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04121 3月18日 雨 不良 （5阪神1） 第11日 第1競走 ��1，400�3歳未勝利
発走9時55分 （ダート・右）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

59 オールアイウォント 牝3鹿 54 松山 弘平 �社台レースホース森田 直行 千歳 社台ファーム 446－ 41：25．0 2．6�
713 カネトシフラム 牝3青鹿 54

51 ▲田口 貫太兼松 昌男氏 大橋 勇樹 浦河 高昭牧場 450＋ 21：25．11 2．0�
35 ステラライズ 牝3黒鹿54 酒井 学安原 浩司氏 須貝 尚介 浦河 三嶋牧場 470－101：25．62� 10．2�
12 ホウオウマーメイド 牝3鹿 54 藤岡 佑介小笹 芳央氏 安田 翔伍 新ひだか 岡田スタツド 474 ―1：25．92 7．1�
816 ハワイアンパレス 牝3栗 54 小牧 太小林 量氏 服部 利之 青森 風ノ丘ファーム 470＋ 21：26．64 260．2�
510 ロ ー ズ パ イ 牝3鹿 54 吉田 隼人杉山 忠国氏 岡田 稲男 新ひだか 明治牧場 466－ 41：26．7クビ 31．3	
48 ビナカントー 牝3鹿 54 川須 栄彦井之口二三雄氏 服部 利之 新冠 大林ファーム 460－ 21：27．23 60．5

24 ヴィヴラガレット 牝3栗 54

51 ▲今村 聖奈橋場 勇二氏 宮 徹 日高 庄野牧場 434± 01：27．41� 36．2�
815 ウィズダムハート 牝3黒鹿54 藤岡 康太フィールドレーシング 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 428－ 81：27．5クビ 57．0�
23 ウ ィ ン サ ム 牝3青 54

53 ☆小沢 大仁 カナヤマホール
ディングス 松下 武士 平取 赤石牧場 496 ―1：27．71� 138．5�

611 ミスフライデー 牝3芦 54 池添 謙一木部 厳生氏 浜田多実雄 日高 木部ファーム 434－ 61：27．8クビ 117．6�
11 エメイヴェイモン 牝3芦 54 川島 信二前田 幸大氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 482＋ 41：27．9� 96．8�
47 アオイダリア 牝3黒鹿54 藤懸 貴志鈴木 照雄氏 高橋 康之 浦河 鎌田 正嗣 428－ 61：28．32� 284．1�
714 ヤマカツリン 牝3黒鹿 54

50 ★河原田菜々山田 和夫氏 小栗 実 新ひだか フジワラフアーム 432－221：28．41 245．8�
612 ブルーカノン 牝3栗 54 松田 大作嶽﨑 元彦氏 西園 正都 浦河 桑田牧場 434－ 41：28．93 360．3�
36 トゥインクルーガー 牝3栗 54 荻野 琢真山田 裕仁氏 松下 武士 新ひだか 畠山牧場 456－ 61：29．75 438．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，536，800円 複勝： 32，985，300円 枠連： 7，581，600円
馬連： 36，753，700円 馬単： 19，207，600円 ワイド： 34，483，500円
3連複： 62，607，100円 3連単： 74，906，300円 計： 294，061，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 110円 � 110円 � 170円 枠 連（5－7） 280円

馬 連 �� 270円 馬 単 �� 590円

ワ イ ド �� 150円 �� 350円 �� 280円

3 連 複 ��� 680円 3 連 単 ��� 2，770円

票 数

単勝票数 計 255368 的中 � 78250（2番人気）
複勝票数 計 329853 的中 � 111405（1番人気）� 105403（2番人気）� 25724（4番人気）
枠連票数 計 75816 的中 （5－7） 20849（1番人気）
馬連票数 計 367537 的中 �� 103281（1番人気）
馬単票数 計 192076 的中 �� 24322（2番人気）
ワイド票数 計 344835 的中 �� 76839（1番人気）�� 20292（5番人気）�� 27373（3番人気）
3連複票数 計 626071 的中 ��� 68390（2番人気）
3連単票数 計 749063 的中 ��� 19563（5番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―12．3―12．2―12．3―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．7―36．0―48．2―1：00．5―1：12．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F36．8
3 ・（15，9，13）（5，10）16（7，2，11）8，4，14－1，12，3－6 4 ・（15，9，13）－（5，10）（16，2）－7（8，11）－（4，14）－1，3，12－6

勝馬の
紹 介

オールアイウォント �
�
父 マインドユアビスケッツ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2022．11．5 阪神4着

2020．3．7生 牝3鹿 母 ハシッテホシーノ 母母 ア ド マ イ ス 5戦1勝 賞金 12，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トゥインクルーガー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年5月18日まで平地

競走に出走できない。

04122 3月18日 雨 不良 （5阪神1） 第11日 第2競走 ��
��1，800�3歳未勝利

発走10時25分 （ダート・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

22 � ミスティックロア 牡3芦 56 川田 将雅 DMMドリームクラブ� 矢作 芳人 米
Lewis Thor-
oughbred
Breeding LLC

508± 01：52．8 1．2�
11 � ラップスター 牡3黒鹿56 松山 弘平藤田 晋氏 森 秀行 米 Hartmut H. Mallu-

che & Silesia Farm 494－ 61：52．9クビ 4．3�
44 タマモマスラオ 牡3黒鹿 56

55 ☆小沢 大仁タマモ� 緒方 努 新ひだか 岡田牧場 484± 01：54．610 85．9�
55 スナークドリアン 牡3鹿 56 和田 竜二杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 三石川上牧場 516＋ 2 〃 ハナ 20．1�
79 ルーヴェローチェ 牡3鹿 56 中井 裕二石瀬 浩三氏 川村 禎彦 新冠 村田牧場 502＋ 41：55．23� 106．3�
810� シゲルソロソロ 牝3鹿 54

51 ▲田口 貫太森中 啓子氏 谷 潔 米
Kathryn Nikkel,
Old Dominion &
Sanford Robertson

456－ 41：55．51	 31．9	
33 アナザーエース 牡3栗 56

53 ▲今村 聖奈 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 宮 徹 新ひだか 岡田牧場 498＋ 21：55．71� 113．2


