
16049 6月17日 晴 良 （29阪神3）第5日 第1競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走10時00分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．1
1：20．3

稍重
良

55 マイネルエメ 牡2鹿 54 川田 将雅 �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 446－ 21：22．3 2．8�

22 タガノライジン 牡2鹿 54 和田 竜二八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 450－ 41：22．4� 4．8�

33 タイセイソニック 牡2黒鹿54 M．デムーロ田中 成奉氏 西村 真幸 新ひだか 萩澤 國男 422＋ 2 〃 ハナ 1．9�
11 メイショウアキツ 牡2黒鹿54 福永 祐一松本 好雄氏 坂口 正則 様似 中脇 一幸 430－ 41：23．14 24．6�
77 コスモエクセレント 牡2鹿 54

52 △荻野 極 �ビッグレッドファーム 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 492＋ 21：23．2� 19．7	
66 ナ ム ラ イ ヴ 牝2栗 54

51 ▲三津谷隼人奈村 睦弘氏 目野 哲也 新ひだか 八田ファーム 416－ 81：23．94 62．3

44 コパノルーリー 牝2栗 54 幸 英明小林 祐介氏 田所 秀孝 浦河 高昭牧場 428－ 21：24．11� 47．2�

（7頭）

売 得 金
単勝： 19，716，200円 複勝： 18，807，000円 枠連： 発売なし
馬連： 28，636，200円 馬単： 20，765，000円 ワイド： 13，962，600円
3連複： 39，511，900円 3連単： 97，604，000円 計： 239，002，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 170円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 890円

ワ イ ド �� 140円 �� 120円 �� 130円

3 連 複 ��� 170円 3 連 単 ��� 1，270円

票 数

単勝票数 計 197162 的中 � 56938（2番人気）
複勝票数 計 188070 的中 � 54735（2番人気）� 39121（3番人気）
馬連票数 計 286362 的中 �� 38945（3番人気）
馬単票数 計 207650 的中 �� 17314（4番人気）
ワイド票数 計 139626 的中 �� 22408（3番人気）�� 34443（1番人気）�� 24511（2番人気）
3連複票数 計 395119 的中 ��� 166717（1番人気）
3連単票数 計 976040 的中 ��� 55414（4番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネルエメ �

父 ステイゴールド �


母父 ス キ ャ ン デビュー 2017．6．4 阪神5着

2015．4．21生 牡2鹿 母 ケイティラブ 母母 ウイニングリバー 2戦1勝 賞金 5，700，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。

16050 6月17日 晴 良 （29阪神3）第5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）

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

611 ヤ ン ベ 牝3栗 54
51 ▲森 裕太朗杉澤 光雄氏 藤沢 則雄 新冠 小泉牧場 406－ 21：55．4 3．0�

35 サンマルガイア 牝3芦 54 太宰 啓介相馬 勇氏 大根田裕之 浦河 木戸口牧場 484＋101：55．61� 159．4�
815 ブライトメモリー 牝3黒鹿54 福永 祐一広尾レース� 小崎 憲 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 464－ 21：55．7� 6．7�
36 ミ リ フ ィ カ 牝3鹿 54 松若 風馬水上ふじ子氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 484－ 41：55．91 13．4�
12 ローズクイーン 牝3鹿 54

51 ▲富田 暁ライオンレースホース� 木原 一良 浦河 モトスファーム 468＋ 61：56．22 61．7�
713 ベルメーリャ 牝3鹿 54 松山 弘平吉田 安惠氏 森田 直行 安平 追分ファーム 526＋ 21：56．3� 5．3	
816 ラインサージュ 牝3鹿 54 森 一馬大澤 繁昌氏 松永 昌博 日高 日高大洋牧場 474± 01：56．51� 6．7

510 マダムストーリー 牝3鹿 54 国分 優作�ターフ・スポート西浦 勝一 浦河 市川フアーム 420＋ 41：56．71� 61．2�
47 ゴ ス ペ ル 牝3鹿 54 酒井 学サイプレスホール

ディングス合同会社 奥村 豊 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 444± 0 〃 ハナ 137．0

24 スズカウインク 牝3鹿 54
51 ▲川又 賢治永井 啓弍氏 杉山 晴紀 新ひだか 岡野牧場 454－151：57．76 30．9�

612 スリーオリジン 牝3芦 54 秋山真一郎永井商事� 加藤 敬二 浦河 信岡牧場 404＋ 21：57．8� 36．9�
59 ピオニームーン 牝3鹿 54 川須 栄彦下河辺隆行氏 高野 友和 日高 下河辺牧場 470＋ 21：58．33 4．3�
23 レッドヴォヤージ 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太 �東京ホースレーシング 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 434－141：58．51� 65．3�
11 クリノイサベル 牝3栗 54

51 ▲三津谷隼人栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 448± 01：58．92� 153．6�
48 ドナジュディス 牝3黒鹿54 �島 良太�飛野牧場 昆 貢 新ひだか 飛野牧場 520 ―2：00．28 106．4�

（15頭）
714 クインズミリセント 牝3鹿 54 幸 英明亀田 和弘氏 野中 賢二 新ひだか 松田牧場 474－ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 20，113，400円 複勝： 30，338，300円 枠連： 12，374，800円
馬連： 40，256，000円 馬単： 18，639，500円 ワイド： 26，540，300円
3連複： 56，200，100円 3連単： 66，586，500円 計： 271，048，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 2，870円 � 230円 枠 連（3－6） 1，510円

