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16013 6月5日 雨 不良 （28阪神3）第2日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走9時50分 （ダート・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．7

重
重

59 マルクデラポム 牝3青鹿54 川島 信二三宅 勝俊氏 松下 武士 浦河 昭和牧場 474－ 81：11．8 6．5�
816 モズワッショイ 牝3黒鹿 54

52 △義 英真 �キャピタル・システム 牧浦 充徳 日高 目黒牧場 408＋ 41：12．22� 3．7�
47 タマモペンライト 牝3鹿 54 松山 弘平タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 452＋ 2 〃 クビ 12．0�
12 ホーマンビジュー 牝3鹿 54 池添 謙一久保 博文氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 454± 01：12．51� 5．8�
611 ゼ ラ ル ダ 牝3栗 54

52 △加藤 祥太幅田 京子氏 庄野 靖志 日高 坪田 信作 478－ 21：12．71 64．2�
23 ピ カ デ リ ー 牝3黒鹿54 藤岡 佑介寺田 秀樹氏 中内田充正 浦河 有限会社

吉田ファーム 496－ 41：12．8� 19．8	
510 アラタマプラン 牝3鹿 54

51 ▲森 裕太朗荒木 謙次氏 浜田多実雄 日高 槇本牧場 424＋10 〃 クビ 304．7

815 ラブリーラッフル 牝3青鹿 54

51 ▲荻野 極�髙昭牧場 石橋 守 浦河 高昭牧場 432＋ 61：12．9� 37．8�
11 プリティクイーン 牝3栗 54 和田 竜二長谷川光司氏 日吉 正和 新冠 村上 欽哉 440＋ 41：13．0クビ 24．4
713 ダウンタウンブギ 牝3栗 54

51 ▲坂井 瑠星吉田 千津氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 464＋ 6 〃 クビ 89．8�
48 サウンドガリア 牝3栗 54 松若 風馬増田 雄一氏 吉田 直弘 浦河 信成牧場 430＋121：13．42� 187．3�
35 メイショウフクロウ 牝3栗 54

52 △城戸 義政松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 本巣 敦 410＋ 21：14．03� 242．0�
612 ケイサンペコリーナ 牝3鹿 54

53 ☆中井 裕二中西 桂子氏 藤沢 則雄 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 392＋ 81：14．95 663．1�

714 エイシンウィチタ 牝3鹿 54
53 ☆�島 克駿�栄進堂 坂口 正則 新ひだか 信田牧場 438－ 21：15．96 534．2�

24 アイノシルシ 牝3黒鹿54 酒井 学 �グランデオーナーズ 高橋 康之 日高 ノースガーデン 430± 0 （競走中止） 2．7�
36 アーリードライヴ 牝3芦 54 菱田 裕二 �シルクレーシング 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 468－ 4 （競走中止） 19．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，635，400円 複勝： 34，848，000円 枠連： 12，022，900円
馬連： 52，774，700円 馬単： 26，048，300円 ワイド： 31，544，300円
3連複： 75，958，900円 3連単： 101，694，900円 計： 356，527，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 190円 � 150円 � 290円 枠 連（5－8） 1，220円

馬 連 �� 1，200円 馬 単 �� 2，330円

ワ イ ド �� 490円 �� 850円 �� 760円

3 連 複 ��� 2，900円 3 連 単 ��� 14，240円

票 数

単勝票数 計 216354 的中 � 26510（4番人気）
複勝票数 計 348480 的中 � 46073（4番人気）� 70404（2番人気）� 26000（5番人気）
枠連票数 計 120229 的中 （5－8） 7604（5番人気）
馬連票数 計 527747 的中 �� 33867（5番人気）
馬単票数 計 260483 的中 �� 8368（8番人気）
ワイド票数 計 315443 的中 �� 17428（5番人気）�� 9292（10番人気）�� 10434（8番人気）
3連複票数 計 759589 的中 ��� 19587（8番人気）
3連単票数 計1016949 的中 ��� 5174（42番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．9―12．0―11．9―12．8

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マルクデラポム �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2015．7．25 中京8着

2013．3．27生 牝3青鹿 母 ウ キ フ ネ 母母 マチカネエマキ 12戦1勝 賞金 12，100，000円
〔競走中止〕 アイノシルシ号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

アーリードライヴ号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エイシンウィチタ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年7月5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 クリノアローハ号
（非抽選馬） 2頭 アイファーリスナー号・リモナイア号

16014 6月5日 雨 不良 （28阪神3）第2日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時20分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

23 メイショウカマクラ 牡3青鹿56 幸 英明松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 520± 01：50．9 2．1�
612 リリーシューター 牡3鹿 56 和田 竜二土井 孝夫氏 平田 修 日高 下河辺牧場 496－ 4 〃 クビ 13．4�
713 トウカイエクレール 牡3鹿 56

55 ☆�島 克駿内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 470＋ 41：51．53� 6．1�
59 セルバンテスカズマ 牡3黒鹿56 池添 謙一合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 518 ―1：51．71� 72．7�
47 ホイールバーニング 牡3栗 56 浜中 俊市川義美ホール

ディングス� 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム 520－ 61：51．8� 10．6�
611 ジュメイラリーフ 牡3鹿 56 松若 風馬 	シルクレーシング 松田 国英 新ひだか タイヘイ牧場 482＋ 81：52．75 4．7

11 キングジュエリー 牡3栗 56 M．デュプレシス 平井 裕氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 520－141：52．8クビ 25．9�

（新）

510 コウエイドルバコ 牡3栗 56 松山 弘平伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 前田牧場 512＋ 41：53．12 149．5�
48 インヴィジブル 牡3黒鹿56 四位 洋文 H.H．シェイク・モハメド 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B470＋ 41：53．52� 16．7
816 シゲルサツキサバ 牡3鹿 56

54 △城戸 義政森中 蕃氏 坂口 正則 浦河 王蔵牧場 454－ 21：53．71 142．4�
714 ジャストザネクスト 牡3黒鹿56 �島 良太ジャスト・タイムクラブ 牧浦 充徳 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 438－ 6 〃 クビ 692．2�
12 ル ミ ナ ー ラ 牝3鹿 54