811 ロブロイズハート 牡3青鹿56 藤岡 康太自由が丘サラブレッ
ド倶楽部 
島 一歩 日高 U・M・A 440＋ 41：55．8� 215．8�

66 シンキングサベージ 牡3鹿 56 団野 大成佐藤 雄司氏 鹿戸 雄一 新冠 浜口牧場 492－ 41：55．9クビ 71．0�
67 キャリアパス 牡3栗 56 藤懸 貴志�明栄商事 小西 一男 新ひだか 増本牧場 B526－ 4 〃 クビ 419．9
78 � フリーウィーリング 牡3黒鹿56 藤岡 佑介ゴドルフィン 中内田充正 米 Lazy F Ranch

& W. S. Farish 534 ―1：56．1	 13．8�
（11頭）

売 得 金
単勝： 35，798，300円 複勝： 125，137，500円 枠連： 7，912，200円
馬連： 37，125，900円 馬単： 33，103，400円 ワイド： 36，413，900円
3連複： 60，238，500円 3連単： 130，260，600円 計： 465，990，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 100円 � 110円 � 460円 枠 連（1－2） 160円

馬 連 �� 160円 馬 単 �� 190円

ワ イ ド �� 120円 �� 650円 �� 1，310円

3 連 複 ��� 1，910円 3 連 単 ��� 3，750円

票 数

単勝票数 計 357983 的中 � 233006（1番人気）
複勝票数 計1251375 的中 � 1014997（1番人気）� 91932（2番人気）� 9262（7番人気）
枠連票数 計 79122 的中 （1－2） 37434（1番人気）
馬連票数 計 371259 的中 �� 171723（1番人気）
馬単票数 計 331034 的中 �� 127555（1番人気）
ワイド票数 計 364139 的中 �� 117972（1番人気）�� 10387（9番人気）�� 4837（14番人気）
3連複票数 計 602385 的中 ��� 23548（7番人気）
3連単票数 計1302606 的中 ��� 25129（11番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―13．9―12．7―12．7―12．9―12．5―12．2―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．9―37．8―50．5―1：03．2―1：16．1―1：28．6―1：40．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ミスティックロア �
�
父 Arrogate �

�
母父 Tiznow デビュー 2023．2．26 阪神2着

2020．2．5生 牡3芦 母 Folklore 母母 Contrive 2戦1勝 賞金 7，700，000円
〔3走成績による出走制限〕 キャリアパス号は，「3走成績による出走制限」のため，令和5年5月18日まで平地競走に出走できな

い。

第１回 阪神競馬 第11日



04123 3月18日 雨 不良 （5阪神1） 第11日 第3競走 ��1，200�3歳未勝利
発走10時55分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．4

重
不良

35 グ ッ ジ ョ ブ 牡3鹿 56 浜中 俊馬場 幸夫氏 牧浦 充徳 平取 雅 牧場 B444± 01：11．9 3．0�
611 ワンダーカラフル 牡3栗 56 川須 栄彦山本 能成氏 河内 洋 新ひだか 米田牧場 B494＋ 21：12．54 7．2�
11 エニーデイナウ 牝3青鹿54 松田 大作�三嶋牧場 坂口 智康 浦河 三嶋牧場 466－ 21：12．81� 31．0�
48 ノイアーターク �3鹿 56 藤岡 康太 �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム 452－ 21：13．01� 16．7�
59 タマモメガジョッキ 牡3鹿 56

55 ☆小沢 大仁タマモ� 緒方 努 新ひだか フジワラフアーム 472± 01：13．1クビ 46．3	
12 ヘイローグラン 牡3栗 56 団野 大成林 進氏 笹田 和秀 浦河 高昭牧場 450－ 4 〃 アタマ 22．1

24 フルオブプレイズ 牡3栗 56 松山 弘平 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 小林 真也 新冠 松浦牧場 472－ 81：13．52� 15．6�
36 シゲルダンガン 牡3鹿 56 酒井 学森中 啓子氏 谷 潔 新ひだか グローリーファーム B502＋ 41：14．03 15．3�
816 キ ス ウ マ イ 牡3青鹿56 藤懸 貴志山下 良子氏 松永 幹夫 熊本 本田 土寿 474＋ 4 〃 ハナ 38．0
714 タムロショウリュー 牡3栗 56

52 ★河原田菜々谷口 屯氏 西園 正都 浦河 木戸口牧場 B482＋ 61：14．21� 4．2�
612 ノ リ ノ リ 牡3鹿 56 高倉 稜岡 浩二氏 石橋 守 青森 マルシチ牧場 500± 01：14．52 78．6�
713 サムシンググッド �3青鹿56 吉田 隼人吉田 千津氏 新谷 功一 浦河 杵臼牧場 424－12 〃 ハナ 29．1�
47 テイエムジンリョク 牡3黒鹿56 太宰 啓介竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 タニグチ牧場 536－101：14．92 574．5�
815 ヨドノルーキー 牡3鹿 56 藤岡 佑介海原 聖一氏 飯田 雄三 浦河 林農場 404＋ 61：15．0� 20．7�
23 ベントディパーチェ 牡3栗 56

53 ▲田口 貫太伊藤 篤氏 角田 晃一 様似 小田牧場 444－ 61：15．2� 270．4�
510 シゲルマッハ 牡3黒鹿 56

53 ▲今村 聖奈森中 啓子氏 藤沢 則雄 日高 スウィング
フィールド牧場 490－ 21：15．62� 7．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，320，300円 複勝： 45，972，300円 枠連： 9，810，400円
馬連： 46，713，600円 馬単： 20，591，000円 ワイド： 50，692，800円
3連複： 80，205，000円 3連単： 75，517，900円 計： 361，823，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 200円 � 600円 枠 連（3－6） 730円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 1，250円

