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16061 6月19日 雨 稍重 （28阪神3）第6日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10時00分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 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

11 アイアンマン 牡3鹿 56 和田 竜二杉山 忠国氏 池江 泰寿 新ひだか 明治牧場 448－ 61：25．5 6．8�
12 ガ リ ゲ ッ ト 牡3黒鹿56 中谷 雄太 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム B498－ 81：25．6� 19．9�
36 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 B494＋ 41：26．02� 6．6�
815 マヤブリリアント 牝3栗 54 酒井 学�まの 大橋 勇樹 日高 高山 博 402＋ 61：26．21� 109．7�
713 ホイールバーニング 牡3栗 56 松田 大作市川義美ホール

ディングス� 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム 508－121：26．3� 3．2	
35 ジ ー パ ワ ー 牡3鹿 56 松若 風馬大久保和夫氏 田中 章博 浦河 駿河牧場 456－ 41：26．4クビ 8．4

714 キシュウマイウェイ 牝3青鹿54 国分 優作木村 昌三氏 安達 昭夫 浦河 谷川牧場 434－18 〃 クビ 305．9�
59 マンテンロード 牡3黒鹿 56

53 ▲森 裕太朗小島 將之氏 柴田 光陽 日高 山田 政宏 454＋161：26．5� 368．1�
24 ユ メ ミ グ サ 牡3栗 56

54 △義 英真 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 渡辺 薫彦 新ひだか 岡田スタツド 490± 01：26．6クビ 122．7

510 アキノプリンス 牡3鹿 56 大下 智穐吉 正孝氏 藤岡 健一 新ひだか 森 政巳 B434－ 6 〃 クビ 124．1�
47 テイエムダグラス 牡3鹿 56 田中 健竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 川越ファーム B510± 0 〃 ハナ 3．4�
23 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 470－ 41：26．8� 14．5�
611 ブラックウィンダム 牡3黒鹿56 小牧 太菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 村上 欽哉 430－121：26．9� 128．4�
612 ハーマイオニー 牝3栗 54

51 ▲荻野 極薪浦 英稔氏 渡辺 薫彦 新ひだか 秋田育成牧場 454－ 21：28．17 152．1�
48 カツンダモン 牝3黒鹿54 高倉 稜 �キャピタル・システム 森田 直行 様似 髙村 伸一 484＋10 〃 ハナ 21．4�
816 トーアイザヨイ 牝3鹿 54 国分 恭介高山ランド� 牧田 和弥 豊浦トーア牧場 472＋ 81：29．27 31．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，900，200円 複勝： 25，305，900円 枠連： 11，954，400円
馬連： 44，965，200円 馬単： 21，877，400円 ワイド： 26，280，400円
3連複： 65，073，600円 3連単： 83，109，100円 計： 296，466，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 230円 � 450円 � 210円 枠 連（1－1） 4，150円

馬 連 �� 4，650円 馬 単 �� 7，580円

ワ イ ド �� 1，650円 �� 650円 �� 1，250円

3 連 複 ��� 7，160円 3 連 単 ��� 43，560円

票 数

単勝票数 計 179002 的中 � 20925（4番人気）
複勝票数 計 253059 的中 � 31092（4番人気）� 12372（7番人気）� 34070（3番人気）
枠連票数 計 119544 的中 （1－1） 2229（13番人気）
馬連票数 計 449652 的中 �� 7494（18番人気）
馬単票数 計 218774 的中 �� 2163（30番人気）
ワイド票数 計 262804 的中 �� 3976（18番人気）�� 10938（7番人気）�� 5312（17番人気）
3連複票数 計 650736 的中 ��� 6807（25番人気）
3連単票数 計 831091 的中 ��� 1383（151番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．4―11．8―12．1―13．3―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―34．6―46．4―58．5―1：11．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．9―3F39．1
3 7（8，13）－（2，15）－（11，6）16（3，4，5）－（1，10）－9（14，12） 4 7，13－（8，2，15）－（11，6）5，4（3，1）（16，10）14，9－12

勝馬の
紹 介

アイアンマン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Rahy デビュー 2015．7．18 中京5着

2013．6．2生 牡3鹿 母 シャイニングエナジー 母母 Miss Universal 11戦1勝 賞金 10，350，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔発走状況〕 コース点検を行ったため発走時刻4分遅延。
〔制裁〕 ジーパワー号の騎手松若風馬は，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：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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ハギノハイスタイル号
（非抽選馬） 4頭 イリデッセンス号・カネトシフェイト号・ライブリシュナイト号・レイノ号

16062 6月19日 雨 稍重 （28阪神3）第6日 第2競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走10時30分 （ダート・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 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

714 サンライズミライ 牡3鹿 56 和田 竜二松岡 隆雄氏 平田 修 平取 雅 牧場 492＋ 21：52．7 23．4�
48 カフジマニッシュ 牡3鹿 56 国分 優作加藤 守氏 湯窪 幸雄 新ひだか 坂本 春雄 516－ 81：53．44 17．0�
816 デューズワイルズ 牡3黒鹿56 松山 弘平 �キャロットファーム 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 472± 01：53．61� 2．1�
815 エンパイアバローズ 牡3鹿 56 M．デュプレシス 猪熊 広次氏 渡辺 薫彦 日高 天羽牧場 508－101：53．81� 81．7�

（新）

510 ミュートロギア 牡3青鹿56 太宰 啓介 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 昆 貢 新ひだか 岡田スタツド 486＋ 61：54．01� 2．5	

611 ニホンピロマーク 牡3黒鹿56 小牧 太小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 片岡牧場 470－ 81：54．31� 49．3

59 スマートガルーダ 牡3鹿 56

55 ☆	島 克駿大川 徹氏 松田 国英 新冠 秋田牧場 B478－ 81：54．4
 13．0�
24 マテンロウバッハ 牡3黒鹿56 松田 大作寺田千代乃氏 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 476－ 41：54．93 11．5�
612 エスプリベルテ 牡3栗 56 高倉 稜渡邊 久憲氏 宮本 博 新ひだか 佐竹 学 514＋ 21：55．32� 138．0
12 スズカコメット 牡3黒鹿56 熊沢 重文永井 啓弍氏 大橋 勇樹 平取 稲原牧場 486－ 21：56．04 148．9�
36 � キャナルハート 牝3鹿 54 国分 恭介�大樹ファーム 矢作 芳人 米 Mike