51 ▲坂井 瑠星 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 音無 秀孝 浦河 辻 牧場 502－ 21：53．8クビ 38．5�

36 リベランジェロ 牡3鹿 56 北村 友一奥 裕嗣氏 大根田裕之 浦河 宮内牧場 530＋ 31：54．43� 26．4�
815 メイショウフォルテ 牝3鹿 54

51 ▲森 裕太朗松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 村下 明博 434＋101：54．82� 415．8�
35 アースシャイン 牡3鹿 56 戸崎 圭太 	サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 528 ―1：55．01� 26．1�
24 メインステイ 牡3鹿 56

54 △加藤 祥太山本 茂氏 加藤 敬二 新ひだか 元道牧場 520－10 〃 クビ 428．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，641，600円 複勝： 44，690，000円 枠連： 18，132，800円
馬連： 67，644，200円 馬単： 35，638，600円 ワイド： 40，663，700円
3連複： 91，645，300円 3連単： 131，562，000円 計： 458，618，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 240円 � 160円 枠 連（2－6） 360円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 1，590円

ワ イ ド �� 420円 �� 280円 �� 720円

3 連 複 ��� 1，570円 3 連 単 ��� 7，130円

票 数

単勝票数 計 286416 的中 � 108214（1番人気）
複勝票数 計 446900 的中 � 146777（1番人気）� 32943（5番人気）� 62765（3番人気）
枠連票数 計 181328 的中 （2－6） 38620（1番人気）
馬連票数 計 676442 的中 �� 47545（3番人気）
馬単票数 計 356386 的中 �� 16722（5番人気）
ワイド票数 計 406637 的中 �� 24130（4番人気）�� 41419（2番人気）�� 13018（8番人気）
3連複票数 計 916453 的中 ��� 43514（3番人気）
3連単票数 計1315620 的中 ��� 13360（12番人気）

ハロンタイム 12．8―11．0―13．1―12．4―12．5―12．7―12．4―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．8―36．9―49．3―1：01．8―1：14．5―1：26．9―1：38．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウカマクラ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2016．1．9 京都2着

2013．4．26生 牡3青鹿 母 カイロローズ 母母 Insinuate 4戦1勝 賞金 11，200，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時30分に変更。
〔騎手変更〕 リリーシューター号の騎手松田大作は，病気のため和田竜二に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 タマモアッパレ号
（非抽選馬） 7頭 エンパイアバローズ号・タガノジーニアス号・デイジーフローラ号・ニホンピロマーク号・ベルウッドエフディ号・

メイショウレオネス号・ルドルフィーナ号
※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。

第３回 阪神競馬 第２日



16015 6月5日 雨 不良 （28阪神3）第2日 第3競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10時50分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

59 ゴットロマーネ 牡3栗 56 藤岡 佑介後藤 進氏 木原 一良 浦河 岡本 昌市 472－ 81：23．7 11．8�
612 メイショウユメマル 牡3黒鹿56 武 幸四郎松本 和子氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 502± 0 〃 クビ 2．2�
35 ファイナルレーサー 牡3青鹿56 松山 弘平市川義美ホール

ディングス� 高橋 亮 千歳 社台ファーム B490－ 41：24．65 25．0�
36 ア ン カ ー 牡3青 56 森 一馬吉岡 泰治氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 474－ 2 〃 アタマ 126．1�
611 マコトシャムロック 牡3青鹿 56

54 △加藤 祥太�ディアマント 松田 国英 新冠 新冠橋本牧場 492－ 2 〃 ハナ 11．5�
48 ホッコーフウガ 牡3鹿 56 幸 英明矢部 道晃氏 西浦 勝一 浦河 市川フアーム 484＋ 61：24．7クビ 21．1	
714 ドンボラーレ 牡3栗 56 藤懸 貴志山田 貢一氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 440－ 4 〃 ハナ 4．1

24 グランアルバス 牡3鹿 56 松若 風馬飯田 訓大氏 森 秀行 日高 本間牧場 460－ 21：25．23 17．4�
713 ゼットマックイーン 牡3鹿 56 池添 謙一�フォーレスト 池添 兼雄 新ひだか 広田牧場 464＋181：25．52 41．1
815 タガノキングパワー 牡3鹿 56 古川 吉洋八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 474＋ 81：26．03 36．0�
816 カタヨクノテンシ 牡3鹿 56

55 ☆中井 裕二�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 500－101：26．32 485．5�
12 ソフィアエレガンテ 牝3鹿 54

52 △城戸 義政名古屋競馬� 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 424＋ 61：26．93� 668．7�
23 ニホンピロフィート 牡3栗 56 秋山真一郎小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 510－ 2 〃 クビ 71．2�
11 ゾ ン コ ラ ン 牡3鹿 56 戸崎 圭太吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 478－ 41：27．22 6．5�
47 フラムルージュ 牡3鹿 56

53 ▲荻野 極 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 加用 正 浦河 岡本牧場 440－ 81：27．3クビ 122．6�

510 メイショウトーリ 牡3黒鹿56 太宰 啓介松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 448＋ 4 （競走中止） 83．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，250，900円 複勝： 44，753，200円 枠連： 15，227，400円
馬連： 68，596，600円 馬単： 32，558，700円 ワイド： 42，531，200円
3連複： 89，549，400円 3連単： 118，668，100円 計： 439，135，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，180円 複 勝 � 250円 � 120円 � 430円 枠 連（5－6） 870円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 3，010円