ワ イ ド �� 320円 �� 1，570円 �� 3，490円

3 連 複 ��� 7，840円 3 連 単 ��� 27，250円

票 数

単勝票数 計 323203 的中 � 85456（1番人気）
複勝票数 計 459723 的中 � 118673（1番人気）� 58035（3番人気）� 13632（10番人気）
枠連票数 計 98104 的中 （3－6） 10331（3番人気）
馬連票数 計 467136 的中 �� 44423（2番人気）
馬単票数 計 205910 的中 �� 12310（1番人気）
ワイド票数 計 506928 的中 �� 46732（1番人気）�� 7725（17番人気）�� 3391（44番人気）
3連複票数 計 802050 的中 ��� 7670（21番人気）
3連単票数 計 755179 的中 ��� 2009（62番人気）

ハロンタイム 12．3―11．3―11．7―12．1―12．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．6―35．3―47．4―59．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グ ッ ジ ョ ブ �
�
父 ベストウォーリア �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2022．10．8 東京3着

2020．4．28生 牡3鹿 母 ハッピーロングラン 母母 ハッピーラン 6戦1勝 賞金 11，580，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ブルースペース号

04124 3月18日 曇 不良 （5阪神1） 第11日 第4競走 ��1，400�3歳1勝クラス
発走11時25分 （ダート・右）

牝；負担重量は，馬齢重量
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

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

79 ミラクルティアラ 牝3栗 54 松山 弘平 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 436＋ 21：23．9 1．7�
812 エイトスターズ 牝3黒鹿54 吉田 隼人武田 修氏 坂口 智康 洞�湖 レイクヴィラファーム 456－ 21：25．07 78．3�
33 シ ャ ウ ラ 牝3鹿 54 団野 大成 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 義忠 新冠 カミイスタット 454＋ 81：25．1クビ 51．6�
11 リヤンドメテオール 牝3鹿 54 藤岡 佑介 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 470－ 6 〃 クビ 13．7�
68 エーティースピカ 牝3鹿 54 酒井 学菅藤 孝雄氏 木原 一良 新ひだか 岡田牧場 498－ 41：25．52� 105．1	
56 ディクレアブルーム 牝3鹿 54 和田 竜二�大樹ファーム 辻野 泰之 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 462± 01：26．03 4．8

710 フィンガークリック 牝3鹿 54 浜中 俊吉田 照哉氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 500－ 21：26．32 5．4�
22 タガノエヴリン 牝3鹿 54 太宰 啓介八木 良司氏 石橋 守 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 470＋ 61：26．4� 35．5�
67 スクルプトーリス 牝3鹿 54 松田 大作中村 智幸氏 松下 武士 新ひだか ケイアイファーム 442＋ 61：26．6� 95．5
811� ワンオアエイト 牝3黒鹿54 川須 栄彦村岡 曉憲氏 的場 均 浦河 成隆牧場 434－161：27．34 508．4�
44 ダノンセシボン 牝3黒鹿 54

51 ▲今村 聖奈�ダノックス 千田 輝彦 日高 白井牧場 506－141：27．41 7．3�
55 エ メ ラ ダ 牝3栗 54 池添 謙一 �ゴールドアップ・

カンパニー 長谷川浩大 新ひだか ゴールドアップカンパニー 430＋ 41：31．3大差 140．2�
（12頭）

売 得 金
単勝： 40，298，300円 複勝： 100，260，700円 枠連： 8，178，500円
馬連： 48，238，300円 馬単： 25，620，400円 ワイド： 46，964，000円
3連複： 75，209，400円 3連単： 106，783，800円 計： 451，553，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 1，090円 � 720円 枠 連（7－8） 3，120円

馬 連 �� 5，800円 馬 単 �� 7，640円

ワ イ ド �� 1，870円 �� 1，470円 �� 18，990円

3 連 複 ��� 45，370円 3 連 単 ��� 157，030円

票 数

単勝票数 計 402983 的中 � 181147（1番人気）
複勝票数 計1002607 的中 � 662534（1番人気）� 8335（8番人気）� 13082（7番人気）
枠連票数 計 81785 的中 （7－8） 2028（9番人気）
馬連票数 計 482383 的中 �� 6443（15番人気）
馬単票数 計 256204 的中 �� 2514（21番人気）
ワイド票数 計 469640 的中 �� 6511（16番人気）�� 8406（13番人気）�� 620（49番人気）
3連複票数 計 752094 的中 ��� 1243（64番人気）
3連単票数 計1067838 的中 ��� 493（258番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．5―12．0―12．0―12．2―13．1

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミラクルティアラ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2022．10．16 阪神3着

2020．2．13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 6戦2勝 賞金 22，300，000円
〔その他〕 エメラダ号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



04125 3月18日 曇 重 （5阪神1） 第11日 第5競走 ��2，400�3歳未勝利
発走12時15分 （芝・右・外）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000円� コースレコード

中央レコード
2：24．1
2：20．6

良
良

11 スティーロポリス 牡3鹿 56 松山 弘平 �サンデーレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 494－ 42：28．7 3．6�
66 トラストエムシー 牡3黒鹿56 藤岡 康太�コスモ・コスモ 北出 成人 安平 ノーザンファーム 440－ 6 〃 クビ 5．4�
33 レジェンドシップ 牡3芦 56 川田 将雅 DMMドリームクラブ� 奥村 豊 新ひだか 岡田スタツド 444－122：28．8クビ 2．4�
55 ゴールデンスナップ 牝3芦 54 浜中 俊エースレーシング 田中 克典 浦河 三嶋牧場 452＋ 4 〃 クビ 30．1�
77 ジャスティンボルト 牡3鹿 56 吉田 隼人三木 正浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 540＋ 62：28．9アタマ 3．4	
88 ディアマイサン 牡3鹿 56 酒井 学吉田 晴哉氏 松下 武士 安平 追分ファーム 516－ 82：29．64 60．5

44 サンライズブラスト 牡3青鹿56 団野 大成�ライフハウス 石坂 公一 浦河 フクオカファーム 454＋162：30．34 146．9�
22 テーオーレガシー 牡3芦 56 和田 竜二小笹 公也氏 宮 徹 浦河 大島牧場 498－ 82：30．51� 33．7�
89 ジ ー フ ァ ー 牝3鹿 54