Abraham 474＋ 61：56．31
 284．1�
713 スイートアリエッタ 牝3鹿 54 畑端 省吾岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 浦河 杵臼牧場 424＋ 61：56．51� 315．7�
35 ヤマカツトップガン 牡3鹿 56

53 ▲森 裕太朗�駒秀 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 478＋ 21：56．81
 256．8�
47 トーホウグローリー 牡3鹿 56 藤懸 貴志東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 530 ― 〃 ハナ 119．5�
11 シ ソ ー ラ ス 牡3鹿 56

54 △義 英真�髙昭牧場 藤沢 則雄 浦河 野村 正 420＋ 21：57．01� 312．9�
23 アグネスストーム 牡3鹿 56

53 ▲荻野 極渡辺公美子氏 高橋 義忠 浦河 富田牧場 502 ―1：58．9大差 18．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 22，022，300円 複勝： 31，211，900円 枠連： 12，715，600円
馬連： 44，847，500円 馬単： 27，888，100円 ワイド： 27，640，900円
3連複： 65，081，600円 3連単： 100，366，600円 計： 331，774，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，340円 複 勝 � 360円 � 320円 � 110円 枠 連（4－7） 9，540円

馬 連 �� 11，570円 馬 単 �� 26，640円

ワ イ ド �� 3，020円 �� 660円 �� 540円

3 連 複 ��� 5，030円 3 連 単 ��� 55，500円

票 数

単勝票数 計 220223 的中 � 7502（7番人気）
複勝票数 計 312119 的中 � 12602（6番人気）� 15048（4番人気）� 148367（1番人気）
枠連票数 計 127156 的中 （4－7） 1032（19番人気）
馬連票数 計 448475 的中 �� 3002（21番人気）
馬単票数 計 278881 的中 �� 785（46番人気）
ワイド票数 計 276409 的中 �� 2185（23番人気）�� 10976（8番人気）�� 13795（3番人気）
3連複票数 計 650816 的中 ��� 9692（13番人気）
3連単票数 計1003666 的中 ��� 1311（147番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．1―37．2―49．7―1：02．3―1：14．8―1：27．1―1：39．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．4―3F37．9
1
3

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

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

サンライズミライ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サウスヴィグラス デビュー 2016．3．12 中山9着

2013．4．7生 牡3鹿 母 ハニーメロンチャン 母母 エピーメロン 2戦1勝 賞金 4，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アグネスストーム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年7月19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。
（非抽選馬） 3頭 キングエイティ号・パズドリーム号・レザニティエ号
※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６日



16063 6月19日 雨 稍重 （28阪神3）第6日 第3競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走11時00分 （芝・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
1：19．9
1：19．0

良
良

12 キョウワゼノビア 牝3黒鹿54 秋山真一郎�協和牧場 角田 晃一 新冠 協和牧場 474－ 21：22．6 6．5�
47 ココファンタジア 牝3黒鹿54 中谷 雄太 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 446－ 41：22．7� 3．3�
713 ウイングフィールド 牝3鹿 54 松田 大作塚本 法生氏 服部 利之 浦河 金成吉田牧場 474± 0 〃 アタマ 19．9�
36 タガノガジュマル 牡3黒鹿56 浜中 俊八木 良司氏 本田 優 新冠 八木牧場 424± 01：22．8� 3．1�
35 エイシンミレレ 牝3黒鹿54 和田 竜二�栄進堂 今野 貞一 浦河 三嶋牧場 B430＋12 〃 ハナ 45．2	
11 カ イ 牡3栗 56 小牧 太�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 448＋ 81：22．9クビ 7．8

715 ニシノリンド 牝3鹿 54 M．デムーロ西山 茂行氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 430＋ 2 〃 アタマ 13．9�
24 クーファレイア 牝3鹿 54 松山 弘平大迫久美子氏 石坂 正 新冠 村上 欽哉 486＋ 41：23．21� 22．2�
816 インカンターレ 牝3栗 54

51 ▲荻野 極飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 422－ 61：23．41� 243．5
817 ベ ル ロ ッ ク 	3鹿 56 M．デュプレシス �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 516－ 81：23．5クビ 42．3�

（新）

48 
 キラリジェームス 牡3鹿 54
53 ☆�島 克駿吉田 和美氏 池添 学 豪 Alpara Lodge 532＋ 2 〃 クビ 43．6�

818 ダノンハナフブキ 牡3鹿 56 武 幸四郎�ダノックス 千田 輝彦 日高 オリオンファーム 452＋121：23．6� 29．4�
23 プリンセスノワール 牝3黒鹿54 蛯名 正義 �シルクレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 448＋ 41：23．7クビ 23．4�
714 ゴーフォワード 牡3鹿 56 熊沢 重文前田 剛氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 462－ 21：23．8� 60．5�
611 エイシンシシオウ 牡3黒鹿56 酒井 学�栄進堂 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 518＋12 〃 アタマ 264．0�
59 ダノンジェット 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣�ダノックス 高野 友和 日高 下河辺牧場 466± 01：24．33 156．9�
510 ワラグートレイク 牡3黒鹿56 松若 風馬吉田 勝己氏 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 510＋ 41：25．78 241．6�
612 カプチーノコースト 牝3鹿 54 太宰 啓介村上 憲政氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 476－ 2 （競走中止） 165．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 28，550，700円 複勝： 39，721，000円 枠連： 18，967，700円
馬連： 58，428，000円 馬単： 28，296，500円 ワイド： 38，404，300円
3連複： 85，780，500円 3連単： 109，042，100円 計： 407，190，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 230円 � 160円 � 430円 枠 連（1－4） 610円

馬 連 �� 1，310円 馬 単 �� 2，900円

ワ イ ド �� 580円 �� 1，740円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 6，530円 3 連 単 ��� 31，220円

