬 第４日



10039 3月31日 晴 稍重 （31阪神2）第4日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時05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

59 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 508－ 41：56．6 1．3�
46 キタサンチャンドラ 牡3鹿 56

55 ☆加藤 祥太�大野商事 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 452＋ 21：56．7� 35．9�
35 プチティラン 牡3鹿 56 福永 祐一 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 466＋ 41：56．91� 16．0�
11 リーガルマインド 牡3鹿 56 岩崎 翼畑佐 博氏 河内 洋 浦河 高松牧場 468＋141：57．53� 78．1�
58 ダンツスピリット 牡3黒鹿 56

53 ▲西村 淳也山元 哲二氏 山内 研二 日高 賀張中川牧場 B488± 0 〃 ハナ 50．5�
611 ミスターホウジュ 牡3鹿 56

53 ▲団野 大成�髙昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 454－ 41：57．6� 217．0	
713 ショウナンアリババ 牡3栗 56 中谷 雄太国本 哲秀氏 高橋 義忠 日高 木村牧場 B470－ 4 〃 同着 30．1

47 デルマグランパレ 牡3栗 56

55 ☆坂井 瑠星浅沼 廣幸氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 518 ― 〃 アタマ 109．0�
22 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 468－ 21：57．91� 16．5�
712 マンノグランプリ 牡3鹿 56 幸 英明萬野 順啓氏 角田 晃一 平取 二風谷ファーム 508＋ 41：58．0クビ 7．1
23 テーオーダンケルク 牡3栗 56 岩田 康誠小笹 公也氏 高柳 大輔 浦河 三嶋牧場 460± 01：58．1� 20．9�
815 ダミアンバローズ 牡3黒鹿56 菱田 裕二猪熊 広次氏 渡辺 薫彦 浦河 栄進牧場 498－ 41：58．2� 22．5�
610 イ キ ザ マ 牡3栗 56 田中 健玉井 宏和氏 安達 昭夫 新冠 ハクツ牧場 470 ―1：59．37 149．6�
34 ワンダーグロウス 牝3黒鹿54 藤井勘一郎山本 能成氏 森田 直行 新ひだか 米田牧場 482± 01：59．4� 93．2�
814 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 448－ 41：59．5クビ 28．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 37，922，900円 複勝： 183，981，800円 枠連： 17，339，700円
馬連： 62，749，600円 馬単： 47，867，400円 ワイド： 58，193，600円
3連複： 99，932，000円 3連単： 186，333，400円 計： 694，320，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 390円 � 270円 枠 連（4－5） 1，330円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 1，680円

ワ イ ド �� 610円 �� 430円 �� 2，810円

3 連 複 ��� 5，070円 3 連 単 ��� 13，200円

票 数

単勝票数 計 379229 的中 � 222702（1番人気）
複勝票数 計1839818 的中 � 1474018（1番人気）� 25086（8番人気）� 40356（5番人気）
枠連票数 計 173397 的中 （4－5） 10072（5番人気）
馬連票数 計 627496 的中 �� 33657（6番人気）
馬単票数 計 478674 的中 �� 21337（6番人気）
ワイド票数 計 581936 的中 �� 24831（6番人気）�� 37566（3番人気）�� 4860（26番人気）
3連複票数 計 999320 的中 ��� 14771（17番人気）
3連単票数 計1863334 的中 ��� 10228（39番人気）

ハロンタイム 13．3―11．5―14．1―12．7―12．8―12．8―12．7―13．1―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―24．8―38．9―51．6―1：04．4―1：17．2―1：29．9―1：43．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スティングレイ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2019．1．6 京都4着

2016．3．2生 牡3鹿 母 シャラントレディ 母母 コニャックレディ 3戦1勝 賞金 7，900，000円
※マルキーズ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

10040 3月31日 晴 稍重 （31阪神2）第4日 第4競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走11時35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

510 ク ロ ウ エ ア 牝3黒鹿54 丸山 元気 �キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 468 ―1：35．6 12．1�
612 ボ マ イ ェ 牡3鹿 56 M．デムーロ �カナヤマホールディングス 清水 久詞 日高 下河辺牧場 512－ 41：36．13 3．2�
714� ス テ ィ ー ン 牡3鹿 56 戸崎 圭太ゴドルフィン 池江 泰寿 愛 Zalim Bifov 478－ 41：36．3� 3．8�
816 スターオブバラード 牡3黒鹿56 秋山真一郎光安 了氏 荒川 義之 新ひだか 小野 秀治 444＋ 21：36．4	 12．5�
59 グレイシャスギャル 牝3栗 54

51 ▲岩田 望来 �社台レースホース中内田充正 千歳 社台ファーム 422± 01：36．5� 33．1	
35 ラッキーバローズ 牡3鹿 56 藤岡 康太猪熊 広次氏 角田 晃一 浦河 谷口牧場 426－ 41：36．92	 21．3

818 サ ラ ミ ス 牡3鹿 56 川田 将雅 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 480－ 2 〃 クビ 5．0�
715 クリノエメラルド 牝3青 54 菱田 裕二栗本 博晴氏 作田 誠二 新冠 有限会社 大