51 ▲今村 聖奈 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 寺島 良 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム B462－ 22：31．77 85．0
（9頭）

売 得 金
単勝： 48，680，900円 複勝： 49，863，500円 枠連： 6，460，400円
馬連： 39，976，400円 馬単： 26，942，500円 ワイド： 42，135，100円
3連複： 64，198，800円 3連単： 127，965，000円 計： 406，222，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 120円 � 140円 � 110円 枠 連（1－6） 940円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 1，680円

ワ イ ド �� 300円 �� 190円 �� 230円

3 連 複 ��� 520円 3 連 単 ��� 3，470円

票 数

単勝票数 計 486809 的中 � 106600（3番人気）
複勝票数 計 498635 的中 � 84595（2番人気）� 61055（4番人気）� 207964（1番人気）
枠連票数 計 64604 的中 （1－6） 5323（5番人気）
馬連票数 計 399764 的中 �� 36197（5番人気）
馬単票数 計 269425 的中 �� 11981（9番人気）
ワイド票数 計 421351 的中 �� 32129（6番人気）�� 60072（2番人気）�� 45550（3番人気）
3連複票数 計 641988 的中 ��� 91717（3番人気）
3連単票数 計1279650 的中 ��� 26717（12番人気）

ハロンタイム 13．0―11．4―12．9―12．8―12．7―12．4―12．6―12．3―12．4―12．0―11．7―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．0―24．4―37．3―50．1―1：02．8―1：15．2―1：27．8―1：40．1―1：52．5―2：04．5―2：16．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スティーロポリス �
�
父 リアルスティール �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2022．8．27 小倉9着

2020．2．19生 牡3鹿 母 マザーウェル 母母 シンコウラブリイ 4戦1勝 賞金 7，420，000円

04126 3月18日 曇 不良 （5阪神1） 第11日 第6競走 ��
��1，800�3歳1勝クラス

発走12時45分 （ダート・右）
負担重量は，馬齢重量
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

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

610 キ リ ン ジ 牡3鹿 56 藤岡 佑介岡 浩二氏 佐々木晶三 新ひだか 株式会社 サ
ンデーヒルズ 492＋ 61：52．4 23．4�

58 バリアントバイオ 牡3栗 56 松山 弘平バイオ� 今野 貞一 日高 中館牧場 506－ 6 〃 クビ 7．2�
713 メイクザビート 牡3鹿 56 藤岡 康太 �社台レースホース西園 正都 千歳 社台ファーム 496＋ 21：53．78 4．2�
611 ナスノカンゲツ 牡3栗 56 酒井 学�須野牧場 武井 亮 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 504－ 21：53．8� 28．4	
22 スタボーンイメル 牡3栗 56 藤懸 貴志ケーエスHD 高橋 義忠 新ひだか 前谷 武志 488－ 41：53．9クビ 79．3

59 メイショウコボケ 牝3黒鹿54 川須 栄彦松本 好雄氏 河内 洋 浦河 赤田牧場 492± 01：54．0� 14．3�
11 スズノハマヤ 牡3黒鹿56 吉田 隼人小紫 嘉之氏 石坂 公一 千歳 社台ファーム 474± 0 〃 ハナ 33．6�
47 ウェザーコック 牡3鹿 56

52 ★河原田菜々ゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 438－ 4 〃 クビ 33．8

815 サンマルパトロール 牡3黒鹿 56
53 ▲田口 貫太相馬 勇氏 大橋 勇樹 浦河 木戸口牧場 468－ 3 〃 ハナ 91．6�

712 ナチュラルリバー 牡3鹿 56 和田 竜二吉田 晴哉氏 武 英智 安平 追分ファーム 472－ 21：54．2� 47．7�
814 メイショウコガシラ 牡3黒鹿56 団野 大成松本 好雄氏 本田 優 浦河 村下 明博 492－ 61：54．3� 3．0�
34 タガノアレハンドラ 牝3鹿 54

53 ☆小沢 大仁八木 良司氏 西園 翔太 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 476－ 2 〃 ハナ 34．2�

35 シ ュ ニ ー 牝3芦 54 浜中 俊 �インゼルレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 450± 01：55．910 27．9�
23 プ メ ハ ナ 牝3栗 54 池添 謙一�ノースヒルズ �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 450＋ 21：56．21� 176．7�
46 テーオーリカード 牡3栗 56

53 ▲今村 聖奈小笹 公也氏 高柳 大輔 浦河 三嶋牧場 B478± 01：56．83	 4．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 43，685，600円 複勝： 59，178，200円 枠連： 13，069，700円
馬連： 57，339，800円 馬単： 22，089，300円 ワイド： 63，681，500円
3連複： 95，812，000円 3連単： 87，422，100円 計： 442，278，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，340円 複 勝 � 420円 � 210円 � 170円 枠 連（5－6） 3，080円

馬 連 �� 7，370円 馬 単 �� 18，970円

ワ イ ド �� 2，580円 �� 1，200円 �� 490円

3 連 複 ��� 7，310円 3 連 単 ��� 69，110円

票 数

単勝票数 計 436856 的中 � 14876（6番人気）
複勝票数 計 591782 的中 � 29438（6番人気）� 76814（4番人気）� 109264（2番人気）
枠連票数 計 130697 的中 （5－6） 3287（13番人気）
馬連票数 計 573398 的中 �� 6027（24番人気）
馬単票数 計 220893 的中 �� 873（62番人気）
ワイド票数 計 636815 的中 �� 5982（32番人気）�� 13317（10番人気）�� 36282（5番人気）
3連複票数 計 958120 的中 ��� 9822（23番人気）
3連単票数 計 874221 的中 ��� 917（218番人気）

ハロンタイム 13．2―11．0―13．3―12．6―12．8―12．5―12．2―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．2―37．5―50．1―1：02．9―1：15．4―1：27．6―1：39．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．5―3F37．0
1
3
・（5，8）10（7，11，9）（12，13）－14，1，15，3（4，6）2・（5，8）10（7，11，13）9（12，14）1，6（3，4）15，2

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

勝馬の
紹 介

キ リ ン ジ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 ルーラーシップ デビュー 2022．8．27 小倉5着