馬 連 �� 18，330円 馬 単 �� 29，300円

ワ イ ド �� 6，260円 �� 580円 �� 14，920円

3 連 複 ��� 53，350円 3 連 単 ��� 371，340円

票 数

単勝票数 差引計 201134（返還計 6945） 的中 � 52064（1番人気）
複勝票数 差引計 303383（返還計 8139） 的中 � 67110（1番人気）� 1913（14番人気）� 33595（4番人気）
枠連票数 差引計 123748（返還計 1161） 的中 （3－6） 6340（7番人気）
馬連票数 差引計 402560（返還計 38356） 的中 �� 1702（39番人気）
馬単票数 差引計 186395（返還計 17423） 的中 �� 477（65番人気）
ワイド票数 差引計 265403（返還計 16215） 的中 �� 1048（46番人気）�� 12750（6番人気）�� 437（68番人気）
3連複票数 差引計 562001（返還計 75000） 的中 ��� 790（109番人気）
3連単票数 差引計 665865（返還計 97527） 的中 ��� 130（672番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―13．1―12．8―13．0―13．2―12．9―12．9―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．2―37．3―50．1―1：03．1―1：16．3―1：29．2―1：42．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．3―3F39．1
1
3
5，16（2，15，13）（4，7）－10（1，3）（6，12）11，9－8・（5，16）（2，15）13（4，7）（10，6）3（1，11，9）12，8

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

勝馬の
紹 介

ヤ ン ベ �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2016．12．3 阪神9着

2014．3．17生 牝3栗 母 スエヒロサプライズ 母母 スエヒロジョウオー 6戦1勝 賞金 7，600，000円
〔競走除外〕 クインズミリセント号は，装鞍所で転倒し，疾病〔前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 レッドヴォヤージ号の騎手加藤祥太は，1コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番・12番）

ミリフィカ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過怠金10，000円。（被害馬：13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） 5頭 ガーランドワルツ号・グレートコマンダー号・センターシティ号・メイショウアキヅキ号・メイショウオヒサマ号

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第３回 阪神競馬 第５日



16051 6月17日 晴 良 （29阪神3）第5日 第3競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走11時00分 （ダート・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．7

重
重

59 ウィッシュノート 牝3黒鹿 54
52 △荻野 極 �シルクレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B428－ 61：12．9 10．4�

714� レオンマテラ 牡3栗 56 松若 風馬大野 照旺氏 浜田多実雄 米 Newtown
Anner Stud 524－ 41：13．0� 70．3�

47 キョウワヒラリー 牝3鹿 54 秋山真一郎�協和牧場 角田 晃一 新冠 協和牧場 498＋101：13．21 6．1�
815 ヒロノランマン 牡3栗 56

53 ▲川又 賢治サンエイ開発� 寺島 良 浦河 浦河小林牧場 502－ 41：13．73 32．5�
816� クライフォーローズ 牡3黒鹿56 四位 洋文 H.H．シェイク・モハメド 昆 貢 米

J G Jones Jr., J Geisler, J
W Hirschmann Silent
Grove Farm, LLC & Darl

B496＋ 41：13．8	 5．5	
612� アルファベット 牡3芦 56 福永 祐一馬場 幸夫氏 石坂 正 米 Mr. & Mrs. Char-

les McGinnes 482－ 41：13．9	 7．4

12 タガノラガッツォ 牡3鹿 56 
島 良太八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 438＋ 2 〃 ハナ 12．5�
48 シュプリームゾーン 牡3黒鹿56 川須 栄彦村上 憲政氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 488＋ 4 〃 アタマ 83．7�
24 バルコラベーロ 牡3栗 56 酒井 学 �サンデーレーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 474－ 21：14．0クビ 7．7
611� クーファディーヴァ 牝3栗 54 藤岡 佑介大迫久美子氏 中内田充正 英 Zenno Man-

agement Inc 460＋ 4 〃 アタマ 12．3�
713 ワンパーパス 牝3黒鹿54 太宰 啓介橋本 謙一氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 430＋ 21：14．32 41．0�
35 スーサンフェアリー 牝3栗 54 和田 竜二林 千枝子氏 柴田 光陽 新冠 協和牧場 432± 01：14．51� 125．6�
510� クィーンズロード 牝3鹿 54 小牧 太林 正道氏 橋口 慎介 米 Joe Engel-

hart 504＋ 6 〃 クビ 63．8�
11 キセキノホシ 牡3鹿 56 川田 将雅サイプレスホール

ディングス合同会社 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 484± 01：14．6クビ 3．6�
23 アスターフローラ 牝3栗 54

51 ▲富田 暁加藤 久枝氏 加藤 敬二 むかわ 新井牧場 458＋101：14．91� 273．9�
36 クリノハミルトン 牡3鹿 56

53 ▲森 裕太朗栗本 博晴氏 中村 均 浦河 惣田 英幸 534 ―1：16．510 199．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，720，000円 複勝： 48，687，100円 枠連： 13，008，200円
馬連： 53，346，600円 馬単： 24，064，600円 ワイド： 36，929，000円
3連複： 78，263，700円 3連単： 87，527，800円 計： 367，547，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，040円 複 勝 � 300円 � 2，150円 � 260円 枠 連（5－7） 8，130円

馬 連 �� 32，600円 馬 単 �� 36，380円

ワ イ ド �� 8，960円 �� 980円 �� 8，330円

3 連 複 ��� 78，150円 3 連 単 ��� 667，970円

票 数

単勝票数 計 257200 的中 � 19774（6番人気）
複勝票数 計 486871 的中 � 45533（6番人気）� 4922（13番人気）� 53787（4番人気）
枠連票数 計 130082 的中 （5－7） 1239（24番人気）
馬連票数 計 533466 的中 �� 1268（60番人気）
馬単票数 計 240646 的中 �� 496（91番人気）
ワイド票数 計 369290 的中 �� 1037（66番人気）�� 10201（11番人気）�� 1116（62番人気）
3連複票数 計 782637 的中 ��� 751（180番人気）
3連単票数 計 875278 的中 ��� 95（1198番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．8―12．3―12．3―13．1