票 数

単勝票数 計 285507 的中 � 34888（3番人気）
複勝票数 計 397210 的中 � 43260（4番人気）� 77984（2番人気）� 19250（7番人気）
枠連票数 計 189677 的中 （1－4） 23912（3番人気）
馬連票数 計 584280 的中 �� 34437（5番人気）
馬単票数 計 282965 的中 �� 7304（10番人気）
ワイド票数 計 384043 的中 �� 18061（5番人気）�� 5446（16番人気）�� 8490（11番人気）
3連複票数 計 857805 的中 ��� 9847（19番人気）
3連単票数 計1090421 的中 ��� 2532（88番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．5―11．8―12．1―11．7―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．9―34．4―46．2―58．3―1：10．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．2―3F36．4
3 ・（13，15）（1，2）（4，17）7，3，5（8，11）6，16（9，14，18）－（10，12） 4 13，15，1，2（4，17，7）（3，5）8，11（6，18）（14，16）－9（10，12）

勝馬の
紹 介

キョウワゼノビア �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2016．1．17 京都3着

2013．3．13生 牝3黒鹿 母 ア サ カ フ ジ 母母 Connie’s Gift 5戦1勝 賞金 9，550，000円
〔競走中止〕 カプチーノコースト号は，競走中に疾病〔鼻出血（2回目）〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔鼻出血による出走制限〕 カプチーノコースト号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成28年8月19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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 コウエイスズラン号
（非抽選馬） 3頭 グルーヴィタイム号・タランテュー号・ワンダーエクラタン号
※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。

16064 6月19日 雨
（ 芝 ）稍重
（ダート）重 （28阪神3）第6日 第4競走 ��2，970�サラブレッド系障害3歳以上

発走11時30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

66 � メイショウトキムネ 牡5鹿 60 林 満明松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 470－ 63：22．8 6．7�
67 メイショウツガル 牡8鹿 60 森 一馬松本 好雄氏 渡辺 薫彦 浦河 太陽牧場 484＋123：23．11� 3．4�
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 482＋ 43：23．2� 3．7�
811 タイセイドリーム 牡6鹿 60 平沢 健治田中 成奉氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 554＋183：24．15 12．4�
79 ヤマニンブルジョン 牡6栗 60 中村 将之土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 488－ 23：24．31� 5．7�
22 ツカサブレイブ 牡4青鹿60 佐久間寛志中務 幸雄氏 田所 秀孝 新ひだか 矢野牧場 466－ 23：24．5� 16．1�
55 � ポンデザムール 	6黒鹿60 五十嵐雄祐岡田 牧雄氏 本間 忍 新ひだか 沖田 哲夫 502－10 〃 アタマ 34．2	
810� グレイレジェンド 牡8芦 60 熊沢 重文小野 博郷氏 松永 幹夫 新ひだか 稲葉牧場 472－ 23：27．3大差 7．9

11 � 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 496＋ 23：27．4� 27．9�
44 トーセンアスリート 牡4鹿 60 小野寺祐太島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 460－ 83：28．78 84．0
78 � タンスチョキン 牝6鹿 58 大江原 圭栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 下河辺牧場 472－ 23：29．12� 39．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 18，591，000円 複勝： 17，763，400円 枠連： 11，901，500円
馬連： 34，876，200円 馬単： 20，698，100円 ワイド： 20，809，900円
3連複： 55，221，600円 3連単： 83，966，600円 計： 263，828，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 180円 � 170円 � 150円 枠 連（6－6） 1，280円

馬 連 �� 1，290円 馬 単 �� 2，570円

ワ イ ド �� 500円 �� 400円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，560円 3 連 単 ��� 10，440円

票 数

単勝票数 計 185910 的中 � 22156（4番人気）
複勝票数 計 177634 的中 � 23619（4番人気）� 27241（3番人気）� 32673（1番人気）
枠連票数 計 119015 的中 （6－6） 7160（7番人気）
馬連票数 計 348762 的中 �� 20922（5番人気）
馬単票数 計 206981 的中 �� 6019（9番人気）
ワイド票数 計 208099 的中 �� 10336（6番人気）�� 13407（2番人気）�� 13438（1番人気）
3連複票数 計 552216 的中 ��� 26452（2番人気）
3連単票数 計 839666 的中 ��� 5831（18番人気）
上り 1マイル 1：48．6 4F 53．0－3F 40．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�メイショウトキムネ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 エルコンドルパサー

2011．3．6生 牡5鹿 母 フレアキャスケード 母母 ダンツプリンセス 障害：4戦1勝 賞金 8，600，000円
初出走 JRA



16065 6月19日 雨 重 （28阪神3）第6日 第5競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走12時20分 （芝・右・外）
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� 基準タイム

中央レコード
1：33．1
1：32．3

良
良

45 エントリーチケット 牝2栗 54 国分 優作 �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 420 ―1：37．5 50．3�

57 プ ロ キ シ マ 牝2青 54 M．デムーロ�G1レーシング 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 446 ―1：38．03 2．7�
56 マイネルブロッケン 牡2青鹿54 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム 412 ―1：38．21� 15．3�
33 ウィズワンアセント 牡2鹿 54 和田 竜二 �キャロットファーム 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 518 ―1：38．62� 5．8�
710 マナープリンセス 牝2鹿 54

53 ☆	島 克駿松岡 隆雄氏 安田 隆行 新冠 石郷岡 雅樹 472 ― 〃 クビ 6．5	
711 ファニーフェロー 牡2黒鹿54 浜中 俊小田 吉男氏 藤原 英昭 日高 加藤牧場 450 ―1：38．7
 4．5

11 ロードゼスト 牡2鹿 54 M．デュプレシス �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか グランド牧場 464 ―1：39．01
 96．3�

（新）

69 ゴールドケープ 牝2鹿 54 蛯名 正義 �グリーンファーム荒川 義之 千歳 社台ファーム 434 ―1：39．1
 42．5�
22 アドレスマッチング 牡2鹿 54 松田 大作大迫 基弘氏 梅田 智之 千歳 社台ファーム 482 ―1：39．41
 104．4
44 タマモヒナマツリ 牝2鹿 54