作ステーブル 428＋ 61：37．11
 283．2�
12 コンボルブルス 牡3黒鹿56 酒井 学村上 憲政氏 本田 優 新ひだか 増本牧場 418－ 81：37．41� 29．8
36 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 488＋ 2 〃 ハナ 6．8�
23 ジャスタクイーン 牝3鹿 54 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 日高 荒井ファーム 454－101：37．61	 134．1�
713 ロードオヒア 牡3鹿 56 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 安田 翔伍 新ひだか ケイアイファーム 482± 01：38．02	 84．7�
24 プラエクラーラ 牝3青鹿54 �島 克駿�ノースヒルズ 岡田 稲男 新冠 株式会社

ノースヒルズ 416 ―1：38．21	 161．9�
611 ア イ ロ ニ ー 牝3鹿 54 川須 栄彦 Him Rock Racing

ホールディングス� 加用 正 日高 タバタファーム 434－ 7 〃 ハナ 433．0�
48 リッカローズ 牝3芦 54

51 ▲三津谷隼人立花 幸雄氏 �島 一歩 新ひだか 西村 和夫 470－ 41：38．41 62．4�
817 キャラメルムーン 牡3鹿 56 田辺 裕信 �社台レースホース河内 洋 千歳 社台ファーム 488 ―1：38．93 115．6�
11 ジョーダンケルク 牡3芦 56

53 ▲団野 大成上田江吏子氏 武 英智 新ひだか 千代田牧場 B520＋ 21：39．64 253．7�
47 ブルベアブルーノ 牡3栗 56

55 ☆森 裕太朗 �ブルアンドベア 大橋 勇樹 浦河 王蔵牧場 522－ 81：41．08 212．7�
（18頭）

売 得 金
単勝： 41，140，200円 複勝： 61，892，600円 枠連： 18，819，400円
馬連： 73，703，800円 馬単： 36，410，900円 ワイド： 58，557，000円
3連複： 114，180，700円 3連単： 143，333，200円 計： 548，037，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，210円 複 勝 � 320円 � 140円 � 150円 枠 連（5－6） 1，820円

馬 連 �� 2，890円 馬 単 �� 6，950円

ワ イ ド �� 960円 �� 1，240円 �� 280円

3 連 複 ��� 3，280円 3 連 単 ��� 25，270円

票 数

単勝票数 計 411402 的中 � 27188（5番人気）
複勝票数 計 618926 的中 � 35725（6番人気）� 136333（1番人気）� 120559（2番人気）
枠連票数 計 188194 的中 （5－6） 7999（7番人気）
馬連票数 計 737038 的中 �� 19716（10番人気）
馬単票数 計 364109 的中 �� 3925（23番人気）
ワイド票数 計 585570 的中 �� 14499（11番人気）�� 11041（14番人気）�� 61887（1番人気）
3連複票数 計1141807 的中 ��� 26081（8番人気）
3連単票数 計1433332 的中 ��� 4111（67番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―24．2―36．2―48．1―1：00．1―1：11．3―1：23．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F35．5
3 ・（12，18）14，8（9，11）（6，10）（5，16）（3，15）13－（1，2）7，17－4 4 18－12－14，8，11（9，10）（6，16）（5，3，15）（13，2）－1－（17，4）＝7

勝馬の
紹 介

ク ロ ウ エ ア �
�
父 トーセンホマレボシ �

�
母父 キングカメハメハ 初出走

2016．3．18生 牝3黒鹿 母 ピンクアリエス 母母 ピノシェット 1戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブルベアブルーノ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年5月31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〕 ジョーダンケルク号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年5月31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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 デルマロンシャン号・モズレジーナ号



10041 3月31日 曇 稍重 （31阪神2）第4日 第5競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走12時25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
1：08．8
1：08．7

重
重

612 オリオンパッチ 牡3黒鹿56 M．デムーロ陳 立文氏 加藤 征弘 浦河 バンブー牧場 492± 01：12．3 1．8�
713 トップウイナー 牡3栗 56 藤岡 康太�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 B474＋ 21：13．15 4．4�
11 パ ド カ ト ル 牡3鹿 56 松若 風馬今村 明浩氏 野中 賢二 新ひだか 山際牧場 456－ 21：13．2� 11．0�
36 スナークスター �3鹿 56 �島 克駿杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 446－10 〃 クビ 113．2�
59 アスカノダイチ 牡3栗 56 太宰 啓介豊田 智郎氏 川村 禎彦 新ひだか 山際 智 504＋ 21：13．41 14．4�
510 スマートアテナ 牝3栗 54 松山 弘平大川 徹氏 吉田 直弘 浦河 杵臼牧場 432－ 4 〃 アタマ 20．2	
35 メイショウゼッケイ 牝3栗 54 荻野 琢真松本 好雄氏 梅田 智之 浦河 岡部牧場 408－ 61：13．5クビ 41．1