ワ イ ド �� 420円 �� 2，420円 �� 790円

3 連 複 ��� 4，880円 3 連 単 ��� 28，210円

票 数

単勝票数 計 272509 的中 � 18380（5番人気）
複勝票数 計 447532 的中 � 38703（4番人気）� 137832（1番人気）� 18852（8番人気）
枠連票数 計 152274 的中 （5－6） 13558（3番人気）
馬連票数 計 685966 的中 �� 51708（3番人気）
馬単票数 計 325587 的中 �� 8089（9番人気）
ワイド票数 計 425312 的中 �� 28415（2番人気）�� 4167（26番人気）�� 13650（8番人気）
3連複票数 計 895494 的中 ��� 13746（15番人気）
3連単票数 計1186681 的中 ��� 3049（79番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―11．5―12．3―12．1―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．6―35．1―47．4―59．5―1：11．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴットロマーネ �
�
父 ナカヤマフェスタ �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー 2015．9．27 阪神3着

2013．5．17生 牡3栗 母 フェステロマーネ 母母 ブロッソミングビューティ 5戦1勝 賞金 7，100，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時55分に変更。
〔騎手変更〕 ゴットロマーネ号の騎手松田大作は，病気のため藤岡佑介に変更。
〔発走状況〕 メイショウトーリ号は，枠入り不良。発走時刻4分遅延。

メイショウトーリ号は，発進不良〔急に外側に逃避〕。
〔競走中止〕 メイショウトーリ号は，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〕 メイショウトーリ号は，平成28年6月6日から平成28年7月5日まで出走停止。停止期間の満了後に

発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 アドマイヤフォルム号・サンオーロラ号・テイエムフライヤー号・トーアイザヨイ号・ボンテアトル号・

ユメミグサ号

16016 6月5日 曇
（ 芝 ）重
（ダート）不良（28阪神3）第2日 第4競走 ��2，970�サラブレッド系障害3歳以上

発走11時20分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，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3：15．7良・良

810 アグネスヴェルテュ 牡5鹿 60 熊沢 重文渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 484± 03：22．2 6．9�
66 � トーセンアゲイン 牡7黒鹿60 五十嵐雄祐島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 494－ 8 〃 クビ 9．9�
33 ツイセキシャ 牡3鹿 58 植野 貴也小田切 光氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 478± 03：22．41 70．4�
67 � メイショウトキムネ 牡5鹿 60 佐久間寛志松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 476＋ 63：22．61� 5．9�
44 � トーセンスラッガー 牡4黒鹿60 浜野谷憲尚島川 �哉氏 成島 英春 新ひだか 乾 皆雄 450－ 83：23．66 19．4�
78 プ ロ ス パ ー 牡5黒鹿60 中村 将之前田 晋二氏 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 502＋ 63：23．7� 1．9	
55 � クリールハヤテ 牡7栗 60 西谷 誠横山 修二氏 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 494＋163：26．0大差 6．9

79 ノ ボ リ フ ジ 牡5鹿 60 森 一馬原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 514＋ 23：29．3大差 16．8�
811 ミリノカイザー 牡4青鹿60 平沢 健治工藤 圭司氏 森 秀行 新ひだか 桜井牧場 468－ 63：29．51� 102．3�
11 レ デ ィ ー 牝6鹿 58 白浜 雄造土井 薫氏 浅見 秀一 新ひだか 中村 和夫 438± 03：30．77 45．8
22 オールディーズ 牡4栗 60 石神 深一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 浦河 宮内牧場 B458＋163：35．4大差 95．2�
（11頭）

売 得 金
単勝： 17，577，500円 複勝： 19，733，600円 枠連： 10，495，800円
馬連： 38，046，000円 馬単： 26，544，100円 ワイド： 22，398，900円
3連複： 55，462，800円 3連単： 101，501，000円 計： 291，759，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 310円 � 290円 � 1，370円 枠 連（6－8） 1，400円

馬 連 �� 3，900円 馬 単 �� 7，300円

ワ イ ド �� 1，180円 �� 4，580円 �� 5，420円

3 連 複 ��� 65，710円 3 連 単 ��� 229，240円

票 数

単勝票数 計 175775 的中 � 20200（4番人気）
複勝票数 計 197336 的中 � 18013（5番人気）� 19073（4番人気）� 3233（9番人気）
枠連票数 計 104958 的中 （6－8） 5802（5番人気）
馬連票数 計 380460 的中 �� 7549（14番人気）
馬単票数 計 265441 的中 �� 2724（23番人気）
ワイド票数 計 223989 的中 �� 5075（16番人気）�� 1242（35番人気）�� 1047（37番人気）
3連複票数 計 554628 的中 ��� 633（104番人気）
3連単票数 計1015010 的中 ��� 321（394番人気）
上り 1マイル 1：48．2 4F 52．1－3F 39．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アグネスヴェルテュ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ヘ ネ シ ー デビュー 2013．12．23 阪神8着

2011．4．14生 牡5鹿 母 アグネスバラード 母母 アグネスルミエール 障害：1戦1勝 賞金 7，500，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時25分に変更。



16017 6月5日 曇 重 （28阪神3）第2日 第5競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走12時10分 （芝・右）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．1
1：20．3

稍重
良

33 アンジュシャルマン 牝2鹿 54
53 ☆�島 克駿 �キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 480 ―1：22．6 3．0�

810 マイネルパラディ 牡2芦 54
51 ▲三津谷隼人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 三村 卓也 466 ―1：22．7� 18．4�
22 ハンズスミス 牡2鹿 54 和田 竜二永山 勝敏氏 西村 真幸 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 446 ―1：23．76 24．3�
11 ダブルスプリット 牡2栗 54 浜中 俊�KTレーシング 西園 正都 日高 山際 辰夫 450 ―1：24．12� 5．5�
77 	 ル イ 牡2鹿 54 戸崎 圭太西山 茂行氏 森 秀行 米 Rock Ridge Thor-

oughbreds, LLC 506 ―1：24．2クビ 2．0	
78 ジュニエーブル 牡2鹿 54 古川 吉洋柴田 洋一氏 竹内 正洋 浦河 鎌田 正嗣 434 ―1：24．3
 28．7

55 ナムラバウアー 牡2黒鹿54 小林 徹弥奈村 睦弘氏 目野 哲也 新ひだか 八田ファーム 422 ―1：25．25 165．2�
66 ユメニカケル 牝2鹿 54