51 ▲荻野 極タマモ� 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 418 ―1：39．5クビ 31．5�
68 イイコトバカリ 牝2鹿 54 松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 460 ―1：39．6
 9．7�
813 ラガーセブンカラー 牡2鹿 54 小牧 太奥村 啓二氏 清水 久詞 日高 賀張三浦牧場 460 ―1：39．92 50．6�
812 ビーフォルツァ 牡2黒鹿54 高倉 稜馬場 祥晃氏 牧田 和弥 むかわ 貞広 賢治 460 ―1：40．11 144．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 31，801，200円 複勝： 32，848，000円 枠連： 13，888，700円
馬連： 50，938，700円 馬単： 27，933，700円 ワイド： 28，797，000円
3連複： 63，132，400円 3連単： 94，024，900円 計： 343，364，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，030円 複 勝 � 760円 � 150円 � 340円 枠 連（4－5） 1，800円

馬 連 �� 5，780円 馬 単 �� 18，260円

ワ イ ド �� 1，980円 �� 3，630円 �� 750円

3 連 複 ��� 14，440円 3 連 単 ��� 147，860円

票 数

単勝票数 計 318012 的中 � 5357（9番人気）
複勝票数 計 328480 的中 � 8412（10番人気）� 81357（1番人気）� 21538（6番人気）
枠連票数 計 138887 的中 （4－5） 5947（7番人気）
馬連票数 計 509387 的中 �� 6822（18番人気）
馬単票数 計 279337 的中 �� 1147（49番人気）
ワイド票数 計 287970 的中 �� 3673（20番人気）�� 1977（36番人気）�� 10401（9番人気）
3連複票数 計 631324 的中 ��� 3278（43番人気）
3連単票数 計 940249 的中 ��� 461（366番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．1―36．4―49．2―1：01．7―1：13．6―1：25．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．3―3F35．8
3 5，8－（6，13）12，3（2，10）（1，4，11）7－9 4 ・（5，8）（6，13）3（12，10，7）11（2，4，9）1

勝馬の
紹 介

エントリーチケット �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 スターオブコジーン 初出走

2014．4．29生 牝2栗 母 コスモエンドレス 母母 マイネエクセル 1戦1勝 賞金 7，000，000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。

16066 6月19日 雨 重 （28阪神3）第6日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走12時50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
1：08．8
1：08．7

重
重

12 � ブロンズテーラー 牝5青鹿55 国分 恭介中西 浩一氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド 448－161：10．5 39．2�
816 スキースクール 牝4青鹿55 国分 優作 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472± 0 〃 ハナ 16．1�
23 シゲルゴホウサイ 牝4鹿 55 高倉 稜森中 蕃氏 森田 直行 新冠 中央牧場 426＋ 61：10．82 45．1�
510 シルバードリーム 牝3栃栗 52

49 ▲荻野 極南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 450＋ 81：10．9� 3．5�
714 マートンパーク 牝4鹿 55

54 ☆�島 克駿�下河辺牧場 安田 隆行 日高 下河辺牧場 498＋ 2 〃 クビ 11．2�
24 タガノヴェルリー 牝4鹿 55 M．デュプレシス 八木 良司氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B456＋ 21：11．0� 11．4	
（新）

611 メイショウマイカゼ 牝3黒鹿52 松山 弘平松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 424± 0 〃 クビ 122．2

35 メイショウタラチネ 牝4黒鹿55 浜中 俊松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 472＋ 41：11．1クビ 2．3�
815 スターペスユウコ 牝5鹿 55 蛯名 正義河野和香子氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 456＋ 6 〃 アタマ 14．0�
59 タキオンレディー 牝4栗 55 和田 竜二�宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 462＋ 8 〃 クビ 22．1
36 ショウナンサアーダ 牝4黒鹿55 松田 大作国本 哲秀氏 吉村 圭司 浦河 大北牧場 506＋ 61：11．2クビ 155．3�
713 ブンブンブラウ 牝3鹿 52 藤懸 貴志三宅 勝俊氏 川村 禎彦 新ひだか 中田 英樹 B450－ 2 〃 クビ 26．8�
47 マルクデラポム 牝3青鹿52 松若 風馬三宅 勝俊氏 松下 武士 浦河 昭和牧場 468－ 61：11．41	 23．1�
11 � メイショウルナ 牝5鹿 55 酒井 学松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 日の出牧場 506－ 2 〃 ハナ 44．6�
48 ボストンビリーヴ 牝6栗 55

53 △義 英真ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 452－ 41：11．61 62．5�
612 ムラングシャンティ 牝4芦 55 中谷 雄太三宅 勝俊氏 松元 茂樹 新ひだか 岡田牧場 478＋ 21：12．55 278．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，231，400円 複勝： 42，207，900円 枠連： 18，944，200円
馬連： 66，819，300円 馬単： 31，896，000円 ワイド： 45，088，900円
3連複： 92，959，700円 3連単： 114，304，800円 計： 444，452，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，920円 複 勝 � 700円 � 560円 � 820円 枠 連（1－8） 3，880円

馬 連 �� 23，820円 馬 単 �� 61，650円

ワ イ ド �� 6，100円 �� 7，060円 �� 6，610円

3 連 複 ��� 160，640円 3 連 単 ��� 1，315，410円

票 数

単勝票数 計 322314 的中 � 6574（10番人気）
複勝票数 計 422079 的中 � 15791（11番人気）� 20508（6番人気）� 13340（12番人気）
枠連票数 計 189442 的中 （1－8） 3775（15番人気）
馬連票数 計 668193 的中 �� 2174（56番人気）
馬単票数 計 318960 的中 �� 388（122番人気）
ワイド票数 計 450889 的中 �� 1909（56番人気）�� 1648（65番人気）�� 1760（59番人気）
3連複票数 計 929597 的中 ��� 434（293番人気）
3連単票数 計1143048 的中 ��� 63（1843番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．1―11．4―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．0―45．4―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ブロンズテーラー �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 フ ジ キ セ キ