2020．5．5生 牡3鹿 母 タイムピース 母母 エアラグーン 6戦2勝 賞金 14，550，000円



04127 3月18日 曇 不良 （5阪神1） 第11日 第7競走 ��
��2，000�4歳以上1勝クラス

発走13時15分 （ダート・右）
負担重量は，58�，牝馬2�減
本 賞 8，000，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 800，000円� コースレコード

中央レコード
2：01．0
2：01．0

不良
不良

11 ソリダリティ 牡4栗 58 川田 将雅 �シルクレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 508＋ 22：05．6 1．5�
22 グローツラング 牡4芦 58 酒井 学市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 新冠 タニグチ牧場 524－ 4 〃 クビ 24．7�
44 サーティファイド 牡4鹿 58 藤岡 康太安原 浩司氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 476－ 22：06．45 10．1�
55 ロードマゼラン 牡4青鹿58 松山 弘平 �ロードホースクラブ 奥村 豊 新ひだか ケイアイファーム 508＋ 4 〃 クビ 5．5�
66 マリオンエール 牝5鹿 56 浜中 俊サン 安達 昭夫 平取 坂東牧場 464± 02：06．93 8．3	
33 タマモモンレーブ 牡4芦 58

55 ▲田口 貫太タマモ� 大橋 勇樹 新冠 守矢牧場 494± 02：07．21	 9．8

88 ナムラスワガー 牡5鹿 58 城戸 義政奈村 睦弘氏 荒川 義之 様似 林 時春 488－ 22：07．3	 32．7�
89 テーオーラファエロ 
5芦 58

54 ★河原田菜々小笹 公也氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 462＋ 62：08．57 72．8�
77 � リ ツ ィ タ ル 牝5栗 56 和田 竜二永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 398－ 22：08．92� 46．2

（9頭）

売 得 金
単勝： 37，388，600円 複勝： 142，713，900円 枠連： 7，135，100円
馬連： 41，027，900円 馬単： 31，834，100円 ワイド： 44，969，700円
3連複： 67，111，300円 3連単： 159，517，800円 計： 531，698，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 460円 � 210円 枠 連（1－2） 1，640円

馬 連 �� 1，750円 馬 単 �� 2，590円

ワ イ ド �� 610円 �� 330円 �� 1，830円

3 連 複 ��� 3，280円 3 連 単 ��� 11，270円

票 数

単勝票数 計 373886 的中 � 192048（1番人気）
複勝票数 計1427139 的中 � 1047941（1番人気）� 20792（7番人気）� 60173（5番人気）
枠連票数 計 71351 的中 （1－2） 3359（6番人気）
馬連票数 計 410279 的中 �� 18167（5番人気）
馬単票数 計 318341 的中 �� 9203（9番人気）
ワイド票数 計 449697 的中 �� 18688（8番人気）�� 39288（4番人気）�� 5665（19番人気）
3連複票数 計 671113 的中 ��� 15331（9番人気）
3連単票数 計1595178 的中 ��� 10261（38番人気）

ハロンタイム 13．2―11．5―11．6―13．4―12．5―12．9―13．2―12．5―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―24．7―36．3―49．7―1：02．2―1：15．1―1：28．3―1：40．8―1：52．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ソリダリティ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Concorde’s Tune デビュー 2021．9．19 中京3着

2019．2．23生 牡4栗 母 ミュージカルロマンス 母母 Candlelightdinner 8戦2勝 賞金 20，900，000円

04128 3月18日 曇 不良 （5阪神1） 第11日 第8競走 ��1，400�4歳以上1勝クラス
発走13時50分 （ダート・右）

牝；負担重量は，56�
本 賞 8，000，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 800，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

45 リーベサンライズ 牝5黒鹿56 団野 大成松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 440± 01：24．4 6．5�
33 ル シ ョ コ ラ 牝4青鹿56 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 470－ 2 〃 クビ 14．1�
812� バ ン ボ ー レ 牝5鹿 56

52 ★河原田菜々竹中 一彰氏 飯田 祐史 浦河 赤田牧場 450± 01：24．5クビ 20．1�
57 オースミリン 牝4栗 56 太宰 啓介�オースミ 荒川 義之 浦河 �川 啓一 450－ 4 〃 クビ 3．1�
68 � カンパニョーラ 牝4鹿 56 川須 栄彦辻 高史氏 伊坂 重信 日高 有限会社 エ

スティファーム 430－ 4 〃 ハナ 30．7�
710 エトワールジェンヌ 牝4鹿 56 藤岡 康太福盛 訓之氏 清水 久詞 むかわ 新井牧場 510＋ 21：24．71� 3．7	
22 ワイドアウェイク 牝5栗 56 酒井 学 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 502± 01：24．9	 22．1

44 スマートオリーブ 牝4鹿 56 藤懸 貴志大川 徹氏 矢作 芳人 浦河 三嶋牧場 476－ 2 〃 クビ 30．1�
813 ヤマカツパトリシア 牝6青 56

53 ▲田口 貫太山田 和夫氏 谷 潔 新ひだか フジワラフアーム 472＋ 41：25．0クビ 43．9�
56 ルパルテール 牝4鹿 56 吉田 隼人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 新谷 功一 新ひだか 三石橋本牧場 436± 01：25．1
 87．0
11 クレスケンスルーナ 牝4栗 56 高倉 稜ウエスト．フォレスト．

ステイブル� 吉田 直弘 浦河 杵臼斉藤牧場 476＋ 61：25．2
 23．4�
711 ミュアウッズ 牝6鹿 56

53 ▲今村 聖奈吉田 勝己氏 尾関 知人 安平 ノーザンファーム B574－181：27．0大差 6．5�
69 ラッピングカラーズ 牝4芦 56

55 ☆小沢 大仁 �コスモヴューファーム 宗像 義忠 新冠 コスモヴューファーム 474± 01：28．710 17．0�
（13頭）

売 得 金
単勝： 33，436，000円 複勝： 46，993，600円 枠連： 12，720，000円
馬連： 59，621，500円 馬単： 21，666，000円 ワイド： 54，406，500円
3連複： 90，646，500円 3連単： 89，034，700円 計： 408，524，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 210円 � 500円 � 510円 枠 連（3－4） 4，070円