611 ア ス カ リ 牡3栗 56 川田 将雅�KTレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 500－ 41：13．71� 14．5�
12 スマートモリガン 牝3青鹿54 岩田 康誠大川 徹氏 寺島 良 新ひだか 飛野牧場 462± 01：13．8クビ 37．3
48 メイショウフクイク 牝3栗 54 義 英真松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 赤田牧場 478＋ 41：14．01 87．2�
47 オーヴェルニュ 牡3鹿 56 戸崎 圭太杉山 忠国氏 西村 真幸 新ひだか 明治牧場 448＋ 61：14．1� 15．6�
815 レ サ イ ヤ 牡3黒鹿56 和田 竜二落合 稔氏 今野 貞一 厚真 阿部 栄乃進 480＋ 41：14．31� 45．3�
816 ハクサンウェーブ 牡3青鹿56 酒井 学河﨑 五市氏 飯田 雄三 浦河 �川 啓一 464＋ 8 〃 クビ 71．4�
23 シルバークレイン 牝3芦 54 水口 優也山上 和良氏 羽月 友彦 新ひだか 前谷 武志 432－ 81：14．51� 78．5�
24 タマモクレマチス 牝3鹿 54

53 ☆富田 暁タマモ� 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 454＋18 〃 ハナ 110．1�
714 スマートスリロス 牝3鹿 54

51 ▲斎藤 新大川 徹氏 安田 隆行 日高 本間牧場 498－ 21：15．03 86．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 42，534，900円 複勝： 92，921，400円 枠連： 20，514，400円
馬連： 77，114，500円 馬単： 47，300，100円 ワイド： 69，231，400円
3連複： 128，968，500円 3連単： 181，571，800円 計： 660，157，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 130円 � 220円 枠 連（6－7） 370円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 560円

ワ イ ド �� 210円 �� 400円 �� 830円

3 連 複 ��� 1，290円 3 連 単 ��� 3，100円

票 数

単勝票数 計 425349 的中 � 185044（1番人気）
複勝票数 計 929214 的中 � 513490（1番人気）� 113160（2番人気）� 48041（4番人気）
枠連票数 計 205144 的中 （6－7） 42033（1番人気）
馬連票数 計 771145 的中 �� 151201（1番人気）
馬単票数 計 473001 的中 �� 62716（1番人気）
ワイド票数 計 692314 的中 �� 99798（1番人気）�� 42506（3番人気）�� 18047（9番人気）
3連複票数 計1289685 的中 ��� 74673（2番人気）
3連単票数 計1815718 的中 ��� 42335（1番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．9―12．3―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―35．0―47．3―59．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オリオンパッチ �
�
父 バンブーエール �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2018．8．25 札幌7着

2016．5．5生 牡3黒鹿 母 ブラックカシミール 母母 リンダムヘール 7戦2勝 賞金 22，900，000円
〔制裁〕 スナークスター号の騎手�島克駿は，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：14番）

10042 3月31日 曇 稍重 （31阪神2）第4日 第6競走 ��
��2，000�サラブレッド系4歳以上

発走12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
2：01．0
2：01．0

不良
不良

45 ランドジュピター 牡5鹿 57
54 ▲西村 淳也木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 高澤 俊雄 460＋ 42：06．7 13．5�

711 ア ヴ ァ ン ト 牡5栗 57 藤岡 康太佐々木主浩氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 484＋ 22：07．33� 2．9�
11 イージーマネー 牡5芦 57 岩田 康誠丸山 担氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 492＋ 42：07．4クビ 20．3�
68 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 B506－ 22：07．5� 3．7�
812 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 490－ 22：07．81	 14．6�
710 アルゴセイコウ 牡4黒鹿57 浜中 俊エンジェルレーシング� 角田 晃一 新冠 川島牧場 B468－ 62：08．22� 5．0	
57 ブ ン ゴ 牡4鹿 57

56 ☆坂井 瑠星江口雄一郎氏 石坂 正 浦河 杵臼牧場 490± 02：08．3	 73．7

22 
 デュアルウィールド 牝4栗 55 幸 英明 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 森田 直行 新ひだか 畠山牧場 500－ 62：08．51 17．2�
33 ジューンアンカー 牡5栗 57 高田 潤吉川 潤氏 湯窪 幸雄 新冠 長浜 秀昭 B472－ 22：08．92� 178．7�
56 ル リ ジ オ ン 牡4鹿 57 M．デムーロ�G1レーシング 石坂 公一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500＋ 42：09．75 8．8
44 ク ー ド ロ ア 牝4鹿 55 松山 弘平吉田 照哉氏 斉藤 崇史 千歳 社台ファーム B446＋ 62：10．23 71．6�
69 ゴッドスパロウ 牡4鹿 57 荻野 極中西 憲治氏 角田 晃一 新冠 森永 聡 536＋102：10．41� 120．0�
813 ドルフィンマーク �6黒鹿57 福永 祐一大塚 亮一氏 渡辺 薫彦 浦河 杵臼牧場 B512－ 42：12．6大差 23．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 38，780，900円 複勝： 55，476，700円 枠連： 19，318，300円
馬連： 77，261，100円 馬単： 37，203，100円 ワイド： 59，247，800円
3連複： 114，972，200円 3連単： 152，132，100円 計： 554，392，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，350円 複 勝 � 330円 � 160円 � 440円 枠 連（4－7） 1，130円

馬 連 �� 2，620円 馬 単 �� 5，670円

ワ イ ド �� 860円 �� 2，460円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 12，000円 3 連 単 ��� 71，200円