2011．6．6生 牝5青鹿 母 キョウエイトルース 母母 キョウエイヨシノ 20戦1勝 賞金 20，860，000円
初出走 JRA

※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 クリノミユキチャン号・ジュエルメッセージ号
※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。



16067 6月19日 雨 重 （28阪神3）第6日 第7競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走13時20分 （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
1：07．1
1：06．5

良
良

510 ブラッククローバー 牡4黒鹿57 和田 竜二呂 朝子氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 486－101：09．8 2．3�
611� エナジータウン 牡4鹿 57 酒井 学幅田 昌伸氏 藤岡 健一 米 Gallagher’s

Stud 456－ 41：10．33 18．3�
713 センセーション 牝5鹿 55 M．デムーロ田所 英子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 B480± 01：10．4クビ 12．6�
24 サチノリーダース 牡6青鹿57 武 幸四郎佐藤 勝士氏 千田 輝彦 新冠 競優牧場 466＋ 81：10．61	 119．1�
36 ゲンキチハヤブサ 
4栗 57 M．デュプレシス 荒井 壽明氏 川村 禎彦 日高 サンシャイン

牧場 462－ 21：10．7	 27．6�
（新）

11 スナークスカイ 牡3鹿 54 �島 良太杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 見上牧場 448＋ 4 〃 クビ 33．7�
59 オメガタックスマン 牡4鹿 57 浜中 俊原 �子氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 462－ 21：10．8クビ 6．1	
12 ゼンノイザナギ 牡4栗 57 蛯名 正義大迫久美子氏 安田 隆行 浦河 中村 雅明 482－ 21：10．9	 4．2

23 コパノチャールズ 牡4栗 57

55 △義 英真小林 祥晃氏 宮 徹 新ひだか 伊藤 敏明 B488± 01：11．0	 229．5�
35 イ ロ リ 牝5鹿 55

52 ▲荻野 極小田切有一氏 佐々木晶三 新ひだか 田中 裕之 480＋ 2 〃 ハナ 110．7�
47 トウシンムサシ 牡5栗 57

54 ▲森 裕太朗サトー 山内 研二 日高 増尾牧場 464＋ 2 〃 クビ 38．9�
714 タイキパラドックス 牡4栗 57 中谷 雄太�大樹ファーム 田中 章博 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 442－ 61：11．1クビ 89．6�
48  キミニヒトメボレ 牝5栗 55

54 ☆�島 克駿大塚 亮一氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 470＋ 21：11．41� 111．6�
612 サウンドドゥイット 牡4鹿 57 松若 風馬増田 雄一氏 吉田 直弘 浦河 三嶋牧場 444＋ 2 〃 クビ 25．3�
815 サイタスリーレッド 牡3鹿 54 秋山真一郎西村 憲人氏 佐藤 正雄 新ひだか カタオカフアーム 468－ 4 〃 アタマ 8．4�
816 ボンセジュール 牝5栗 55 藤懸 貴志 ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 414＋101：11．5	 523．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，382，100円 複勝： 37，218，300円 枠連： 18，639，500円
馬連： 62，808，400円 馬単： 32，219，200円 ワイド： 38，556，100円
3連複： 87，747，900円 3連単： 117，324，400円 計： 422，895，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 140円 � 360円 � 400円 枠 連（5－6） 670円

馬 連 �� 2，220円 馬 単 �� 3，350円

ワ イ ド �� 870円 �� 740円 �� 2，980円

3 連 複 ��� 9，930円 3 連 単 ��� 41，050円

票 数

単勝票数 計 283821 的中 � 97122（1番人気）
複勝票数 計 372183 的中 � 100930（1番人気）� 21324（5番人気）� 19211（6番人気）
枠連票数 計 186395 的中 （5－6） 21506（3番人気）
馬連票数 計 628084 的中 �� 21926（9番人気）
馬単票数 計 322192 的中 �� 7199（11番人気）
ワイド票数 計 385561 的中 �� 11579（9番人気）�� 13765（6番人気）�� 3177（31番人気）
3連複票数 計 877479 的中 ��� 6623（30番人気）
3連単票数 計1173244 的中 ��� 2072（116番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．5―11．6―11．3―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．3―34．8―46．4―57．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F35．0
3 10（11，14）1（4，13）（2，5）（9，16）3，6（7，12）－（8，15） 4 10，11，14（1，4，13）（2，16）（5，9）（6，3，12）（7，15）8

勝馬の
紹 介

ブラッククローバー �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2014．7．12 中京5着

2012．4．9生 牡4黒鹿 母 パリスセイリュウ 母母 ローランロード 20戦3勝 賞金 50，292，000円
※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 アグネスユーリヤ号・タガノビーンズ号・ダンシングワンダー号
※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。

16068 6月19日 曇 重 （28阪神3）第6日 第8競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳以上

発走13時50分 （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

33 ヴ ォ ー ジ ュ 牡3青鹿54 M．デュプレシス 杉山 忠国氏 西村 真幸 新ひだか 明治牧場 502－ 62：03．1 11．8�
（新）

44 � タニノアーバンシー 牝3黒鹿52 M．デムーロ谷水 雄三氏 角居 勝彦 英 Yuzo Tani-
mizu 482－ 42：03．73	 1．6�

55 ピスコサワー 牡3黒鹿54 松田 大作金子真人ホール
ディングス� 中内田充正 日高 日高大洋牧場 510－ 42：03．8	 25．4�

22 タツゴウゲキ 牡4鹿 57 松山 弘平鈴木 髙幸氏 
島 一歩 新冠 川上牧場 478＋ 22：04．11� 19．9�
11 ク ロ ー ク ス 牡3栗 54 松若 風馬 �キャロットファーム 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 468＋122：04．2� 20．2	
89 グローリーミスト 牡3青鹿54 小牧 太 �グリーンファーム中竹 和也 安平 ノーザンファーム 478＋ 22：04．3	 17．6