馬 連 �� 4，010円 馬 単 �� 7，930円

ワ イ ド �� 1，470円 �� 2，380円 �� 4，210円

3 連 複 ��� 26，910円 3 連 単 ��� 140，320円

票 数

単勝票数 計 334360 的中 � 40769（3番人気）
複勝票数 計 469936 的中 � 72190（3番人気）� 22161（6番人気）� 21478（7番人気）
枠連票数 計 127200 的中 （3－4） 2422（17番人気）
馬連票数 計 596215 的中 �� 11515（14番人気）
馬単票数 計 216660 的中 �� 2047（27番人気）
ワイド票数 計 544065 的中 �� 9709（15番人気）�� 5886（26番人気）�� 3283（41番人気）
3連複票数 計 906465 的中 ��� 2526（84番人気）
3連単票数 計 890347 的中 ��� 460（422番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．5―12．1―12．1―12．5―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．0―34．5―46．6―58．7―1：11．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リーベサンライズ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 サンライズペガサス デビュー 2020．11．15 東京3着

2018．6．11生 牝5黒鹿 母 フォローハート 母母 フォローミー 20戦2勝 賞金 31，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラッピングカラーズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年4月18日まで平地

競走に出走できない。



04129 3月18日 曇 稍重 （5阪神1） 第11日 第9競走 ��
��2，600�

あ わ じ

淡 路 特 別
発走14時25分 （芝・右・外）
4歳以上，2勝クラス，R4．3．19以降R5．3．12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 15，500，000円 6，200，000円 3，900，000円 2，300，000円 1，550，000円
付 加 賞 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
2：35．1
2：35．1

良
良

44 エンドウノハナ 牡4栗 55 川田 将雅瀬谷 �雄氏 四位 洋文 浦河 ディアレスト
クラブ 466－ 22：39．1 1．6�

22 リンフレスカンテ 牡5黒鹿56 藤懸 貴志名古屋友豊� 宮本 博 千歳 社台ファーム 440＋ 22：39．73� 31．4�
79 ダノンターキッシュ 牡5鹿 55 松山 弘平�ダノックス 寺島 良 日高 下河辺牧場 456＋ 22：39．91� 19．7�
68 リ ア ド 牡4鹿 55 藤岡 康太大塚 亮一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 486＋ 42：40．0� 5．1�
56 ジ ェ ン ヌ 牝4鹿 53 吉田 隼人エムズレーシング 安達 昭夫 安平 ノーザンファーム 422＋ 82：40．42� 5．7	
811 テーオーソロス 牡5青鹿55 今村 聖奈小笹 公也氏 宮 徹 千歳 社台ファーム 476＋102：40．71� 78．3

67 レッドエンヴィー 牡7鹿 54 中井 裕二 �東京ホースレーシング 坂口 智康 安平 ノーザンファーム B510＋ 82：41．44 172．6�
11 	 ハーツオブシャカ 牡5鹿 55 浜中 俊 �CHEVAL AT-

TACHE 
島 一歩 浦河 辻 牧場 468－ 22：41．82� 48．6�
812 サンセットクラウド 牡4芦 56 藤岡 佑介前田 晋二氏 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 456＋ 62：42．22� 7．1
33 クリノキングボス 牡6栗 51 森 裕太朗栗本 博晴氏 天間 昭一 様似 様似渡辺牧場 474－10 〃 ハナ 434．5�
55 メイショウコジョウ 牡6鹿 55 酒井 学松本 好雄氏 石橋 守 浦河 林 孝輝 472± 02：42．51� 65．3�
710 ブラックラテ 牡5黒鹿56 団野 大成 �サンデーレーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 498＋ 4 〃 ハナ 127．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 50，465，700円 複勝： 73，996，000円 枠連： 13，044，700円
馬連： 78，971，300円 馬単： 36，485，800円 ワイド： 65，484，900円
3連複： 115，847，200円 3連単： 175，737，200円 計： 610，032，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 340円 � 350円 枠 連（2－4） 1，510円

馬 連 �� 1，580円 馬 単 �� 1，990円

ワ イ ド �� 650円 �� 580円 �� 2，350円

3 連 複 ��� 5，260円 3 連 単 ��� 15，020円

票 数

単勝票数 計 504657 的中 � 240806（1番人気）
複勝票数 計 739960 的中 � 348665（1番人気）� 32454（5番人気）� 31739（6番人気）
枠連票数 計 130447 的中 （2－4） 6662（7番人気）
馬連票数 計 789713 的中 �� 38620（6番人気）
馬単票数 計 364858 的中 �� 13683（8番人気）
ワイド票数 計 654849 的中 �� 26460（8番人気）�� 30278（6番人気）�� 6721（21番人気）
3連複票数 計1158472 的中 ��� 16501（17番人気）
3連単票数 計1757372 的中 ��� 8481（47番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―12．3―13．6―13．3―12．6―11．3―11．7―12．2―12．1―11．9―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
12．8―24．2―36．5―50．1―1：03．4―1：16．0―1：27．3―1：39．0―1：51．2―2：03．3―2：15．2―2：26．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エンドウノハナ �
�
父 トーセンラー �

�
母父 ハービンジャー デビュー 2021．12．4 阪神5着

2019．4．8生 牡4栗 母 ヌングロース 母母 ジェネスタキオン 10戦3勝 賞金 39，391，000円
〔制裁〕 リアド号の騎手藤岡康太は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：4番）

04130 3月18日 曇 稍重 （5阪神1） 第11日 第10競走 ��
��1，200�

よどやばし

淀屋橋ステークス
発走15時00分 （芝・右）
4歳以上，3勝クラス；負担重量は，58�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000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
1：06．7
1：05．8

良
良

59 クリノマジン 牡4鹿 58 和田 竜二栗本 守氏 高橋 義忠 浦河 高昭牧場 458－ 41：08．2 11．1�
510 ヨシノイースター 牡5黒鹿58 団野 大成清水 義德氏 中尾 秀正 浦河 ガーベラパー