票 数

単勝票数 計 387809 的中 � 22941（5番人気）
複勝票数 計 554767 的中 � 38545（6番人気）� 119014（1番人気）� 26971（8番人気）
枠連票数 計 193183 的中 （4－7） 13236（5番人気）
馬連票数 計 772611 的中 �� 22851（9番人気）
馬単票数 計 372031 的中 �� 4916（22番人気）
ワイド票数 計 592478 的中 �� 18079（9番人気）�� 5978（28番人気）�� 14948（12番人気）
3連複票数 計1149722 的中 ��� 7180（39番人気）
3連単票数 計1521321 的中 ��� 1549（222番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―12．0―14．1―12．9―12．9―12．7―12．7―12．1―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．2―36．2―50．3―1：03．2―1：16．1―1：28．8―1：41．5―1：53．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ランドジュピター �
�
父 サマーバード �

�
母父 デュランダル デビュー 2016．8．20 小倉10着

2014．4．16生 牡5鹿 母 フィールザファン 母母 フィールザビュウ 22戦1勝 賞金 15，350，000円
［他本会外：3戦1勝］



10043 3月31日 曇 良 （31阪神2）第4日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時25分 （芝・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
1：07．1
1：06．5

良
良

59 ライオネルカズマ 牡5鹿 57
54 ▲西村 淳也合同会社雅苑興業 安田 隆行 新ひだか 木村 秀則 B514＋ 21：09．6 9．8�

36 レジーナファースト 牝4鹿 55 北村 友一ライオンレースホース� 森田 直行 新ひだか 土田農場 460± 01：10．02 5．3�
35 グッドワード 牝4芦 55 酒井 学下河�行雄氏 高橋 義忠 日高 下河辺牧場 476－141：10．1� 119．8�
23 キャスパリーグ 牝5鹿 55

52 ▲斎藤 新杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 448＋ 6 〃 アタマ 3．2�
611� トーホウシーマ 牡5栗 57 丸山 元気東豊物産� 高橋 亮 日高 竹島 幸治 498＋ 21：10．63 14．8	
24 マイネルエメ 牡4鹿 57 和田 竜二 �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 B474－ 2 〃 クビ 79．6

816 ブレイズガール 牝6鹿 55 F．ミナリク岡田 牧雄氏 飯田 雄三 日高 旭 牧場 B508＋141：10．7� 30．8�

（独）

47 クインズチャパラ 牝4鹿 55 福永 祐一亀田 和弘氏 野中 賢二 新冠 新冠橋本牧場 456＋ 4 〃 クビ 3．8�
48 ヤマニンルネッタ 牝4鹿 55

52 ▲岩田 望来土井 薫氏 浅見 秀一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 446＋ 41：11．01� 31．6

510� マルカテノール 牡5鹿 57 幸 英明日下部 猛氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 476－ 61：11．1� 147．1�
11 ショージョーダ 	4鹿 57

54 ▲団野 大成吉冨 学氏 斉藤 崇史 新ひだか 畠山牧場 460－121：11．2� 73．6�
714 ディープウォーリア 牡5黒鹿57 秋山真一郎中村 孝氏 中竹 和也 浦河 丸村村下

ファーム 456－12 〃 クビ 59．7�
713 ベ ル ガ ド 牡4栗 57 藤井勘一郎�サンコウ牧場 森田 直行 新ひだか サンコウ牧場 478＋ 21：11．3クビ 34．3�
815 クレバーバード 	4青 57 城戸 義政 �サンデーレーシング 清水 久詞 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480＋ 21：11．51
 99．8�
12 タイセイトレンディ 牡4青鹿57 吉田 隼人田中 成奉氏 森田 直行 新ひだか タイヘイ牧場 474± 01：11．6� 20．6�
612 パールズベスト 牝5青鹿55 松山 弘平谷掛 龍夫氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 448＋161：11．91� 8．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，127，200円 複勝： 61，016，100円 枠連： 22，759，000円
馬連： 92，769，600円 馬単： 41，512，700円 ワイド： 68，527，500円
3連複： 135，554，300円 3連単： 168，261，500円 計： 633，527，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 350円 � 180円 � 2，730円 枠 連（3－5） 3，240円

馬 連 �� 3，720円 馬 単 �� 7，010円

ワ イ ド �� 1，210円 �� 16，800円 �� 11，410円

3 連 複 ��� 142，380円 3 連 単 ��� 673，970円

票 数

単勝票数 計 431272 的中 � 34961（5番人気）
複勝票数 計 610161 的中 � 43377（6番人気）� 110461（2番人気）� 4534（16番人気）
枠連票数 計 227590 的中 （3－5） 5440（12番人気）
馬連票数 計 927696 的中 �� 19299（14番人気）
馬単票数 計 415127 的中 �� 4437（26番人気）
ワイド票数 計 685275 的中 �� 15165（13番人気）�� 1031（85番人気）�� 1521（74番人気）
3連複票数 計1355543 的中 ��� 714（234番人気）
3連単票数 計1682615 的中 ��� 181（1158番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―10．9―11．5―11．4―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．5―34．4―45．9―57．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F35．2
3 ・（1，2，9）（3，5，10）（6，12）（4，8，15）7，11（13，16）－14 4 9，1（2，5）（3，6，10）（4，7，15）12，8（11，13）16－14
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ライオネルカズマ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Monsun デビュー 2016．10．23 京都5着