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウィッシュノート �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 トワイニング デビュー 2016．8．13 小倉3着

2014．2．20生 牝3黒鹿 母 デイトユアドリーム 母母 マ ハ ー ブ 11戦1勝 賞金 11，600，000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 アイファータキオン号・キンシノスパーク号・ダンツアムール号

16052 6月17日 晴 良 （29阪神3）第5日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時30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

24 ダンサクドゥーロ 牡3芦 56 小牧 太吉田 勝己氏 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 502－ 21：53．5 3．7�
612 スズカフューラー 牡3栗 56 和田 竜二永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 418± 01：53．81� 5．4�
35 ヴィトンリード 牡3鹿 56 松若 風馬杉山 一穂氏 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 488－ 21：54．43� 110．2�
510 レッドラーザム 牡3鹿 56

55 ☆加藤 祥太 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 452－ 2 〃 クビ 18．2�
47 ア キ ラ 牡3黒鹿56 畑端 省吾薪浦 英稔氏 吉村 圭司 新ひだか 秋田育成牧場 468＋ 21：55．03� 150．7�
714 タイキビージェイ 牡3栗 56 幸 英明	大樹ファーム 森田 直行 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 520± 0 〃 ハナ 3．7

611 カ ナ イ オ 牡3鹿 56 福永 祐一守内ひろ子氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 484＋ 6 〃 ハナ 8．0�
713 カガヒーロー 牡3栗 56 秋山真一郎香川 憲次氏 谷 潔 新ひだか 山際 智 446± 01：55．21 22．3�
23 ローレルヴィクター 牡3鹿 56

55 ☆岩崎 翼 �ローレルレーシング 羽月 友彦 新冠 石田牧場 458＋ 21：55．41� 50．2
12 オ ル ト ロ ス 牡3鹿 56 川田 将雅 	サンデーレーシング 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 508± 01：55．82� 10．3�
48 ジューンアンカー 牡3栗 56 酒井 学吉川 潤氏 湯窪 幸雄 新冠 長浜 秀昭 B456＋ 21：56．11� 318．0�
816 マイアフェクション 牡3鹿 56 田中 健五影 隆則氏 石橋 守 新ひだか フジワラフアーム 454＋ 41：56．2� 62．2�
815 マサノハヤテ 牡3黒鹿56 高倉 稜猪野毛雅人氏 加用 正 新ひだか 猪野毛牧場 498＋ 8 〃 クビ 7．1�
36 メイショウランポ 牡3栗 56

53 ▲森 裕太朗松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 赤田牧場 470± 01：56．41� 76．8�
11 リュウシンベガス 牡3黒鹿 56

54 △荻野 極桑畑 �信氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 518＋ 41：56．72 135．8�
59 モーニングカム 牡3鹿 56 松山 弘平	サンライズ 奥村 豊 浦河 佐々木 恵一 522 ―1：57．87 219．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，502，700円 複勝： 45，126，800円 枠連： 14，635，500円
馬連： 51，587，800円 馬単： 23，059，100円 ワイド： 33，629，500円
3連複： 71，162，400円 3連単： 79，280，000円 計： 347，983，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 200円 � 1，720円 枠 連（2－6） 580円

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 1，900円

ワ イ ド �� 450円 �� 4，490円 �� 5，310円

3 連 複 ��� 26，690円 3 連 単 ��� 90，370円

票 数

単勝票数 計 295027 的中 � 62197（1番人気）
複勝票数 計 451268 的中 � 96810（1番人気）� 59662（3番人気）� 4695（12番人気）
枠連票数 計 146355 的中 （2－6） 19437（2番人気）
馬連票数 計 515878 的中 �� 38557（2番人気）
馬単票数 計 230591 的中 �� 9096（3番人気）
ワイド票数 計 336295 的中 �� 21356（2番人気）�� 1824（36番人気）�� 1538（41番人気）
3連複票数 計 711624 的中 ��� 1999（73番人気）
3連単票数 計 792800 的中 ��� 636（301番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―13．1―12．4―13．0―12．7―12．6―12．8―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．0―37．1―49．5―1：02．5―1：15．2―1：27．8―1：40．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．3
1
3
・（1，10）（4，6，11）15，8（2，16）（12，9）（3，13）（7，14）5・（1，10）（4，11）（2，6，15）（12，8）（3，16）（7，13）（5，14，9）

2
4

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

ダンサクドゥーロ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2016．11．12 京都2着

2014．5．10生 牡3芦 母 ファーレサルティ 母母 ケイティーズファースト 7戦1勝 賞金 14，300，000円
〔制裁〕 ローレルヴィクター号の騎手岩崎翼は，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10，000円。（被害馬：8番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 イヴレア号・サムデイサムウェア号
（非抽選馬） 1頭 クールブルーズ号



16053 6月17日 晴 良 （29阪神3）第5日 第5競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走12時20分 （ダート・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
1：11．0
1：10．2

良
不良

56 ゴールドクイーン 牝2栗 54 松若 風馬加藤 充彦氏 坂口 正則 浦河 浦河土肥牧場 452 ―1：13．4 12．5�
68 ヴィグラスファイア 牡2鹿 54 M．デムーロ �シルクレーシング 萩原 清 新ひだか 久井牧場 474 ―1：13．93 5．6�
710 マッスルマサムネ 牡2鹿 54 藤岡 佑介塩澤 正樹氏 池添 学 洞�湖 レイクヴィラファーム 482 ― 〃 ハナ 16．7�
711 ラブリーイレブン 牝2栗 54 川島 信二吉野加壽代氏 松元 茂樹 日高 浜本牧場 442 ―1：14．75 8．0�
44 エイシンデジタル 牡2栗 54 和田 竜二�栄進堂 西園 正都 浦河 高野牧場 498 ―1：15．65 3．9	
22 メイショウキタグニ 牡2黒鹿54 国分 優作松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 458 ―1：15．81� 70．7