88 ヘ イ ム ダ ル 牡4黒鹿 57

54 ▲荻野 極岡田 牧雄氏 宮 徹 浦河 谷川牧場 492± 02：04．61� 8．3�
66 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± 02：04．92 36．6�
77 トウショウジャイロ 牡3黒鹿54 浜中 俊トウショウ産業� 角田 晃一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 504＋ 62：06．39 4．6

（9頭）

売 得 金
単勝： 33，460，900円 複勝： 87，647，400円 枠連： 11，115，900円
馬連： 57，938，200円 馬単： 47，328，400円 ワイド： 34，369，500円
3連複： 77，656，500円 3連単： 203，882，600円 計： 553，399，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，180円 複 勝 � 220円 � 110円 � 340円 枠 連（3－4） 790円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 2，610円

ワ イ ド �� 340円 �� 2，740円 �� 620円

3 連 複 ��� 3，730円 3 連 単 ��� 32，960円

票 数

単勝票数 計 334609 的中 � 22572（4番人気）
複勝票数 計 876474 的中 � 33037（4番人気）� 650407（1番人気）� 17921（7番人気）
枠連票数 計 111159 的中 （3－4） 10854（3番人気）
馬連票数 計 579382 的中 �� 60540（3番人気）
馬単票数 計 473284 的中 �� 13600（11番人気）
ワイド票数 計 343695 的中 �� 28692（3番人気）�� 2890（30番人気）�� 14082（7番人気）
3連複票数 計 776565 的中 ��� 15609（15番人気）
3連単票数 計2038826 的中 ��� 4484（96番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―12．3―12．4―12．5―12．5―12．5―12．3―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．6―35．9―48．3―1：00．8―1：13．3―1：25．8―1：38．1―1：50．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴ ォ ー ジ ュ �
�
父 ナカヤマフェスタ �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2016．4．23 京都8着

2013．5．15生 牡3青鹿 母 ギュイエンヌ 母母 スギノトヨヒメ 4戦2勝 賞金 13，800，000円
〔その他〕 タニノアーバンシー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 タニノアーバンシー号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成28年7月19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。



16069 6月19日 小雨 重 （28阪神3）第6日 第9競走 ��
��1，600�

し ょ う ど し ま

小 豆 島 特 別
発走14時25分 （芝・右・外）
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 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．0
1：30．7

良
良

56 ダノンメジャー 牡4栗 57 小牧 太�ダノックス 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 482－ 61：34．9 5．3�
67 マサハヤドリーム 牡4鹿 57 和田 竜二中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 466＋ 21：35．43 8．2�
812 メイクアップ 牡5栗 57 蛯名 正義岡 浩二氏 谷 潔 新ひだか タイヘイ牧場 478± 0 〃 ハナ 6．6�
44 バ ン ザ イ 牡7栗 57 浜中 俊幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 500＋ 41：35．72 10．2�
79 シルヴァーグレイス 牝6鹿 55 秋山真一郎吉田 千津氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム B466－ 21：35．8� 36．2�
55 サウンドアプローズ 牡4黒鹿57 松若 風馬増田 雄一氏 高橋 康之 日高 山際 辰夫 492± 0 〃 クビ 3．4	
710 パワースラッガー 牡5鹿 57 酒井 学丸岡 啓一氏 菊川 正達 安平 吉田牧場 484± 01：36．01 28．0

11 ジョーウォルター 牡5鹿 57 荻野 極上田けい子氏 清水 久詞 浦河 斉藤 政志 470＋ 41：36．21	 43．8�
22 アッシュゴールド 牡4栗 57 松山 弘平 �社台レースホース池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438－101：36．3
 25．0
33 � クレアドール 牝5青鹿55 �島 克駿 �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 502＋ 21：36．51	 55．4�
811 トーセンデューク 牡5鹿 57 M．デムーロ島川 �哉氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 456＋ 21：37．03 3．8�
68 マッシヴヒーロー 牡7鹿 57 太宰 啓介小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 カミイスタット 470－ 21：37．95 155．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 38，355，300円 複勝： 57，024，100円 枠連： 26，244，700円
馬連： 107，697，100円 馬単： 47，314，900円 ワイド： 56，935，600円
3連複： 140，980，300円 3連単： 210，500，800円 計： 685，052，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 210円 � 250円 � 190円 枠 連（5－6） 910円

馬 連 �� 2，450円 馬 単 �� 4，300円

ワ イ ド �� 880円 �� 760円 �� 770円

3 連 複 ��� 5，750円 3 連 単 ��� 25，990円

票 数

単勝票数 計 383553 的中 � 57059（3番人気）
複勝票数 計 570241 的中 � 73334（4番人気）� 55262（5番人気）� 82675（3番人気）
枠連票数 計 262447 的中 （5－6） 22278（2番人気）
馬連票数 計1076971 的中 �� 33977（10番人気）
馬単票数 計 473149 的中 �� 8250（18番人気）
ワイド票数 計 569356 的中 �� 16413（12番人気）�� 19452（9番人気）�� 18952（10番人気）
3連複票数 計1409803 的中 ��� 18366（18番人気）
3連単票数 計2105008 的中 ��� 5870（90番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．0―36．3―48．5―1：00．4―1：12．0―1：23．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダノンメジャー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Azamour デビュー 2014．8．10 小倉1着

2012．1．28生 牡4栗 母 ヴィヤダーナ 母母 Visor 16戦3勝 賞金 69，373，000円
※マッシヴヒーロー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

16070 6月19日 小雨 不良 （28阪神3）第6日 第10競走 ��
��1，200�

さんのみや

三宮ステークス
発走15時00分 （ダート・右）
3歳以上，1，600万円以下，27．6．20以降28．6．12まで1回以上出走馬，除3歳未出走馬
および未勝利馬；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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．7