クスタツド 484－ 2 〃 クビ 1．8�
48 インフィナイト 牝5黒鹿56 池添 謙一 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 512＋ 21：08．4� 9．1�
11 セ リ シ ア 牝5芦 56 太宰 啓介西田 彰宏氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 470－ 4 〃 アタマ 28．1�
24 ファイアダンサー 牝5青鹿56 吉田 隼人ゴドルフィン 鈴木慎太郎 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 454－ 41：08．5� 28．6�
815 ソ ウ テ ン 牡4鹿 58 藤岡 佑介林 正道氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 504＋ 4 〃 アタマ 7．8	
816 ジャカランダレーン 牝5黒鹿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 456＋ 2 〃 アタマ 8．3�
36 フォイアーロート 牡5青鹿58 中井 裕二吉田 勝己氏 中村 直也 安平 ノーザンファーム 474－ 41：08．6クビ 126．4�
23 ヴァーチャリティ 牝5鹿 56 松田 大作�桑田牧場 庄野 靖志 浦河 桑田牧場 B460－ 81：08．92 143．0
611 グッドマックス 牝6芦 56 藤懸 貴志長谷川光司氏 小林 真也 浦河 ヒダカフアーム 484＋121：09．11 126．1�
713 ミスボニータ 牝4青 56 松山 弘平 
スリーエイチレーシング 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 450－ 6 〃 クビ 14．2�
12 ランドオブリバティ 牡5鹿 58 浜中 俊吉田 照哉氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 476－ 4 〃 ハナ 13．2�
714 グレイトゲイナー 牡6青鹿58 森 裕太朗田中 慶治氏 森 秀行 浦河 谷川牧場 486＋ 21：09．2	 162．8�
612 カバーガール 牝5黒鹿56 酒井 学石川 達絵氏 清水 久詞 浦河 桑田牧場 482＋ 81：09．3	 116．9�
47 テーオーマルクス 牡6鹿 58 藤岡 康太小笹 公也氏 宮 徹 新ひだか 友田牧場 508－ 41：09．72 261．2�
35 アールクインダム 牝6黒鹿56 今村 聖奈前原 敏行氏 伊藤 大士 日高 シンボリ牧場 474－ 81：09．8� 90．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 60，796，300円 複勝： 79，872，700円 枠連： 28，175，700円
馬連： 114，718，500円 馬単： 41，186，600円 ワイド： 99，765，800円
3連複： 174，611，700円 3連単： 185，657，500円 計： 784，784，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，110円 複 勝 � 210円 � 120円 � 250円 枠 連（5－5） 930円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 2，480円

ワ イ ド �� 400円 �� 1，080円 �� 500円

3 連 複 ��� 2，320円 3 連 単 ��� 16，780円

票 数

単勝票数 計 607963 的中 � 43595（5番人気）
複勝票数 計 798727 的中 � 76768（4番人気）� 263943（1番人気）� 60384（6番人気）
枠連票数 計 281757 的中 （5－5） 23240（4番人気）
馬連票数 計1147185 的中 �� 100374（2番人気）
馬単票数 計 411866 的中 �� 12438（8番人気）
ワイド票数 計 997658 的中 �� 68072（2番人気）�� 21861（11番人気）�� 51970（4番人気）
3連複票数 計1746117 的中 ��� 56252（3番人気）
3連単票数 計1856575 的中 ��� 8020（43番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．0―11．1―11．2―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．0―45．1―56．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．2―3F34．2
3 8，2（1，10）（9，12）（3，7，13）（4，14）－（6，16）11－15－5 4 8，2（1，10）（7，9，12）（3，13）（4，14）（6，16）（15，11）－5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

クリノマジン �
�
父 ビッグアーサー �

�
母父 ステイゴールド デビュー 2021．9．18 中京4着

2019．3．18生 牡4鹿 母 トリンカファイブ 母母 レイドフラワー 15戦4勝 賞金 72，722，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 インフィナイト号の騎手池添謙一は，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：7番・6番・4番・

3番・2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） 3頭 ビアイ号・ブレスレスリー号・メイショウツツジ号



04131 3月18日 曇 稍重 （5阪神1） 第11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 189，000円 54，000円 27，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

88 ショウナンバシット 牡3鹿 56 川田 将雅国本 哲秀氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 496－ 62：02．7 2．2�
33 ラスハンメル 牡3青鹿56 藤岡 康太 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 524－10 〃 ハナ 20．0�
44 テ ィ ム ー ル 牡3黒鹿56 酒井 学前田 幸治氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム 440－ 62：02．91� 81．8�
22 ハーツコンチェルト 牡3鹿 56 松山 弘平 �グリーンファーム武井 亮 新冠 ハシモトフアーム 508＋122：03．0� 2．0�
11 マイネルエンペラー 牡3黒鹿56 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 新冠 ビッグレッドファーム 454－ 2 〃 クビ 8．4	
55 クールミラボー 牡3鹿 56 藤岡 佑介�G1レーシング 寺島 良 安平 ノーザンファーム 472－ 42：03．32 13．9

66 ミントマーク 牡3青鹿56 池添 謙一 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 464± 02：03．51� 24．4�
77 ロ ゼ ル 牡3青鹿56 浜中 俊田中 純一氏 大和田 成 浦河 杵臼牧場 456－ 42：03．7	 36．5�

（8頭）

売 得 金
単勝： 103，999，800円 複勝： 115，958，200円 枠連： 発売なし
馬連： 187，294，800円 馬単： 85，543，900円 ワイド： 114，481，700円
3連複： 243，573，900円 3連単： 533，966，100円 計： 1，384，818，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 430円 � 980円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 2，090円 馬 単 �� 2，810円