813 タ ラ ニ ス 牡2黒鹿54 秋山真一郎藤田 孟司氏 角田 晃一 新冠 川上牧場 466 ―1：15．9	 6．4�
69 グローバルリーチ 牡2鹿 54 福永 祐一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 康之 新ひだか 服部 牧場 460 ―1：16．11� 5．4�
11 ロイヤルシャイン 牝2鹿 54 幸 英明ロイヤルパーク 池添 兼雄 浦河 日進牧場 470 ―1：16．42 45．7
45 マイネルデインティ 牡2鹿 54 川田 将雅 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 平取 スガタ牧場 502 ―1：16．61� 17．8�
812 ビーヴェローチェ 牡2栗 54

51 ▲森 裕太朗馬場 祥晃氏 牧田 和弥 新ひだか 及川 ミツ子 456 ―1：17．55 155．3�
57 セグレートシチー 牡2栗 54

52 △荻野 極 �友駿ホースクラブ 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 484 ―1：17．92
 24．7�
33 フライトレーダー 牡2鹿 54 松山 弘平 �コスモヴューファーム 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 488 ―1：20．1大差 106．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 30，012，300円 複勝： 37，998，600円 枠連： 14，046，700円
馬連： 52，445，700円 馬単： 23，452，100円 ワイド： 31，192，900円
3連複： 65，461，100円 3連単： 75，353，700円 計： 329，963，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，250円 複 勝 � 320円 � 220円 � 460円 枠 連（5－6） 1，150円

馬 連 �� 3，620円 馬 単 �� 7，910円

ワ イ ド �� 1，220円 �� 3，360円 �� 1，280円

3 連 複 ��� 23，930円 3 連 単 ��� 121，670円

票 数

単勝票数 計 300123 的中 � 20191（6番人気）
複勝票数 計 379986 的中 � 29674（6番人気）� 52931（4番人気）� 19214（8番人気）
枠連票数 計 140467 的中 （5－6） 9414（6番人気）
馬連票数 計 524457 的中 �� 11203（16番人気）
馬単票数 計 234521 的中 �� 2222（37番人気）
ワイド票数 計 311929 的中 �� 6694（14番人気）�� 2330（38番人気）�� 6368（16番人気）
3連複票数 計 654611 的中 ��� 2051（80番人気）
3連単票数 計 753537 的中 ��� 449（402番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．6―12．5―12．7―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．4―35．0―47．5―1：00．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F38．4
3 ・（2，6）13－10，11－9，8＝5（1，7，12，4）＝3 4 2，6，10（13，11）－8，9＝4－12－（5，7）1＝3

勝馬の
紹 介

ゴールドクイーン �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 タイキシャトル 初出走

2015．3．22生 牝2栗 母 サザンギフト 母母 モーニングミラー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 エイシンデジタル号は，枠内駐立不良〔突進〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フライトレーダー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年7月17日まで平地競

走に出走できない。
※ヴィグラスファイア号・セグレートシチー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

16054 6月17日 晴 良 （29阪神3）第5日 第6競走 ��
��2，400�サラブレッド系3歳

発走12時50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 1，025，000
1，025，000

円
円 500，000円� コースレコード

中央レコード
2：24．1
2：22．1

良
良

715 ロードゼスト 牡3鹿 56 M．デムーロ �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか グランド牧場 450－ 22：25．4 6．9�
714 ダブルバインド 牡3鹿 56 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 436－ 42：25．61� 5．3�
12 リネンロマン 牝3鹿 54 松若 風馬戸山 光男氏 川村 禎彦 日高 沖田牧場 396－ 2 〃 クビ 49．5�
35 � ロードフェイム 牡3鹿 56 秋山真一郎 �ロードホースクラブ 池江 泰寿 英 K I Farm

Corporation 494－12 〃 同着 18．6�
510 サ ン タ ナ 牡3黒鹿 56

55 ☆義 英真折手 邦雄氏 荒川 義之 新ひだか 折手牧場 496－ 62：25．7クビ 36．6�
713 ラピッドシップ 牡3黒鹿56 小牧 太飯田 正剛氏 角居 勝彦 新ひだか 千代田牧場 470± 0 〃 アタマ 4．3	
23 ロードギブソン 牡3栗 56 太宰 啓介 �ロードホースクラブ 奥村 豊 浦河 斉藤 政志 488＋122：25．91	 81．4

612 ラ フ ィ ン ナ 牝3鹿 54

51 ▲森 裕太朗岡 浩二氏 斉藤 崇史 浦河 日の出牧場 446 ― 〃 アタマ 179．8�
24 ニホンピロレイカー 牡3黒鹿56 酒井 学小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 友田牧場 458＋ 42：26．0クビ 38．7�
11 レッドラペル 牝3栗 54

53 ☆加藤 祥太 �東京ホースレーシング 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 448＋ 42：26．1
 262．3

48 ブルベアライノ 牡3芦 56
53 ▲富田 暁 �ブルアンドベア 鈴木 孝志 新ひだか 片岡 博 474＋ 42：26．2クビ 35．6�

59 ローズカスケイド 牝3鹿 54
52 △荻野 極 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 424＋ 62：26．41 95．6�

816 スプリングボックス 牡3黒鹿56 和田 竜二�田 昌久氏 寺島 良 日高 出口牧場 482＋ 2 〃 クビ 6．6�
36 ギルデドアーマー 牡3鹿 56 川田 将雅 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 安平 追分ファーム 492－ 82：26．5クビ 3．3�
47 ステッドファスト 牡3黒鹿 56

55 ☆岩崎 翼 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム B554＋122：27．24 50．9�
611 グランドエポワール 牡3黒鹿56 松山 弘平田畑 利彦氏 鈴木 孝志 日高 スウィング

フィールド牧場 474± 02：27．52 161．1�
818 アバルラータ 牝3鹿 54 幸 英明安原 浩司氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 452－ 22：29．110 35．8�

（17頭）
817 ジュンハーツ 牝3黒鹿54 四位 洋文河合 純二氏 友道 康夫 千歳 増尾牧場 512± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 26，037，900円 複勝： 45，870，400円 枠連： 19，539，500円
馬連： 46，964，000円 馬単： 19，367，000円 ワイド： 30，036，000円
3連複： 57，977，800円 3連単： 62，251，400円 計： 308，044，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 210円 � 170円 �
�

610円
410円 枠 連（7－7） 500円

馬 連 �� 2，040円 馬 単 �� 4，310円

ワ イ ド �� 510円 ��
��

2，480円
1，220円

��
��

3，020円
1，160円

3 連 複 ���
���

18，150円
5，490円 3 連 単 ���

���
67，920円
29，280円

票 数

単勝票数 差引計 260379（返還計 20984） 的中 � 30034（5番人気）
複勝票数 差引計 458704（返還計 35273） 的中 �

�
48028
18708

（5番人気）
（6番人気）

� 64322（3番人気）� 11802（8番人気）

枠連票数 計 195395 的中 （7－7） 29869（3番人気）
馬連票数 差引計 469640（返還計 95944） 的中 �� 17784（9番人気）
馬単票数 差引計 193670（返還計 40654） 的中 �� 3363（19番人気）
ワイド票数 差引計 300360（返還計 55533） 的中 ��

��
9991
1469
（10番人気）
（50番人気）

��
��

1799
3977
（43番人気）
（14番人気）

�� 3776（15番人気）

3連複票数 差引計 579778（返還計192850） 的中 ��� 1192（99番人気）��� 3978（27番人気）
3連単票数 差引計 622514（返還計207551） 的中 ��� 332（369番人気） ��� 771（143番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―12．7―12．5―12．6―12．1―12．0―11．9―11．7―11．3―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．7―24．0―36．7―49．2―1：01．8―1：13．9―1：25．9―1：37．8―1：49．5―2：00．8―2：12．8

コーナー
通過順位

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

2
4
10，6（3，9）（4，8，11）（2，14，18）5（1，13）15，16，7－12
10，15（6，13）3，4，9（8，5，18）（2，16）（1，14）11（12，7）

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ロードゼスト �
�
父 ヒルノダムール �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2016．6．19 阪神7着

2014．3．24生 牡3鹿 母 エミネンスグリーズ 母母 アジテーション 11戦1勝 賞金 6，500，000円
〔競走除外〕 ジュンハーツ号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔発走状況〕 ラピッドシップ号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
※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 アテンソード号・サンマルタイトル号・ニホンピロベスパー号・ブラックマイスター号・リープジーン号・

レッドジュラーレ号



16055 6月17日 晴 良 （29阪神3）第5日 第7競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

発走13時20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

48 � ロードアルペジオ 牡4栗 57 小牧 太 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 502－ 21：52．7 8．3�
714 デスティネイション 牡3鹿 54 国分 優作 H.H．シェイク・モハメド 石橋 守 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 482± 01：52．91	 193．5�
12 トウショウコマンチ 牡4青鹿57 
島 良太トウショウ産業� 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 510－ 4 〃 クビ 4．7�
815 フォレストタウン 牡3黒鹿54 水口 優也山上 和良氏 福島 信晴 浦河 
川 啓一 516＋ 41：53．32� 20．5�
47 ショウナンバローネ 牡5鹿 57 川田 将雅国本 哲秀氏 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 502＋ 2 〃 クビ 8．3�
35 � アポロテキサス 4鹿 57 松山 弘平アポロサラブレッドクラブ 山内 研二 米 William B.

Thompson Jr. 480－ 81：53．51	 11．5	
23 リリーシューター 牡4鹿 57 和田 竜二土井 孝夫氏 平田 修 日高 下河辺牧場 504＋ 21：53．6クビ 37．1

24 テイエムチューハイ 牡3黒鹿54 M．デムーロ竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 442＋ 4 〃 クビ 2．7�
510 ゼンノブレーメン 牡5鹿 57 福永 祐一大迫久美子氏 石坂 正 新冠 村上 欽哉 502＋ 4 〃 アタマ 32．0�
59 トウカイパイロ 5黒鹿 57

56 ☆加藤 祥太内村 正則氏 野中 賢二 日高 福満牧場 452－201：53．7� 263．8
713� アドヴァンス 牡4鹿 57 松若 風馬近藤 英子氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム 532－101：54．12� 98．6�
816 ライトブリンガー 牡4栗 57

56 ☆岩崎 翼�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 B470± 01：54．42 112．8�
611 シゲルオカピ 牡3黒鹿 54