重
重

11 ビ リ オ ネ ア 牝6鹿 54 M．デムーロ間野 隆司氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 458－ 41：09．8 5．5�
713 ゴーインググレート 牡6栗 56 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 484± 01：09．9� 3．3�
59 ゲマインシャフト 牡6鹿 55 浜中 俊丸山 担氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 508－ 41：10．0クビ 5．9�
612 ガッサンプレイ 牡6栗 54 松山 弘平西村 專次氏 鈴木 伸尋 新冠 ヒカル牧場 474－ 4 〃 クビ 86．7�
36 アビリティラヴ 牡6鹿 57 松田 大作本間 充氏 本間 忍 浦河 田中スタッド 486－ 21：10．1クビ 55．6�
35 ハニードント 牝5栗 52 柴田 未崎薪浦 亨氏 梅田 智之 安平 吉田 三郎 462± 0 〃 クビ 36．3�
816� サンライズネオ 牡6黒鹿55 松若 風馬松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 478± 01：10．2� 22．6	
24 ジャコカッテ 牡5栗 54 太宰 啓介晴間 初栄氏 高橋 義忠 新冠 カミイスタット 506－ 21：10．3クビ 32．0

510 イーグルカザン 牡8鹿 53 国分 優作山田 裕仁氏 伊藤 大士 様似 山本 和彦 514－161：10．51	 57．1�
48 ナリタモード 牝5栗 52 藤懸 貴志�オースミ 藤沢 則雄 浦河 江渡 繁治 458＋ 6 〃 アタマ 59．3
815 ケイリンボス 牡5栗 54 中谷 雄太山田 裕仁氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 522＋121：10．71 17．1�
714 モ ン テ ネ オ 牡6黒鹿55 M．デュプレシス 毛利 喜昭氏 小島 茂之 新ひだか タイヘイ牧場 470－101：11．02 18．7�

（新）

611 テイクファイア 牡6鹿 53 国分 恭介加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 474－ 21：11．1
 111．7�
23 ルミナスパレード 牝5黒鹿52 �島 克駿 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 490＋121：11．31
 14．6�
47 ペイシャモンシェリ 牡5鹿 57 田中 健北所 直人氏 目野 哲也 平取 赤石牧場 472－ 61：11．4クビ 7．8�
12 � ホ ス ト 牡5黒鹿55 酒井 学内田 玄祥氏 金成 貴史 新ひだか 藤沢牧場 526± 01：11．71� 8．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，498，800円 複勝： 63，918，100円 枠連： 34，143，800円
馬連： 143，874，600円 馬単： 60，648，800円 ワイド： 73，378，700円
3連複： 199，291，400円 3連単： 275，053，100円 計： 894，807，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 180円 � 130円 � 170円 枠 連（1－7） 470円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 2，170円

ワ イ ド �� 360円 �� 620円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，500円 3 連 単 ��� 7，800円

票 数

単勝票数 計 444988 的中 � 64685（2番人気）
複勝票数 計 639181 的中 � 79340（3番人気）� 149971（1番人気）� 87834（2番人気）
枠連票数 計 341438 的中 （1－7） 55285（1番人気）
馬連票数 計1438746 的中 �� 116867（2番人気）
馬単票数 計 606488 的中 �� 20905（4番人気）
ワイド票数 計 733787 的中 �� 52793（2番人気）�� 28006（5番人気）�� 59702（1番人気）
3連複票数 計1992914 的中 ��� 99559（1番人気）
3連単票数 計2750531 的中 ��� 25555（4番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．0―11．5―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．5―45．0―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビ リ オ ネ ア �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ラグビーボール デビュー 2012．9．1 札幌1着

2010．4．10生 牝6鹿 母 タフネススター 母母 ユキノサクラ 33戦4勝 賞金 86，862，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 コスタアレグレ号・スウィープアウェイ号・ストーミングスター号・パイメイメイ号
（非抽選馬） 2頭 クーゲル号・タッチシタイ号
※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。

１レース目



16071 6月19日 小雨 重 （28阪神3）第6日 第11競走 ��
��1，600�

よ な ご

米子ステークス
発走15時35分 （芝・右・外）
3歳以上，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：3歳52�4歳以上
56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：3歳
52�4歳以上56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1
着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

米子市長賞（1着）
賞 品

本 賞 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000円
付 加 賞 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．0
1：30．7

良
良

11 ケ ン ト オ ー 牡4黒鹿56 和田 竜二田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 ハクツ牧場 464± 01：34．6 8．8�
33 クイーンズリング 牝4黒鹿55 M．デムーロ吉田 千津氏 吉村 圭司 千歳 社台ファーム 454－ 61：35．24 1．7�
55 ダイシンサンダー 牡5鹿 56 松山 弘平大八木信行氏 須貝 尚介 新ひだか グランド牧場 498± 01：35．41	 6．0�
44 ゴールデンナンバー 牝7栗 55 秋山真一郎池谷 誠一氏 萩原 清 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 516－ 61：35．5クビ 42．7�
77 ガリバルディ 牡5鹿 56 M．デュプレシス �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 504－ 41：35．6
 4．6�

（新）

88 ニシノビークイック 牡7栗 56 国分 恭介西山 茂行氏 竹内 正洋 新ひだか 本桐牧場 490－ 81：35．7
 126．0	
22 タマモトッププレイ 牡7黒鹿56 熊沢 重文タマモ
 南井 克巳 浦河 信成牧場 500－ 4 〃 アタマ 33．1�
66 ダ ロ ー ネ ガ 牡7鹿 56 中谷 雄太 �キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 500＋ 4 〃 クビ 16．2�
89 メドウラーク 牡5鹿 56 浜中 俊吉田 勝己氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 498＋ 81：36．55 16．4

（9頭）

売 得 金
単勝： 65，701，700円 複勝： 90，108，300円 枠連： 29，016，300円
馬連： 178，764，200円 馬単： 119，992，300円 ワイド： 71，792，700円
3連複： 220，674，300円 3連単： 648，618，100円 計： 1，424，667，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 880円 複 勝 � 180円 � 110円 � 160円 枠 連（1－3） 700円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 2，190円