52 △加藤 祥太�ビリオンスター田所 秀孝 新ひだか へいはた牧場 422 ― 〃 クビ 117．1�
44 シーハリケーン 牡2鹿 54 松山 弘平 �社台レースホース宮本 博 千歳 社台ファーム 490 ―1：25．41� 23．4
89 シゲルブルドッグ 牡2黒鹿54 太宰 啓介森中 蕃氏 坂口 正則 新冠 三村 卓也 454 ―1：26．14 85．9�

（10頭）

売 得 金
単勝： 43，014，900円 複勝： 28，582，600円 枠連： 9，655，400円
馬連： 50，396，600円 馬単： 37，053，100円 ワイド： 26，553，300円
3連複： 61，562，900円 3連単： 135，869，800円 計： 392，688，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 300円 � 330円 枠 連（3－8） 2，110円

馬 連 �� 2，710円 馬 単 �� 4，230円

ワ イ ド �� 670円 �� 810円 �� 2，110円

3 連 複 ��� 8，360円 3 連 単 ��� 37，100円

票 数

単勝票数 計 430149 的中 � 115049（2番人気）
複勝票数 計 285826 的中 � 67156（2番人気）� 21294（4番人気）� 18858（5番人気）
枠連票数 計 96554 的中 （3－8） 3535（8番人気）
馬連票数 計 503966 的中 �� 14360（9番人気）
馬単票数 計 370531 的中 �� 6555（12番人気）
ワイド票数 計 265533 的中 �� 10583（7番人気）�� 8480（10番人気）�� 3093（18番人気）
3連複票数 計 615629 的中 ��� 5521（24番人気）
3連単票数 計1358698 的中 ��� 2655（100番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．4―11．6―11．7―11．7―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．4―34．8―46．4―58．1―1：09．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．8―3F36．2
3 ・（1，3）－（2，10）（4，8）（7，9）－5，6 4 ・（1，3）－（2，10）－（4，8）7，9－5，6

勝馬の
紹 介

アンジュシャルマン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Zieten 初出走

2014．3．8生 牝2鹿 母 シ ー ズ ア ン 母母 Sunset Cafe 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 アンジュシャルマン号の騎手�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過怠金50，000円。（被害馬：10

番）

16018 6月5日 曇 重 （28阪神3）第2日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時40分 （芝・右・外）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：43．9

良
良

23 マルカブリスク 牡3栗 56 和田 竜二日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 424－ 21：48．5 4．4�
24 ローズウィスパー 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 462± 0 〃 ハナ 4．5�
715 トライブキング 牡3鹿 56 M．デュプレシス 前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか タイヘイ牧場 432＋ 41：48．6� 42．2�

（新）

612 ゴールドトパーズ 牝3鹿 54 国分 優作�髙昭牧場 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 422＋ 41：48．92 89．4�
11 マサノメモリアル 牡3黒鹿 56

53 ▲荻野 極中村 時子氏 高野 友和 新ひだか 中村 和夫 498－ 6 〃 ハナ 33．3�
48 トウシンゼファー 牡3鹿 56

53 ▲坂井 瑠星	サトー 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 478－ 41：49．0� 12．7

714 ラップランド 牡3黒鹿56 藤岡 佑介 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 486－ 41：49．1クビ 2．1�
816 メイショウムラサメ 牡3黒鹿 56

54 △城戸 義政松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 476－201：49．2� 508．2�
47 ロングマジック 牝3栗 54 古川 吉洋中井 敏雄氏 長浜 博之 新ひだか 木村 秀則 486＋10 〃 アタマ 26．2
818 アズマタックン 牡3青鹿56 高倉 稜東 哲次氏 加用 正 日高 下河辺牧場 476＋ 4 〃 アタマ 107．0�
35 ボ ー リ ン 牝3鹿 54 川島 信二松田 整二氏 日吉 正和 伊達 高橋農場 446＋ 21：49．62� 354．0�
611 エイシンリーダー 牡3栗 56

55 ☆小崎 綾也	栄進堂 野中 賢二 浦河 栄進牧場 462± 01：50．13 75．8�
59 メイショウピーター 牡3黒鹿56 幸 英明松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 B442－ 61：50．41� 151．2�
817 タガノゼウス 牡3黒鹿56 菱田 裕二八木 良司氏 浜田多実雄 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 446－ 41：50．61� 335．8�
36 	 キープセイク 牝3鹿 54

52 △加藤 祥太 	ロードホースクラブ 藤原 英昭 愛 K. I. Farm
Corporation 500 ―1：50．7� 14．0�

510 オヤマホクト 牡3鹿 56 小林 徹弥加藤 泰章氏 松永 幹夫 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 438± 01：50．91� 501．5�

713 モズビリーブ 牝3鹿 54 松若 風馬 	キャピタル・システム 野中 賢二 安平 ノーザンファーム 432－ 81：51．0クビ 27．2�
12 セ ミ ラ ミ ス 牝3青鹿54 北村 友一前田 幸治氏 
島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 416－121：52．8大差 325．2�
（18頭）

売 得 金
単勝： 33，415，300円 複勝： 38，980，300円 枠連： 24，026，500円
馬連： 68，469，400円 馬単： 36，885，900円 ワイド： 43，637，400円
3連複： 97，894，800円 3連単： 129，174，200円 計： 472，483，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 170円 � 190円 � 640円 枠 連（2－2） 1，040円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 1，480円

ワ イ ド �� 360円 �� 1，670円 �� 1，890円

3 連 複 ��� 5，100円 3 連 単 ��� 18，930円

票 数

単勝票数 計 334153 的中 � 59798（2番人気）
複勝票数 計 389803 的中 � 67771（2番人気）� 59593（3番人気）� 11752（8番人気）
枠連票数 計 240265 的中 （2－2） 17882（4番人気）
馬連票数 計 684694 的中 �� 65009（3番人気）
馬単票数 計 368859 的中 �� 18664（4番人気）
ワイド票数 計 436374 的中 �� 35139（3番人気）�� 6299（17番人気）�� 5540（21番人気）
3連複票数 計 978948 的中 ��� 14375（16番人気）
3連単票数 計1291742 的中 ��� 4945（51番人気）