53 ☆義 英真森中 蕃氏 川村 禎彦 新ひだか 大典牧場 460＋121：54．61� 216．5�
36 サーサルヴァトーレ 牡5黒鹿 57

55 △荻野 極 �サンデーレーシング 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 490－ 21：55．87 40．8�
612� エクロジオン 牝4鹿 55 幸 英明前田 幸治氏 宮本 博 新冠 平山牧場 464－ 41：56．43� 25．9�
11 イイデファイナル 牡3芦 54 秋山真一郎松本 俊廣氏 北出 成人 新冠 山岡ファーム 512－ 21：59．2大差 6．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，936，400円 複勝： 53，589，300円 枠連： 18，927，900円
馬連： 64，684，700円 馬単： 27，896，300円 ワイド： 41，950，600円
3連複： 85，465，300円 3連単： 101，287，200円 計： 424，737，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 250円 � 3，920円 � 180円 枠 連（4－7） 9，780円

馬 連 �� 74，040円 馬 単 �� 109，540円

ワ イ ド �� 21，060円 �� 1，000円 �� 17，090円

3 連 複 ��� 156，330円 3 連 単 ��� 1，335，140円

票 数

単勝票数 計 309364 的中 � 29563（5番人気）
複勝票数 計 535893 的中 � 58004（4番人気）� 2644（15番人気）� 94266（2番人気）
枠連票数 計 189279 的中 （4－7） 1499（24番人気）
馬連票数 計 646847 的中 �� 677（80番人気）
馬単票数 計 278963 的中 �� 191（148番人気）
ワイド票数 計 419506 的中 �� 501（93番人気）�� 11332（11番人気）�� 618（80番人気）
3連複票数 計 854653 的中 ��� 410（237番人気）
3連単票数 計1012872 的中 ��� 55（1595番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．7―37．1―49．8―1：02．5―1：15．1―1：27．7―1：39．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ロードアルペジオ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Point Given

2013．2．6生 牡4栗 母 レディピアレス 母母 オウリエット 6戦1勝 賞金 12，400，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 デスティネイション号の騎手国分優作は，1コーナー手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番・5番）
ロードアルペジオ号の騎手小牧太は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて平成29年6月24日から平成29年

7月2日まで騎乗停止。（被害馬：16番・12番・6番）
〔その他〕 イイデファイナル号は，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。
※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 アロマティカス号・ジオラマ号・ソリティール号

16056 6月17日 晴 良 （29阪神3）第5日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時50分 （芝・右・外）

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
1：44．5
1：43．9

良
良

11 テーオービクトリー 牝3鹿 52 M．デムーロ小笹 公也氏 岡田 稲男 日高 ヤナガワ牧場 470＋ 41：45．2 2．8�
44 クィーンズベスト 牝4鹿 55 川田 将雅林 正道氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 500± 01：45．3� 2．9�
22 パーシーズベスト 牝4黒鹿55 福永 祐一 �シルクレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 464＋ 4 〃 クビ 3．6�
711 ウインミレーユ 牝4黒鹿55 和田 竜二�ウイン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 454＋ 41：45．51 37．4�
813 チカノワール 牝3鹿 52

51 ☆加藤 祥太�キーファーズ 笹田 和秀 新ひだか フジワラフアーム 450－ 4 〃 クビ 156．8	
57 シャドウマリア 牝3栗 52 松山 弘平飯塚 知一氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 438＋ 4 〃 ハナ 28．1

69 エールデュレーヴ 牝4黒鹿 55

53 △荻野 極 �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 436＋ 61：45．71 19．5�
33 アドマイヤローザ 牝3芦 52 幸 英明近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 458± 0 〃 クビ 9．2�
68 カレンオプシス 牝5青鹿 55

54 ☆岩崎 翼鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 492＋20 〃 アタマ 36．2
56 テイエムフタエマル 牝5鹿 55 田中 健竹園 正繼氏 岩元 市三 日高 アイズスタッド株式会社 488－ 21：45．8クビ 82．8�
812 スズカモナミ 牝3鹿 52 松若 風馬永井 啓弍氏 吉村 圭司 浦河 辻 牧場 428± 01：46．01 76．7�
710 ベ ル メ ー ル 牝5鹿 55

52 ▲川又 賢治畑佐 博氏 寺島 良 新冠 細川農場 B500－ 21：46．21 460．2�
45 � ウイングタイガー 牝5鹿 55 高倉 稜 �ミキハウスHKサービス 服部 利之 浦河 杵臼斉藤牧場 440＋18 〃 クビ 456．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 38，428，600円 複勝： 54，951，100円 枠連： 15，683，900円
馬連： 77，104，900円 馬単： 37，279，400円 ワイド： 47，141，400円
3連複： 104，289，200円 3連単： 155，752，700円 計： 530，631，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 110円 � 130円 枠 連（1－4） 360円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 680円

ワ イ ド �� 160円 �� 220円 �� 190円

3 連 複 ��� 420円 3 連 単 ��� 1，590円

票 数

単勝票数 計 384286 的中 � 107757（1番人気）
複勝票数 計 549511 的中 � 107568（2番人気）� 176997（1番人気）� 91947（3番人気）
枠連票数 計 156839 的中 （1－4） 33514（1番人気）
馬連票数 計 771049 的中 �� 157462（1番人気）
馬単票数 計 372794 的中 �� 40979（1番人気）
ワイド票数 計 471414 的中 �� 81101（1番人気）�� 49678（3番人気）�� 60095（2番人気）
3連複票数 計1042892 的中 ��� 185341（1番人気）
3連単票数 計1557527 的中 ��� 70987（1番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―11．6―11．9―12．0―11．7―10．8―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．9―35．5―47．4―59．4―1：11．1―1：21．9―1：33．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F34．1
3 ・（6，8）（4，12）10（1，9，13）（2，11）7，5－3 4 ・（6，8）（4，12）（1，10，13）（11，9）（2，7）5，3

勝馬の
紹 介

テーオービクトリー �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2016．11．27 京都7着

2014．3．23生 牝3鹿 母 タイキクララ 母母 タイキクリスタル 6戦2勝 賞金 17，450，000円



16057 6月17日 晴 良 （29阪神3）第5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 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．0
1：30．7