ワ イ ド �� 750円 �� 1，770円 �� 6，030円

3 連 複 ��� 17，720円 3 連 単 ��� 61，110円

票 数

単勝票数 計1039998 的中 � 367408（2番人気）
複勝票数 計1159582 的中 � 566667（1番人気）� 39819（6番人気）� 15757（8番人気）
馬連票数 計1872948 的中 �� 69366（7番人気）
馬単票数 計 855439 的中 �� 22831（10番人気）
ワイド票数 計1144817 的中 �� 43921（7番人気）�� 17421（16番人気）�� 4991（28番人気）
3連複票数 計2435739 的中 ��� 10308（34番人気）
3連単票数 計5339661 的中 ��� 6334（130番人気）

ハロンタイム 13．0―12．2―13．4―13．0―12．4―12．5―12．0―11．5―11．1―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―25．2―38．6―51．6―1：04．0―1：16．5―1：28．5―1：40．0―1：51．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ショウナンバシット 
�
父 シルバーステート 

�
母父 Medaglia d’Oro デビュー 2022．11．20 阪神3着

2020．2．14生 牡3鹿 母 ギ エ ム 母母 オーサムフェザー 5戦3勝 賞金 43，025，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりショウナンバシット号・ラスハンメル号は，皐月賞（GⅠ）競走に優先出走できる。

04132 3月18日 曇 不良 （5阪神1） 第11日 第12競走 ��1，400�4歳以上2勝クラス
発走16時10分 （ダート・右）

負担重量は，58�，牝馬2�減
本 賞 11，400，000円 4，600，000円 2，900，000円 1，700，000円 1，140，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

59 スウィートプロミス 牝4黒鹿56 池添 謙一 �グリーンファーム尾関 知人 新冠 ハシモトフアーム 456＋ 21：23．4 30．1�
35 シホノディレット 牡4鹿 58 藤岡 康太村瀬 寛紀氏 杉山 佳明 洞�湖 レイクヴィラファーム B534－ 61：23．72 7．8�
714 リュクスウォリアー 牡6鹿 58 藤懸 貴志田畑 憲士氏 平田 修 日高 庄野牧場 B514＋ 6 〃 アタマ 5．1�
612 エナジーロッソ 牝5鹿 56 浜中 俊 �キャピタル・システム 高柳 大輔 浦河 宮内牧場 B496＋ 41：24．22� 7．7�
24 ヴァクストゥーム 牡6鹿 58 和田 竜二 �ローレルレーシング 吉田 直弘 浦河 谷川牧場 468－10 〃 クビ 15．0�
47 ネイチャーカレン 牡6黒鹿58 松山 弘平 �サザンホールディング 根本 康広 新ひだか 高橋 修 458－101：24．3� 4．7	
510 フローラルビアンカ 牝4黒鹿56 藤岡 佑介ライオンレースホース� 田中 克典 安平 ノーザンファーム 482－ 41：24．4� 3．7

611 ゴールドクロス 牡8鹿 58 吉田 隼人河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 山岡ファーム 492＋ 21：24．72 24．5�
48 トーアエレクトロン 牡5鹿 58 酒井 学高山ランド� 羽月 友彦 豊浦トーア牧場 478－ 41：24．91� 31．9�
713 フォックススリープ 	5鹿 58 松田 大作石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 ラツキー牧場 462－ 41：25．0クビ 21．4
815
 メイショウストーム 	5鹿 58

55 ▲田口 貫太松本 好�氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 466－ 2 〃 クビ 76．8�
23 ジ ャ ッ ジ 牡6鹿 58 中井 裕二田島榮二郎氏 和田 雄二 新ひだか 元茂牧場 B510－ 81：25．21� 180．4�
11 ベ ラ ー ル 牡6黒鹿 58

57 ☆小沢 大仁安原 浩司氏 萩原 清 浦河 三嶋牧場 484－ 61：25．3クビ 45．7�
12 スラップショット 	5鹿 58 川島 信二�ノースヒルズ 大竹 正博 新ひだか 桜井牧場 482－ 41：25．61� 118．9�
36 
 アウトレイジング 牡5青鹿58 団野 大成三浦 勝仁氏 岩戸 孝樹 新ひだか 前田ファーム 418－ 81：25．92 49．8�
816 ポケットロケット 牝5栗 56

53 ▲今村 聖奈野田 政義氏 中尾 秀正 新冠 中村 弘昭 512＋ 21：26．64 27．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 55，190，900円 複勝： 68，739，400円 枠連： 25，616，100円
馬連： 108，940，200円 馬単： 39，385，600円 ワイド： 101，928，400円
3連複： 177，641，300円 3連単： 171，249，000円 計： 748，690，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，010円 複 勝 � 700円 � 340円 � 270円 枠 連（3－5） 1，910円

馬 連 �� 16，780円 馬 単 �� 38，360円

ワ イ ド �� 5，360円 �� 3，320円 �� 870円

3 連 複 ��� 38，290円 3 連 単 ��� 355，740円

票 数

単勝票数 計 551909 的中 � 14654（10番人気）
複勝票数 計 687394 的中 � 22894（11番人気）� 54735（5番人気）� 74544（3番人気）
枠連票数 計 256161 的中 （3－5） 10383（9番人気）
馬連票数 計1089402 的中 �� 5029（56番人気）
馬単票数 計 393856 的中 �� 770（111番人気）
ワイド票数 計1019284 的中 �� 4761（58番人気）�� 7761（42番人気）�� 31615（6番人気）
3連複票数 計1776413 的中 ��� 3479（129番人気）
3連単票数 計1712490 的中 ��� 349（1030番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―11．6―11．8―11．8―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．5―35．1―46．9―58．7―1：10．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スウィートプロミス �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 Yes It’s True デビュー 2021．12．19 中山4着

2019．2．1生 牝4黒鹿 母 アースサウンド 母母 Leilani’s Song 12戦3勝 賞金 27，660，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ファーストリッキー号



（5阪神1）第11日 3月18日（土曜日） 雨後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重後稍重
不良

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

226，310，000円
8，210，000円
33，410，000円
1，170，000円
28，070，000円
71，685，000円
4，207，500円
1，468，800円

勝馬投票券売得金
567，597，500円
941，671，300円
139，704，400円
856，721，900円
403，656，200円
755，407，800円
1，307，702，700円
1，918，018，000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 6，890，479，800円

総入場人員 6，697名 （有料入場人員 6，498名）
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