ハロンタイム 12．8―11．0―12．0―12．7―12．4―12．1―11．6―11．5―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．8―35．8―48．5―1：00．9―1：13．0―1：24．6―1：36．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マルカブリスク �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．1．5 京都11着

2013．2．5生 牡3栗 母 シャドウストリーム 母母 ケイウーマン 5戦1勝 賞金 6，800，000円
〔騎手変更〕 エイシンリーダー号の騎手松田大作は，病気のため小崎綾也に変更。
〔制裁〕 アズマタックン号の調教師加用正は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セミラミス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年7月5日まで平地競走に出

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



16019 6月5日 曇 重 （28阪神3）第2日 第7競走 ��2，000�サラブレッド系3歳以上
発走13時10分（番組第8競走を順序変更） （芝・右）

500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上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
1：57．6
1：56．1

良
良

55 リアルキング 牡3鹿 54
53 ☆�島 克駿�杉山忠国 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 526＋ 82：01．0 3．8�

66 ダブルイーグル 牡8鹿 57 和田 竜二田邉 康子氏 西橋 豊治 むかわ フラット牧場 480＋ 62：01．53 6．5�
11 ダノンプレシャス 牡3青鹿54 浜中 俊�ダノックス 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 456± 02：01．71 2．2�
88 ヴォルスング 牡5鹿 57 国分 恭介 �シルクレーシング 牧浦 充徳 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458－ 22：01．91� 54．2�
44 アラバスター 牡3芦 54 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 470－ 42：02．11� 3．3	
33 コスモムルジム 牡4青鹿 57

54 ▲三津谷隼人 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 新ひだか 山野牧場 486－ 82：03．05 40．6

77 ヤマニンアリエッタ 牝5黒鹿55 松若 風馬土井 肇氏 山内 研二 新冠 錦岡牧場 532＋ 22：03．63� 23．5�
22 クールジョーカー 牡5黒鹿57 柴田 未崎小林竜太郎氏 梅田 智之 様似 髙村 伸一 454＋122：04．23� 68．9�

（8頭）

売 得 金
単勝： 30，246，900円 複勝： 27，350，400円 枠連： 発売なし
馬連： 63，169，800円 馬単： 38，385，400円 ワイド： 30，907，000円
3連複： 70，048，800円 3連単： 177，862，100円 計： 437，970，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 140円 � 130円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，560円 馬 単 �� 2，530円

ワ イ ド �� 380円 �� 220円 �� 250円

3 連 複 ��� 820円 3 連 単 ��� 6，160円

票 数

単勝票数 計 302469 的中 � 62562（3番人気）
複勝票数 計 273504 的中 � 40841（4番人気）� 47365（3番人気）� 80466（1番人気）
馬連票数 計 631698 的中 �� 31246（6番人気）
馬単票数 計 383854 的中 �� 11352（10番人気）
ワイド票数 計 309070 的中 �� 18506（6番人気）�� 39406（2番人気）�� 32143（3番人気）
3連複票数 計 700488 的中 ��� 63684（3番人気）
3連単票数 計1778621 的中 ��� 20933（20番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―12．4―12．3―12．2―12．1―12．0―12．0―11．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．6―36．0―48．3―1：00．5―1：12．6―1：24．6―1：36．6―1：48．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リアルキング 
�
父 キングカメハメハ 

�
母父 Storm Cat デビュー 2015．8．23 札幌1着

2013．5．4生 牡3鹿 母 レジェンドキャット 母母 Que Belle 7戦2勝 賞金 16，734，000円

16020 6月5日 曇 重 （28阪神3）第2日 第8競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

発走13時40分（番組第7競走を順序変更） （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上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

59 � セプティエーム 牡4芦 57 戸崎 圭太吉田 和美氏 池添 学 米
Machmer Hall,
Cherokee Equine &
Pomerol Pty LTD

486－ 61：51．5 7．1�
610 ダ ン カ ン 牡4鹿 57 国分 恭介杉田 周作氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 454± 0 〃 クビ 98．3�
22 ハッピーメモリーズ 牡5芦 57 太宰 啓介石瀬 浩三氏 大根田裕之 新冠 競優牧場 492－ 61：51．71	 36．2�
815 サンライズウィズ 牡3鹿 54

53 ☆岩崎 翼松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 浦河小林牧場 478± 01：51．8
 44．9�
814 ネオヴァリアント 牡5鹿 57 松山 弘平小林 仁幸氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム 484－161：51．9クビ 9．1�
46 ハッピーロード �5栗 57 藤懸 貴志豊田 一致氏 平田 修 新冠 松本 信行 498－ 2 〃 クビ 40．7�
11 ダノンレーザー 牡3栗 54 藤岡 佑介	ダノックス 中内田充正 新ひだか 千代田牧場 516± 01：52．0
 2．4

611 ドラゴンカップ 牡3鹿 54 浜中 俊窪田 芳郎氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 452＋ 21：52．21	 3．3�
58 レッドジェイド 牡3青鹿 54

52 △加藤 祥太 	東京ホースレーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 496－ 41：52．52 42．0�
34 メイショウヨイチ 牡3鹿 54

51 ▲荻野 極松本 好雄氏 坂口 正則 浦河 �川フアーム 472－ 61：52．7
 36．6
47 � ドリームキラリ 牡4青 57

54 ▲坂井 瑠星ライオンレースホース	 矢作 芳人 米 Colts Neck
Stables LLC 472－ 81：52．8
 7．3�

713 ブレイブミノル 牡4鹿 57
55 △義 英真吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 480± 01：52．9� 633．1�

712 ワンダーオマージュ 牡4黒鹿 57
56 ☆�島 克駿山本 信行氏 牧田 和弥 新ひだか 米田牧場 526＋181：53．0クビ 462．5�

23 グレンガイル 牡5鹿 57 四位 洋文 �キャロットファーム 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 502－ 21：53．21	 40．8�
35 セルリアンコスモ 牡4鹿 57 小林 徹弥�イクタ 川村 禎彦 新冠 ムラカミファーム 516－ 41：53．3
 195．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 40，761，600円 複勝： 52，563，400円 枠連： 23，907，300円
馬連： 100，747，200円 馬単： 50，451，800円 ワイド： 53，969，400円
3連複： 129，268，300円 3連単： 187，773，400円 計： 639，442，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 280円 � 1，160円 � 650円 枠 連（5－6） 1，550円

馬 連 �� 41，440円 馬 単 �� 56，810円

ワ イ ド �� 6，930円 �� 2，520円 �� 10，000円

3 連 複 ��� 168，310円 3 連 単 ��� 840，340円

票 数

単勝票数 計 407616 的中 � 45664（3番人気）
複勝票数 計 525634 的中 � 56985（4番人気）� 10794（12番人気）� 20286（7番人気）
枠連票数 計 239073 的中 （5－6） 11929（7番人気）
馬連票数 計1007472 的中 �� 1884（55番人気）
馬単票数 計 504518 的中 �� 666（91番人気）
ワイド票数 計 539694 的中 �� 2000（54番人気）�� 5599（26番人気）�� 1381（63番人気）
3連複票数 計1292683 的中 ��� 576（208番人気）
3連単票数 計1877734 的中 ��� 162（1090番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―13．1―12．5―12．4―12．8―12．1―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．7―36．8―49．3―1：01．7―1：14．5―1：26．6―1：38．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�セプティエーム �
�
父 Harlan’s Holiday �

�
母父 Strong Contender デビュー 2014．10．18 京都5着

2012．2．19生 牡4芦 母 Some Pretender 母母 Cloud’s Ambre 17戦3勝 賞金 25，350，000円



16021 6月5日 曇 稍重 （28阪神3）第2日 第9競走 ��
��1，600�

つ る は し

鶴 橋 特 別
発走14時15分 （芝・右・外）
3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．0
1：30．7

良
良

57 ピエールドリュヌ 牝5黒鹿55 �島 克駿 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 高村牧場 476＋ 41：35．3 18．5�

58 ラ グ ナ グ 牝3栗 52 四位 洋文吉田 照哉氏 石橋 守 千歳 社台ファーム 460－ 2 〃 アタマ 6．1�
22 サトノアッシュ 牡4鹿 57 藤岡 佑介里見 治氏 中竹 和也 日高 下河辺牧場 480－ 6 〃 クビ 2．3�
11 カレンオプシス 牝4青鹿55 池添 謙一鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 486－ 41：35．51	 5．9�
45 フェイブルネージュ 牝5鹿 55 菱田 裕二 �社台レースホース加用 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462＋101：35．6
 4．1	
712 ヤマカツボーイ 牡4黒鹿57 北村 友一山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 446－ 21：35．7� 15．6

33 � ウィズアミッション 牝5鹿 55 浜中 俊吉田 安惠氏 吉村 圭司 愛 Kushnarenk-

ovo Syndicate 434－ 61：35．8� 17．3�
34 ケルンウィナー 牡5栗 57 松山 弘平谷和 光彦氏 松田 国英 浦河 ひるかわ育

成牧場 498－121：36．43
 68．8�
814 エスペランサルル 牝4栗 55 秋山真一郎江上 幸氏 飯田 雄三 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 422－ 4 〃 ハナ 43．4�
711 アローシルバー 牝4栗 55 幸 英明佐々木孝之氏 高橋 康之 日高 下河辺牧場 486＋121：36．93 166．4�
813 ラブリープラネット 牡5栗 57 松若 風馬三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム B460－ 61：37．11
 69．9�
69 ゼットフーリ 牝3鹿 52 国分 恭介�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム 466＋ 61：37．2� 114．8�
610 ホッコータフネス 牡5鹿 57 国分 優作矢部 道晃氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 428－261：37．3クビ 347．7�
46 カプリチオーソ 牡4栗 57 川島 信二 �グリーンファーム南井 克巳 千歳 社台ファーム 446－ 21：37．93
 115．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 40，248，800円 複勝： 56，811，600円 枠連： 25，688，100円
馬連： 118，723，100円 馬単： 58，080，100円 ワイド： 58，112，200円
3連複： 147，183，900円 3連単： 232，929，900円 計： 737，777，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，850円 複 勝 � 290円 � 180円 � 130円 枠 連（5－5） 4，970円

馬 連 �� 4，880円 馬 単 �� 11，150円

ワ イ ド �� 1，280円 �� 660円 �� 420円

3 連 複 ��� 3，300円 3 連 単 ��� 43，360円

票 数

単勝票数 計 402488 的中 � 17329（7番人気）
複勝票数 計 568116 的中 � 38042（6番人気）� 74689（4番人気）� 150094（1番人気）
枠連票数 計 256881 的中 （5－5） 4004（17番人気）
馬連票数 計1187231 的中 �� 18852（19番人気）
馬単票数 計 580801 的中 �� 3906（36番人気）
ワイド票数 計 581122 的中 �� 10898（18番人気）�� 22267（8番人気）�� 38158（3番人気）
3連複票数 計1471839 的中 ��� 33434（12番人気）
3連単票数 計2329299 的中 ��� 3894（136番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―12．5―12．8―12．2―11．0―10．9―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．3―36．8―49．6―1：01．8―1：12．8―1：23．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F33．5
3 ・（7，9）11，1（2，8）6（3，4）12，5（14，13）10 4 ・（7，9，11，8）（1，2，4，6）（3，12，13）（5，14）10