良
良

11 ラプソディーア 牝3栗 52 福永 祐一 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 422＋ 81：33．0 8．6�
66 ワントゥワン 牝4黒鹿55 川田 将雅青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 444± 0 〃 ハナ 4．6�
88 イレイション 牡5栗 57 藤岡 佑介 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492＋ 21：33．1� 8．0�
44 カイザーバル 牝4黒鹿55 四位 洋文 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム 476－ 21：33．2	 1．7�
55 ソーグリッタリング 牡3鹿 54 M．デムーロ �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 474＋ 61：33．3	 6．1�
77 エーティーサンダー 牡4青鹿57 秋山真一郎荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 下屋敷牧場 510＋ 41：33．51
 28．5	
22 ディープウェーブ 牡7青鹿57 和田 竜二万波 健二氏 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454＋ 61：33．71
 47．6

33 サーストンコラルド 牡6鹿 57 幸 英明齊藤 宣勝氏 橋田 満 新ひだか 藤沢牧場 464± 01：34．23 178．9�

（8頭）

売 得 金
単勝： 49，614，200円 複勝： 101，362，900円 枠連： 発売なし
馬連： 88，392，200円 馬単： 56，154，900円 ワイド： 48，299，800円
3連複： 99，120，200円 3連単： 259，775，400円 計： 702，719，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 440円 � 250円 � 350円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 2，230円 馬 単 �� 4，810円

ワ イ ド �� 680円 �� 710円 �� 510円

3 連 複 ��� 3，730円 3 連 単 ��� 23，550円

票 数

単勝票数 計 496142 的中 � 45787（5番人気）
複勝票数 計1013629 的中 � 55523（5番人気）� 114418（2番人気）� 73680（4番人気）
馬連票数 計 883922 的中 �� 30710（9番人気）
馬単票数 計 561549 的中 �� 8751（17番人気）
ワイド票数 計 482998 的中 �� 18051（10番人気）�� 17249（11番人気）�� 24919（6番人気）
3連複票数 計 991202 的中 ��� 19900（14番人気）
3連単票数 計2597754 的中 ��� 7995（75番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―12．3―12．1―11．5―10．7―10．6―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．4―36．7―48．8―1：00．3―1：11．0―1：21．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．2―3F32．7
3 1，5（4，8）－6，7（2，3） 4 1（5，8）4，6（7，3）2

勝馬の
紹 介

ラプソディーア �

父 ディープブリランテ �


母父 Nureyev デビュー 2016．12．10 阪神1着

2014．4．27生 牝3栗 母 ハルーワソング 母母 Morn of Song 6戦3勝 賞金 40，443，000円

16058 6月17日 晴 良 （29阪神3）第5日 第10競走 ��
��1，200�

み な づ き

水無月ステークス
発走15時00分 （芝・右）
3歳以上，1，600万円以下，28．6．18以降29．6．11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 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．1
1：06．5

良
良

22 ファインニードル 牡4鹿 57．5 M．デムーロ H.H．シェイク・モハメド 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 464－ 41：07．1 2．1�

57 アドマイヤナイト 牝5栗 53 幸 英明近藤 利一氏 梅田 智之 新冠 新冠橋本牧場 434－ 41：07．31� 6．1�
56 ラ ク ア ミ 牝5栗 52 松山 弘平西浦 和男氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B464＋ 6 〃 クビ 23．9�
812 ダノンルージュ 牝7鹿 52 松若 風馬�ダノックス 寺島 良 安平 ノーザンファーム 496＋101：07．4クビ 26．7�
69 ドラゴンストリート 牡6鹿 54 和田 竜二窪田 芳郎氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 480＋ 41：07．5� 17．8�
710 コウエイタケル 牡6鹿 55 小牧 太伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 三石橋本牧場 492± 01：07．6� 10．0	
44 ニシオボヌール 	5黒鹿55 福永 祐一西尾 午郎氏 高橋 亮 浦河 中島牧場 494＋ 2 〃 クビ 3．6

33 ト シ ザ キ ミ 牝6鹿 52 酒井 学上村 利幸氏 
島 一歩 浦河 浦河小林牧場 494＋ 81：07．7� 35．7�
68 メイショウハガクレ 牡8鹿 53 秋山真一郎松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 478＋ 21：07．8クビ 81．6�
11 アズマクィーン 牝5鹿 52 岩崎 翼東 哲次氏 河内 洋 日高 木村牧場 468± 0 〃 ハナ 23．8
45 � スティンライクビー 牡5青鹿53 荻野 極 �ローレルレーシング 竹内 正洋 青森 ワールドファーム 486－ 21：08．54 95．4�
711 エクストラゴールド 牡6栗 53 富田 暁前原 敏行氏 千田 輝彦 日高 チャンピオン

ズファーム 528－ 21：08．71 290．0�
813 オ ヒ ア 牝5黒鹿52 川須 栄彦金子真人ホール

ディングス� 村山 明 日高 白井牧場 466＋ 6 〃 クビ 38．5�
（13頭）

売 得 金
単勝： 42，095，000円 複勝： 57，642，000円 枠連： 21，036，900円
馬連： 110，172，000円 馬単： 51，071，600円 ワイド： 58，243，100円
3連複： 143，966，700円 3連単： 209，827，700円 計： 694，055，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 130円 � 180円 � 350円 枠 連（2－5） 690円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 1，250円