2014．2．12生 牡5鹿 母 モンスーンウェディング 母母 Hyabella 17戦3勝 賞金 26，850，000円
〔発走状況〕 ディープウォーリア号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔制裁〕 タイセイトレンディ号の騎手吉田隼人は，3コーナーで外側に斜行したことについて平成31年4月6日の騎乗を停止。（被害馬：

9番・10番・12番）
〔調教再審査〕 タイセイトレンディ号は，3コーナーで外側に逃避したことについて平地調教再審査。
※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。
（非抽選馬） 4頭 クリノアスコット号・マイネルパッセ号・メイショウダブル号・ラニカイサンデー号
※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。

10044 3月31日 曇 稍重 （31阪神2）第4日 第8競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走13時55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
1：08．8
1：08．7

重
重

816� ペルペトゥオ 牝4鹿 55 福永 祐一吉田 和美氏 中内田充正 米 Woodford
Thoroughbreds 476＋121：11．2 19．1�

815 バーニングペスカ 牡4鹿 57 藤岡 康太山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 484± 01：11．3	 3．0�
59 デザートストーム 牡5黒鹿57 浜中 俊ゴドルフィン 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 452± 0 〃 ハナ 3．8�
714� スーパーモリオン 牡5青鹿57 北村 友一林 正道氏 浅見 秀一 米 Mr. & Mrs.

Al Mazzetti 516＋ 4 〃 クビ 23．6�
47 エネルムサシ 牡6鹿 57 岩田 康誠鈴木 康弘氏 高橋 康之 浦河 駿河牧場 512± 01：11．83 4．4�
35 ソリストサンダー 牡4黒鹿57 高倉 稜村上 稔氏 高柳 大輔 新冠 村田牧場 478± 01：11．9クビ 11．3�
510 ツウカイウイング 牡4鹿 57 川須 栄彦木村 直樹氏 千田 輝彦 新ひだか 萩澤 泰博 452－ 21：12．43 140．8	
11 ロングベスト 牡5鹿 57 菱田 裕二中井 敏雄氏 大根田裕之 浦河 荻伏三好フ

アーム 524＋ 4 〃 クビ 44．5

24 メイショウミズカゼ 牡5栗 57

54 ▲亀田 温心松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 484＋18 〃 ハナ 90．0�
612 メイショウタイシ 牡4栗 57

54 ▲斎藤 新松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 496＋ 61：12．5クビ 34．8�
611 ナムラアッパレ 牡4鹿 57 藤懸 貴志奈村 信重氏 高野 友和 日高 いとう牧場 484± 0 〃 アタマ 75．1
36 ジュエアトゥー 
5栗 57 吉田 隼人首藤 徳氏 山内 研二 新ひだか 谷岡牧場 510＋ 41：13．03 43．8�
23 メイショウテンセイ 牡5鹿 57 太宰 啓介松本 好雄氏 西橋 豊治 安平 �橋本牧場 524＋16 〃 ハナ 76．1�
713 アサケパワー 牡5鹿 57 幸 英明大橋 堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 514－ 41：13．21� 13．3�
48 ラ イ リ ー 牡4黒鹿57 松若 風馬古賀 和夫氏 森 秀行 新冠 対馬 正 482－ 21：13．62� 181．4�
12 スペシャルホース 牡5黒鹿 57

54 ▲西村 淳也田畑 富子氏 西橋 豊治 浦河 梅田牧場 520－ 61：13．91	 17．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 51，286，400円 複勝： 79，884，000円 枠連： 29，633，000円
馬連： 118，865，100円 馬単： 51，184，000円 ワイド： 83，634，900円
3連複： 185，628，700円 3連単： 231，015，200円 計： 831，131，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，910円 複 勝 � 400円 � 130円 � 140円 枠 連（8－8） 2，590円

馬 連 �� 2，810円 馬 単 �� 6，500円

ワ イ ド �� 820円 �� 1，500円 �� 240円

3 連 複 ��� 3，270円 3 連 単 ��� 36，390円

票 数

単勝票数 計 512864 的中 � 21477（7番人気）
複勝票数 計 798840 的中 � 33920（7番人気）� 199695（1番人気）� 156548（2番人気）
枠連票数 計 296330 的中 （8－8） 8834（11番人気）
馬連票数 計1188651 的中 �� 32688（9番人気）
馬単票数 計 511840 的中 �� 5901（21番人気）
ワイド票数 計 836349 的中 �� 23731（8番人気）�� 12524（16番人気）�� 109646（1番人気）
3連複票数 計1856287 的中 ��� 42485（8番人気）
3連単票数 計2310152 的中 ��� 4602（98番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．7―12．0―11．4―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．3―35．0―47．0―58．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F36．2
3 7，14，16，3，15（9，12）（5，13）（4，6）（10，1）11，8，2 4 7（14，16）（3，15）（9，12）5，13（4，10）（6，1）2（8，11）

勝馬の
紹 介

�ペルペトゥオ �
�
父 Pioneerof the Nile �

�
母父 Hard Spun デビュー 2017．10．28 京都2着

2015．2．16生 牝4鹿 母 Ribbon Taffy 母母 Partyship 9戦3勝 賞金 30，350，000円
〔制裁〕 スーパーモリオン号の騎手北村友一は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：13番・12番・

11番・10番）
ペルペトゥオ号の騎手福永祐一は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：14番）