勝馬の
紹 介

ピエールドリュヌ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2014．2．23 小倉2着

2011．6．10生 牝5黒鹿 母 ムーンザドリーム 母母 ミヨシチェリー 17戦2勝 賞金 28，050，000円

16022 6月5日 曇 重 （28阪神3）第2日 第10競走 ��
��1，800�

か こ が わ

加 古 川 特 別
発走14時50分 （ダート・右）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

816 ミ ツ バ 牡4鹿 57 松山 弘平�協栄 加用 正 日高 タバタファーム B460± 01：49．3 3．3�
35 レッドルグラン 牡4鹿 57 浜中 俊 �東京ホースレーシング 大久保龍志 日高 下河辺牧場 508± 01：49．93� 2．9�
713	 タガノヴェリテ 牡4鹿 57 古川 吉洋八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 482－ 6 〃 ハナ 5．1�
510	 メジャーシップ 牡5鹿 57 高倉 稜阿部榮乃進氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 488± 01：50．22 60．6�
59 ダイナミックウオー 牡6黒鹿57 藤岡 佑介小川 勲氏 目野 哲也 浦河 駿河牧場 516－ 21：50．62� 12．2�
48 ディアブルーダー 
5鹿 57 幸 英明髙樽さゆり氏 高橋 義忠 日高 浜本牧場 508－ 2 〃 アタマ 7．6	
12 ビートゴーズオン 牝5栗 55 和田 竜二 
社台レースホース�島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466－ 41：50．81� 189．1�
611 マッシヴヒーロー 牡7鹿 57 岩崎 翼小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 カミイスタット 472＋10 〃 アタマ 159．7�
23 トゥヴァビエン 牡6黒鹿57 高田 潤玉井 宏和氏 湯窪 幸雄 浦河 小倉牧場 534＋ 41：50．9クビ 16．7
47 マ ユ キ 牝5栗 55 戸崎 圭太稻井田安史氏 森 秀行 新ひだか タガミファーム 486＋ 6 〃 ハナ 16．7�
11 キングブレイク 牡7栗 57 松若 風馬阿部東亜子氏 崎山 博樹 浦河 バンブー牧場 518＋ 2 〃 ハナ 31．2�
612 キーブランド 牡7鹿 57 �島 良太北前孔一郎氏 宮 徹 日高 田中 元寿 514－ 41：51．11� 374．5�
24 カリスマサンタイム 牡6黒鹿57 義 英真畔柳 年言氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 514＋ 41：51．2クビ 239．9�
714 スランジバール 牡7鹿 57 中谷 雄太
日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 486± 0 〃 クビ 130．7�
36 プラネットスコア 牡6黒鹿57 国分 優作岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 新冠 坂元牧場 482－ 21：51．83� 354．5�
815 ヒ ム カ 牝5栗 55 北村 友一�G1レーシング 高木 登 千歳 社台ファーム 512± 01：52．22� 94．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，963，400円 複勝： 61，558，400円 枠連： 33，942，400円
馬連： 166，398，900円 馬単： 71，292，400円 ワイド： 74，871，600円
3連複： 210，895，700円 3連単： 318，980，000円 計： 981，902，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 130円 � 130円 � 160円 枠 連（3－8） 600円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 1，330円

ワ イ ド �� 280円 �� 360円 �� 350円

3 連 複 ��� 1，100円 3 連 単 ��� 4，660円

票 数

単勝票数 計 439634 的中 � 104310（2番人気）
複勝票数 計 615584 的中 � 126590（2番人気）� 128899（1番人気）� 88270（3番人気）
枠連票数 計 339424 的中 （3－8） 43181（1番人気）
馬連票数 計1663989 的中 �� 212116（1番人気）
馬単票数 計 712924 的中 �� 40081（2番人気）
ワイド票数 計 748716 的中 �� 72593（1番人気）�� 50889（3番人気）�� 53043（2番人気）
3連複票数 計2108957 的中 ��� 143208（1番人気）
3連単票数 計3189800 的中 ��� 49602（2番人気）

ハロンタイム 12．8―10．8―13．4―12．6―12．4―11．9―12．0―11．7―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．6―37．0―49．6―1：02．0―1：13．9―1：25．9―1：37．6

コーナー
通過順位

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

2
4

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

ミ ツ バ �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2014．9．21 阪神5着

2012．3．28生 牡4鹿 母 セントクリスマス 母母 ゴールデンジャック 21戦4勝 賞金 80，134，000円
〔騎手変更〕 ビートゴーズオン号の騎手松田大作は，病気のため和田竜二に変更。
※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 オウケンゴールド号

２レース目



16023 6月5日 晴 稍重 （28阪神3）第2日 第11競走 ��
��1，800�

た る み

垂水ステークス
発走15時30分 （芝・右・外）
3歳以上，1，600万円以下，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳54�4歳
以上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 182，000円 52，000円 26，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：43．9

良
良

33 マイネグレヴィル 牝5鹿 55 松山 弘平 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム 476＋ 61：45．7 8．9�

77 オースミナイン 牡6鹿 57 太宰 啓介�オースミ 松永 昌博 様似 猿倉牧場 470－101：45．8� 12．2�
22 スズカルパン 牡7鹿 57 和田 竜二永井 宏明氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 468－ 21：45．9	 12．4�
11 カバーストーリー 牡5栗 57 浜中 俊前田 晋二氏 清水 久詞 新ひだか 土居 忠吉 478－ 4 〃 クビ 21．5�
55 グァンチャーレ 牡4青鹿57 古川 吉洋松本 俊廣氏 北出 成人 新冠 中央牧場 454－ 21：46．11
 2．7�
44 ドラゴンストリート 牡5鹿 57 藤岡 佑介窪田 芳郎氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 474＋ 41：46．42 13．1	
66 トーセンビクトリー 牝4鹿 55 戸崎 圭太島川 
哉氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 454＋ 81：46．5	 2．1�
88 ア ル テ 牡5栗 57 幸 英明 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 458＋ 21：47．03 38．3

（8頭）

売 得 金
単勝： 61，837，900円 複勝： 51，084，000円 枠連： 発売なし
馬連： 197，904，400円 馬単： 106，249，700円 ワイド： 71，401，200円
3連複： 200，773，600円 3連単： 561，983，300円 計： 1，251，234，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 290円 � 310円 � 300円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 6，330円 馬 単 �� 13，140円