ワ イ ド �� 280円 �� 460円 �� 240円

3 連 複 ��� 880円 3 連 単 ��� 7，170円

票 数

単勝票数 計 657017 的中 � 59316（4番人気）
複勝票数 計 901083 的中 � 67550（4番人気）� 481683（1番人気）� 84087（3番人気）
枠連票数 計 290163 的中 （1－3） 32057（3番人気）
馬連票数 計1787642 的中 �� 207961（3番人気）
馬単票数 計1199923 的中 �� 40956（8番人気）
ワイド票数 計 717927 的中 �� 65098（3番人気）�� 35359（7番人気）�� 84038（2番人気）
3連複票数 計2206743 的中 ��� 187882（3番人気）
3連単票数 計6486181 的中 ��� 65561（23番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．3―35．8―47．4―59．2―1：10．7―1：22．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケ ン ト オ ー �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 トウカイテイオー デビュー 2015．1．18 中京7着

2012．3．12生 牡4黒鹿 母 ポ ポ チ ャ ン 母母 ア ト ラ ク ト 17戦5勝 賞金 84，014，000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。

16072 6月19日 曇 不良 （28阪神3）第6日 第12競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

発走16時15分 （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

11 ステイチューン 牡3芦 54 蛯名 正義�G1レーシング 松田 国英 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 508± 01：50．3 2．9�

816 ウェーブキング 牡4鹿 57 和田 竜二万波 健二氏 中尾 秀正 浦河 杵臼牧場 508－ 41：50．72� 7．4�
713 シーサイドバウンド 	5芦 57

56 ☆
島 克駿 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 464－ 41：50．8クビ 29．1�
612� キングズアフェアー 	4黒鹿57 中谷 雄太吉田 照哉氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム 506－ 61：51．01� 221．0�
47  ドリームキラリ 牡4青 57 酒井 学ライオンレースホース� 矢作 芳人 米 Colts Neck

Stables LLC 476＋ 4 〃 アタマ 17．2	
24 アイファーラブオー 牡4鹿 57

54 ▲森 裕太朗中島 稔氏 
島 一歩 新ひだか 静内山田牧場 524＋ 61：51．1� 32．3

48 サトノスーペリア 	5黒鹿57 藤懸 貴志里見 治氏 平田 修 千歳 社台ファーム 462＋ 6 〃 ハナ 15．3�
611 ワールドレジェンド 牡4栗 57 M．デムーロ菅原 広隆氏 松永 昌博 新冠 佐藤 信広 B480＋ 21：51．73� 3．6�
714 ストライクイーグル 牡3青鹿54 岡田 祥嗣 �キャロットファーム 高野 友和 新ひだか 前田 宗将 506－ 41：51．8クビ 15．8
510 アポロテキサス 牡3鹿 54 小牧 太アポロサラブレッドクラブ 山内 研二 米 William B.

Thompson Jr. 476－10 〃 アタマ 17．1�
12 カフジデンジャー 牡3鹿 54 松田 大作加藤 守氏 松元 茂樹 新ひだか タイヘイ牧場 548－ 81：51．9� 68．0�
815 ウインユニファイド 牡4黒鹿57 松山 弘平�ウイン 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 496－221：52．75 9．7�
35 マルカロゼッタ 牡5栗 57

54 ▲荻野 極日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 504－121：53．02 50．7�
59 マコトグロズヌイ 牡5芦 57

55 △義 英真�ディアマント 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム 526－ 2 〃 ハナ 23．1�
23 � ショウナンラクティ 牡4鹿 57 松若 風馬国本 哲秀氏 中村 均 日高 浦新 徳司 498－ 11：53．21� 99．3�
36 � マルヨカルボマキ 牝4栗 55 国分 恭介野村 春行氏 牧田 和弥 えりも 上島牧場 484－171：55．0大差 148．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 53，998，200円 複勝： 68，598，700円 枠連： 43，025，600円
馬連： 166，202，000円 馬単： 70，006，200円 ワイド： 83，395，700円
3連複： 226，140，500円 3連単： 328，509，500円 計： 1，039，876，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 170円 � 220円 � 560円 枠 連（1－8） 680円

馬 連 �� 1，210円 馬 単 �� 1，780円

ワ イ ド �� 550円 �� 1，310円 �� 2，610円

3 連 複 ��� 8，080円 3 連 単 ��� 26，910円

票 数

単勝票数 計 539982 的中 � 144032（1番人気）
複勝票数 計 685987 的中 � 123889（2番人気）� 85629（3番人気）� 24946（10番人気）
枠連票数 計 430256 的中 （1－8） 48704（2番人気）
馬連票数 計1662020 的中 �� 106067（3番人気）
馬単票数 計 700062 的中 �� 29348（3番人気）
ワイド票数 計 833957 的中 �� 41835（3番人気）�� 16012（12番人気）�� 7810（31番人気）
3連複票数 計2261405 的中 ��� 20984（23番人気）
3連単票数 計3285095 的中 ��� 8848（54番人気）

ハロンタイム 12．6―10．5―12．4―12．2―12．3―12．4―12．5―12．5―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．1―35．5―47．7―1：00．0―1：12．4―1：24．9―1：37．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．3―3F37．9
1
3
・（6，7）（9，10）－（3，11）（12，16）5，4，8（13，15）（1，14）2・（6，7）9，10（3，11，16）（12，8）（4，13）5（1，15）14－2

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

勝馬の
紹 介

ステイチューン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．12．19 中京1着

2013．2．14生 牡3芦 母 ヴァルパライソ 母母 ト コ ピ ジ ャ 6戦2勝 賞金 19，220，000円
〔制裁〕 ステイチューン号の騎手蛯名正義は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：13番）

４レース目



（28阪神3）第6日 6月19日（日曜日） 雨時々曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後重
稍重後重後不良

競走回数 12回 出走頭数 168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 手 当

218，970，000円
6，620，000円
1，190，000円
22，470，000円
67，169，500円
5，008，200円
1，612，800円

勝馬投票券売得金
415，493，800円
593，573，000円
250，557，900円
1，018，159，400円
536，099，600円
545，449，700円
1，379，740，300円
2，368，702，600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
計 7，107，776，300円

総入場人員 13，204名 （有料入場人員 12，265名）
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