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ゼットマックイーン号
（非抽選馬） 1頭 アーバンイェーガー号



10045 3月31日 曇 良 （31阪神2）第4日 第9競走 ��
��2，000�

あ か し

明 石 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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

811 エーティーラッセン 牡5鹿 57 四位 洋文荒木 徹氏 木原 一良 新ひだか 前田牧場 506－ 22：04．7 6．2�
22 バイオスパーク 牡4黒鹿57 戸崎 圭太宮田 直也氏 浜田多実雄 浦河 小島牧場 480－ 62：04．8� 6．1�
11 アイスストーム 牡4鹿 57 岩田 康誠ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 528－ 2 〃 クビ 4．0�
44 バレーノロッソ 牡4栗 57 菱田 裕二 �社台レースホース石坂 公一 千歳 社台ファーム 500＋ 42：05．22� 11．6�
33 マイネルアトゥー 牡6青鹿57 F．ミナリク �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 456－ 42：05．62� 30．2	
（独）

810 モ ザ イ ク 牡5黒鹿57 福永 祐一吉田 和美氏 奥村 豊 新ひだか 本桐牧場 464± 0 〃 クビ 3．6

78 ナリタゴールド 	7鹿 57 池添 謙一�オースミ 松永 昌博 千歳 社台ファーム 426± 02：06．02� 18．3�
79 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± 02：06．2
 34．2�
55 ジョーマイク 	6栗 57 �島 良太上田けい子氏 中竹 和也 新ひだか 平野牧場 484± 02：06．41� 145．8
67 ミヤジユウダイ 牡5鹿 57 和田 竜二曽我 司氏 川村 禎彦 安平 ノーザンファーム 548＋ 22：06．5
 32．5�
66 インターセクション 牡4栗 57 藤岡 康太ゴドルフィン 大久保龍志 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 490＋ 22：07．35 6．1�
（11頭）

売 得 金
単勝： 43，207，900円 複勝： 54，880，300円 枠連： 23，346，400円
馬連： 104，082，400円 馬単： 45，688，900円 ワイド： 60，117，300円
3連複： 138，468，800円 3連単： 202，690，400円 計： 672，482，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 200円 � 210円 � 170円 枠 連（2－8） 630円

馬 連 �� 1，910円 馬 単 �� 3，630円

ワ イ ド �� 640円 �� 530円 �� 580円

3 連 複 ��� 3，050円 3 連 単 ��� 20，940円

票 数

単勝票数 計 432079 的中 � 55029（5番人気）
複勝票数 計 548803 的中 � 68000（4番人気）� 66238（5番人気）� 88824（2番人気）
枠連票数 計 233464 的中 （2－8） 28306（3番人気）
馬連票数 計1040824 的中 �� 42218（8番人気）
馬単票数 計 456889 的中 �� 9431（15番人気）
ワイド票数 計 601173 的中 �� 23666（8番人気）�� 29701（6番人気）�� 26667（7番人気）
3連複票数 計1384688 的中 ��� 34019（9番人気）
3連単票数 計2026904 的中 ��� 7015（70番人気）

ハロンタイム 13．1―12．3―13．9―12．9―12．9―13．4―11．8―11．5―11．2―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―25．4―39．3―52．2―1：05．1―1：18．5―1：30．3―1：41．8―1：53．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エーティーラッセン �
�
父 サマーバード �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2016．10．9 京都1着

2014．4．5生 牡5鹿 母 チャームレディ 母母 ダンシングゴッデス 16戦3勝 賞金 52，991，000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。

10046 3月31日 曇 良 （31阪神2）第4日 第10競走 ��
��2，400�

みどうすじ

御堂筋ステークス
発走15時00分 （芝・右・外）
4歳以上，1，600万円以下，30．3．31以降31．3．24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 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．1
2：20．6

良
良

44 シルヴァンシャー 牡4鹿 55 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 480＋ 62：26．1 2．8�
11 ヴァントシルム 牡5鹿 55 川田 将雅 �キャロットファーム 須貝 尚介 洞�湖 レイクヴィラファーム B484± 0 〃 クビ 4．0�
55 プリンスオブペスカ 牡5鹿 55 藤井勘一郎山田信太郎氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 474＋ 22：26．2� 5．9�
33 アフリカンゴールド 牡4栗 55 松若 風馬ゴドルフィン 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466＋ 2 〃 ハナ 4．1�
89 メイショウキトラ 牡8栗 52 横山 典弘松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 磯野牧場 498± 02：27．58 30．1�
77 	 スティルウォーター 牝6黒鹿52 四位 洋文 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 寺島 良 新ひだか 橋本牧場 416－ 82：28．13
 20．7

66 ウインブルーローズ 牡7鹿 51 高倉 稜	ウイン 高橋 祥泰 浦河 鎌田 正嗣 B492－ 8 〃 ハナ 154．3�
88 プロフェット 牡6鹿 56 松山 弘平 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 478± 02：28．84 26．9�
22 タガノグルナ 牡5鹿 54 菱田 裕二八木 良司氏 大根田裕之 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 492＋ 42：28．9� 8．7
（9頭）