ワ イ ド �� 1，650円 �� 1，090円 �� 1，340円

3 連 複 ��� 12，300円 3 連 単 ��� 106，990円

票 数

単勝票数 計 618379 的中 � 55471（3番人気）
複勝票数 計 510840 的中 � 46927（3番人気）� 42796（5番人気）� 44422（4番人気）
馬連票数 計1979044 的中 �� 24209（20番人気）
馬単票数 計1062497 的中 �� 6060（37番人気）
ワイド票数 計 714012 的中 �� 10992（21番人気）�� 17135（13番人気）�� 13724（15番人気）
3連複票数 計2007736 的中 ��� 12233（37番人気）
3連単票数 計5619833 的中 ��� 3808（211番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―11．6―11．8―12．0―11．7―11．1―11．3―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．8―35．4―47．2―59．2―1：10．9―1：22．0―1：33．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネグレヴィル �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2013．7．14 福島1着

2011．4．3生 牝5鹿 母 マイネポリーヌ 母母 マイネミレー 28戦3勝 賞金 104，295，000円
〔騎手変更〕 アルテ号の騎手松田大作は，病気のため幸英明に変更。

16024 6月5日 晴 重 （28阪神3）第2日 第12競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走16時10分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上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
1：21．5

不良
不良

816 ワンダーサジェス 牝3鹿 52 戸崎 圭太山本 信行氏 石橋 守 浦河 大島牧場 476± 01：22．6 4．9�
713 グルーヴァー 牝5青鹿 55

52 ▲荻野 極吉田 勝己氏 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 502＋101：23．13 103．0�
59 メジャーガラメキ 牝4栗 55 浜中 俊髙野 哲氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム B482＋101：23．52� 6．0�
611 スターペスユウコ 牝5鹿 55

53 △加藤 祥太河野和香子氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 450－12 〃 アタマ 23．4�
35 ヒデノヒロイン 牝5芦 55 幸 英明大石 秀夫氏 佐藤 正雄 浦河 グラストレーニ

ングセンター 438－ 2 〃 ハナ 28．5�
714 テイエムリヴィエラ 牝5鹿 55 池添 謙一竹園 正繼氏 浜田多実雄 日高 テイエム牧場日高支場 B468＋ 6 〃 ハナ 9．1�
47 パセンジャーシップ 牝4芦 55 和田 竜二吉田 千津氏 清水 久詞 千歳 社台ファーム 494＋ 41：23．71� 31．6	
510 テイエムジョウネツ 牝4黒鹿55 竹之下智昭竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 418＋ 2 〃 クビ 89．1

36 ガラドリエル 牝4栗 55

54 ☆小崎 綾也�ダイリン 高橋 義忠 浦河 谷川牧場 488± 01：23．8� 89．4�
48 ロイヤルクルーズ 牝3黒鹿 52

49 ▲坂井 瑠星ターフ・スポート坂口 正則 浦河 市川牧場 440＋ 6 〃 ハナ 74．1�
11 ネオヴァシュラン 牝4黒鹿55 松若 風馬小林 仁幸氏 須貝 尚介 日高 下河辺牧場 504－ 41：24．01� 4．3�
23 リヴァイバル 牝3栗 52 菱田 裕二�杉山忠国 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 488＋ 4 〃 ハナ 3．9�
815 エ レ メ ン ツ 牝3黒鹿52 酒井 学 H.H．シェイク・モハメド 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 502－ 61：24．21 9．2�
612 サンマルメジャール 牝4鹿 55

52 ▲三津谷隼人相馬 勇氏 山内 研二 浦河 木戸口牧場 464＋ 61：24．41 378．8�
12 コウエイテンペスタ 牝5黒鹿55 国分 優作伊東 政清氏 湯窪 幸雄 新冠 オリエント牧場 506＋ 21：24．82� 241．9�
24 ビーチパラソル 牝4芦 55 松山 弘平谷掛 龍夫氏 加用 正 千歳 社台ファーム 470－111：25．33 41．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 82，865，700円 複勝： 106，078，000円 枠連： 57，608，500円
馬連： 239，112，100円 馬単： 93，497，400円 ワイド： 114，743，000円
3連複： 317，543，800円 3連単： 461，642，400円 計： 1，473，090，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 220円 � 1，910円 � 230円 枠 連（7－8） 1，440円

馬 連 �� 17，600円 馬 単 �� 23，210円

ワ イ ド �� 5，400円 �� 670円 �� 6，870円

3 連 複 ��� 27，470円 3 連 単 ��� 158，240円

票 数

単勝票数 計 828657 的中 � 134409（3番人気）
複勝票数 計1060780 的中 � 139200（3番人気）� 11281（14番人気）� 134879（4番人気）
枠連票数 計 576085 的中 （7－8） 30903（6番人気）
馬連票数 計2391121 的中 �� 10528（45番人気）
馬単票数 計 934974 的中 �� 3020（72番人気）
ワイド票数 計1147430 的中 �� 5291（53番人気）�� 47174（5番人気）�� 4145（61番人気）
3連複票数 計3175438 的中 ��� 8667（95番人気）
3連単票数 計4616424 的中 ��� 2115（525番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．7―12．0―12．0―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．8―46．8―58．8―1：10．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワンダーサジェス �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー 2016．3．12 阪神1着

2013．5．13生 牝3鹿 母 レインボウスズラン 母母 オオシマスズラン 4戦2勝 賞金 15，400，000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 アイファーハート号・カルシャン号

４レース目



（28阪神3）第2日 6月5日（日曜日） 雨後曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重後稍重
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 164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 手 当

189，970，000円
2，530，000円
6，760，000円
1，220，000円
19，360，000円
66，009，000円
4，904，200円
1，574，400円

勝馬投票券売得金
471，459，900円
567，033，500円
230，707，100円
1，231，983，000円
612，685，500円
611，333，200円
1，547，788，200円
2，659，641，100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 7，932，631，500円

総入場人員 15，742名 （有料入場人員 14，751名）
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