売 得 金
単勝： 70，757，800円 複勝： 70，845，400円 枠連： 20，792，500円
馬連： 135，623，200円 馬単： 68，980，600円 ワイド： 77，955，800円
3連複： 173，347，000円 3連単： 335，694，300円 計： 953，996，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 130円 � 140円 枠 連（1－4） 530円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 880円

ワ イ ド �� 210円 �� 290円 �� 310円

3 連 複 ��� 800円 3 連 単 ��� 2，660円

票 数

単勝票数 計 707578 的中 � 199184（1番人気）
複勝票数 計 708454 的中 � 178073（1番人気）� 138589（2番人気）� 111234（4番人気）
枠連票数 計 207925 的中 （1－4） 30251（1番人気）
馬連票数 計1356232 的中 �� 202765（1番人気）
馬単票数 計 689806 的中 �� 58727（1番人気）
ワイド票数 計 779558 的中 �� 101043（1番人気）�� 65573（3番人気）�� 59662（5番人気）
3連複票数 計1733470 的中 ��� 161191（2番人気）
3連単票数 計3356943 的中 ��� 91397（2番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―12．2―11．8―12．1―12．5―12．4―12．3―12．2―11．8―11．8―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．8―24．2―36．4―48．2―1：00．3―1：12．8―1：25．2―1：37．5―1：49．7―2：01．5―2：13．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シルヴァンシャー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Jade Hunter デビュー 2017．9．10 阪神1着

2015．3．28生 牡4鹿 母 ア ゼ リ 母母 Zodiac Miss 8戦4勝 賞金 53，237，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 プリンスオブペスカ号の騎手藤井勘一郎は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

１レース目 ３レース目



10047 3月31日 曇 良 （31阪神2）第4日 第11競走 ��
��2，000�第63回大 阪 杯（ＧⅠ）

発走15時40分 （芝・右）
4歳以上；負担重量は，57�，牝馬2�減

日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 120，000，000円 48，000，000円 30，000，000円 18，000，000円 12，000，000円
付 加 賞 2，982，000円 852，000円 426，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

1：57．2
1：56．1
1：58．2

良
良
良

33 ア ル ア イ ン 牡5鹿 57 北村 友一 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B524－ 42：01．0 22．2�
46 キ セ キ 牡5黒鹿57 川田 将雅石川 達絵氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 508＋ 2 〃 クビ 4．1�
22 ワグネリアン 牡4鹿 57 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 468＋ 82：01．1クビ 8．2�
11 マ カ ヒ キ 牡6鹿 57 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 506－ 82：01．2� 37．4�
69 エアウィンザー 牡5黒鹿57 浜中 俊 �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム 504－ 8 〃 クビ 9．3	
57 ブラストワンピース 牡4鹿 57 池添 謙一 �シルクレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 530－ 42：01．3	 3．2

813 スティッフェリオ 牡5鹿 57 田辺 裕信 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 450± 02：01．51
 119．5�
45 ムイトオブリガード 牡5鹿 57 横山 典弘市川義美ホール

ディングス� 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 490± 02：01．6クビ 218．9�
814 ダンビュライト 牡5黒鹿57 松若 風馬 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 482－10 〃 クビ 57．6
34 エポカドーロ 牡4黒鹿57 戸崎 圭太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤原 英昭 新ひだか 田上 徹 490－ 62：02．02 14．3�
711 ペルシアンナイト 牡5黒鹿57 M．デムーロ�G1レーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム 494＋ 2 〃 クビ 7．3�
58 サングレーザー 牡5青鹿57 F．ミナリク�G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム 488＋102：02．1クビ 13．5�

（独）

610 ステイフーリッシュ 牡4鹿 57 藤岡 康太 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 454－ 62：02．41� 94．8�
712 ステルヴィオ 牡4鹿 57 丸山 元気 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 478－122：02．5� 12．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 701，929，400円 複勝： 778，011，100円 枠連： 392，095，600円 馬連： 2，236，529，800円 馬単： 862，596，500円
ワイド： 1，153，570，200円 3連複： 3，492，784，900円 3連単： 5，626，334，200円 5重勝： 593，596，600円 計： 15，837，448，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，220円 複 勝 � 450円 � 180円 � 320円 枠 連（3－4） 1，750円

馬 連 �� 3，680円 馬 単 �� 10，940円

ワ イ ド �� 1，090円 �� 2，880円 �� 880円

3 連 複 ��� 10，740円 3 連 単 ��� 93，560円

5 重 勝
対象競走：阪神9R／中山10R／阪神10R／中山11R／阪神11R

キャリーオーバー なし����� 269，810円

票 数

単勝票数 計7019294 的中 � 251922（9番人気）
複勝票数 計7780111 的中 � 387328（9番人気）� 1347732（2番人気）� 594414（5番人気）
枠連票数 計3920956 的中 （3－4） 173196（8番人気）
馬連票数 計22365298 的中 �� 470981（16番人気）
馬単票数 計8625965 的中 �� 59112（48番人気）
ワイド票数 計11535702 的中 �� 275884（15番人気）�� 99469（36番人気）�� 347164（7番人気）
3連複票数 計34927849 的中 ��� 243686（43番人気）
3連単票数 計56263342 的中 ��� 43598（336番人気）
5重勝票数 差引計5935966（返還計230813） 的中 ����� 1540

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．7―36．4―49．1―1：01．3―1：13．7―1：25．5―1：36．9―1：48．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ア ル ア イ ン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Essence of Dubai デビュー 2016．10．29 京都1着

2014．5．1生 牡5鹿 母 ドバイマジェスティ 母母 Great Majesty 15戦5勝 賞金 488，702，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 マカヒキ号の騎手岩田康誠は，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：11番）
〔その他〕 エポカドーロ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 エポカドーロ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成31年4月30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。

10048 3月31日 曇 稍重 （31阪神2）第4日 第12競走 ��
��1，400�

な る と

鳴門ステークス
発走16時25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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

11 ヌーディーカラー 牡4鹿 57 福永 祐一吉澤 克己氏 宮本 博 日高 日高大洋牧場 470± 01：23．7 13．6�
816� シ ヴ ァ ー ジ 牡4栗 57 川田 将雅 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 米 Hinkle Farms B498－ 6 〃 クビ 2．6�
714 フュージョンロック 牡5栗 57 藤井勘一郎金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 494－ 4 〃 アタマ 17．8�
35 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 492－10 〃 アタマ 162．8�
815 シ ョ ー ム 牡4栗 57 田辺 裕信西森 鶴氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 484－121：23．8クビ 6．2�
47 アンティノウス 	5黒鹿57 丸山 元気 	サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 528－ 41：24．01
 21．2

23 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 498－12 〃 アタマ 4．4�
48 ク ラ イ シ ス 牡6鹿 57 藤岡 康太前田 幸治氏 �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 490－ 41：24．21
 33．1�
36 ビックリシタナモー 牡5黒鹿57 松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 日高 中原牧場 506－ 61：24．62� 50．9
510 マジカルスペル 牡5芦 57 北村 友一吉田 勝己氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 530－ 8 〃 ハナ 5．1�
713 カ ラ ク プ ア 	6黒鹿57 F．ミナリク�ノースヒルズ 松田 国英 新冠 パカパカ

ファーム B486－ 61：24．7� 107．0�
（独）

59 メリートーン 牝6鹿 55 荻野 極水上ふじ子氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 468＋ 21：24．8� 63．2�
12 ケ イ マ 牡6鹿 57 国分 恭介石川 幸司氏 牧田 和弥 新ひだか 徳本 幸雄 B498＋ 21：25．65 105．4�
24  ターゲリート 牡6黒鹿57 岩田 康誠�G1レーシング 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490± 01：26．23� 122．0�
611 メイショウオルソ 牡6黒鹿57 太宰 啓介松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 日の出牧場 518－ 6 （競走中止） 252．7�
612 クリノフラッシュ 牝4青鹿55 和田 竜二栗本 博晴氏 橋田 満 日高 白井牧場 B436± 0 （競走中止） 48．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 137，979，800円 複勝： 167，028，700円 枠連： 72，226，700円
馬連： 293，259，900円 馬単： 128，952，500円 ワイド： 210，676，700円
3連複： 463，064，300円 3連単： 669，427，600円 計： 2，142，616，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，360円 複 勝 � 290円 � 130円 � 380円 枠 連（1－8） 1，150円

馬 連 �� 1，650円 馬 単 �� 4，260円

ワ イ ド �� 580円 �� 2，930円 �� 670円

3 連 複 ��� 6，550円 3 連 単 ��� 46，280円

票 数

単勝票数 計1379798 的中 � 80904（5番人気）
複勝票数 計1670287 的中 � 124728（5番人気）� 457917（1番人気）� 87113（6番人気）
枠連票数 計 722267 的中 （1－8） 48350（5番人気）
馬連票数 計2932599 的中 �� 137561（6番人気）
馬単票数 計1289525 的中 �� 22659（16番人気）
ワイド票数 計2106767 的中 �� 97919（5番人気）�� 17256（27番人気）�� 82538（7番人気）
3連複票数 計4630643 的中 ��� 53004（17番人気）
3連単票数 計6694276 的中 ��� 10485（135番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―34．9―46．9―59．1―1：10．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヌーディーカラー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2017．11．19 京都1着

2015．3．19生 牡4鹿 母 アドマイヤエバート 母母 ラスティックベル 11戦4勝 賞金 60，683，000円
〔競走中止〕 クリノフラッシュ号は，最後の直線コースで，内側に斜行した「フュージョンロック」号に触れ，転倒したため競走中止。

メイショウオルソ号は，最後の直線コースで，転倒した「クリノフラッシュ」号に触れてつまずき，騎手が落馬したため競走
中止。

〔制裁〕 フュージョンロック号の騎手藤井勘一郎は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて平成31年4月6日から平成31年
4月14日まで騎乗停止。（被害馬：12番・4番・11番）

※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 グロワールシチー号
※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。

５レース目



（31阪神2）第4日 3月31日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 176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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

427，260，000円
12，890，000円
22，270，000円
5，370，000円
53，170，000円
8，000，000円
73，894，000円
5，042，000円
1，689，600円

勝馬投票券売得金
1，288，670，000円
1，721，188，800円
667，880，100円
3，407，178，300円
1，437，138，200円
2，006，222，100円
5，245，947，600円
8，146，464，000円
593，596，600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
5 重 勝
計 24，514，285，700円

総入場人員 36，557名 （有料入場人員 35，257名）
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