ワ イ ド �� 350円 �� 990円 �� 1，870円

3 連 複 ��� 5，020円 3 連 単 ��� 16，600円

票 数

単勝票数 計 420950 的中 � 154523（1番人気）
複勝票数 計 576420 的中 � 145043（1番人気）� 81271（3番人気）� 31389（6番人気）
枠連票数 計 210369 的中 （2－5） 23532（2番人気）
馬連票数 計1101720 的中 �� 104792（2番人気）
馬単票数 計 510716 的中 �� 30595（3番人気）
ワイド票数 計 582431 的中 �� 47745（2番人気）�� 14507（12番人気）�� 7366（23番人気）
3連複票数 計1439667 的中 ��� 21489（16番人気）
3連単票数 計2098277 的中 ��� 9162（44番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―10．7―10．8―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．4―33．1―43．9―55．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．7―3F34．0
3 ・（6，13）（2，7）（4，5，9，10）（1，3）12，8＝11 4 ・（6，13）－（2，7）（4，9，10）（1，5，3）（8，12）＝11

勝馬の
紹 介

ファインニードル �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Mark of Esteem デビュー 2015．9．19 阪神4着

2013．4．26生 牡4鹿 母 ニードルクラフト 母母 Sharp Point 19戦5勝 賞金 87，520，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



16059 6月17日 晴 良 （29阪神3）第5日 第11競走 ��
��1，400�

てんぽうざん

天保山ステークス
発走15時35分 （ダート・右）
3歳以上，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，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

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

814 サウススターマン 牡6黒鹿56 川田 将雅南波 壽氏 加用 正 新冠 武田 修一 516－ 61：22．4 14．5�
33 キングズガード 牡6鹿 58 藤岡 佑介�日進牧場 寺島 良 浦河 日進牧場 458＋ 21：22．61� 7．3�
45 コウエイエンブレム 牡4栗 56 松山 弘平伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 服部 健太郎 532＋ 41：22．81� 1．6�
58 スーサンジョイ 牡5鹿 57 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 細道牧場 522＋121：22．9	 8．8�
22 キタサンサジン 牡5栗 57 川須 栄彦�大野商事 梅田 智之 新ひだか 米田牧場 526－ 61：23．22 16．4�
34 フィールザスマート 牡6青鹿56 福永 祐一櫻井 正氏 新開 幸一 むかわ 平岡牧場 514＋ 61：23．41 63．1	
711 タイセイファントム 牡9鹿 57 国分 優作田中 成奉氏 高橋 義忠 浦河 バンダム牧場 462＋ 6 〃 クビ 208．5

11 スマートアヴァロン 牡5黒鹿58 M．デムーロ大川 徹氏 西園 正都 新ひだか グランド牧場 520± 01：23．82
 4．8�
57 ゴーインググレート 牡7栗 56 岩崎 翼田畑 利彦氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 486＋ 6 〃 クビ 185．4�
712 ビッグリバティ 牡8青鹿56 松若 風馬�杵臼牧場 大和田 成 浦河 杵臼牧場 516＋ 21：24．43
 239．7
69 ノ ウ レ ッ ジ 牡7鹿 57 荻野 極 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500－ 4 〃 クビ 231．8�
610 キタサンミカヅキ 牡7鹿 57 武士沢友治�大野商事 古賀 史生 日高 広中 稔 B522－ 81：24．71	 86．5�
813 キクノストーム 牡8鹿 59 幸 英明菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 高村牧場 490－121：24．8	 237．4�
46 サウンドスカイ 牡4栗 56 高倉 稜増田 雄一氏 佐藤 正雄 新ひだか フジワラフアーム 494－ 41：25．01� 74．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 86，611，700円 複勝： 185，526，100円 枠連： 45，871，000円
馬連： 256，195，300円 馬単： 131，296，800円 ワイド： 127，884，000円
3連複： 359，396，800円 3連単： 721，216，200円 計： 1，913，997，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，450円 複 勝 � 200円 � 170円 � 110円 枠 連（3－8） 4，030円

馬 連 �� 5，110円 馬 単 �� 13，710円

ワ イ ド �� 1，100円 �� 380円 �� 250円

3 連 複 ��� 1，750円 3 連 単 ��� 29，580円

票 数

単勝票数 計 866117 的中 � 47488（5番人気）
複勝票数 計1855261 的中 � 113767（5番人気）� 159496（3番人気）� 1037157（1番人気）
枠連票数 計 458710 的中 （3－8） 8814（13番人気）
馬連票数 計2561953 的中 �� 38789（16番人気）
馬単票数 計1312968 的中 �� 7182（32番人気）
ワイド票数 計1278840 的中 �� 25789（14番人気）�� 84579（4番人気）�� 146578（2番人気）
3連複票数 計3593968 的中 ��� 153915（8番人気）
3連単票数 計7212162 的中 ��� 17676（79番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．4―11．7―12．0―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．6―34．0―45．7―57．7―1：09．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サウススターマン �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 シ ャ ン ハ イ デビュー 2014．2．18 東京2着

2011．4．3生 牡6黒鹿 母 シャンハイギャル 母母 キールロワイヤル 30戦5勝 賞金 146，497，000円

16060 6月17日 晴 良 （29阪神3）第5日 第12競走 ��1，600�サラブレッド系3歳以上
発走16時15分 （芝・右・外）

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
1：32．0
1：30．7

良
良

611 オーマイガイ 牡4栗 57
56 ☆岩崎 翼廣崎 利洋氏 河内 洋 新冠 川上牧場 460＋ 41：32．3 10．8�

11 エルビッシュ 牝4黒鹿55 M．デムーロ吉田 勝己氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 442± 01：32．4� 2．0�
47 エンヴァール 牡4栗 57 福永 祐一寺田千代乃氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 468＋ 81：32．71� 5．3�
58 � ミトノグラス 牡4鹿 57 酒井 学ロイヤルパーク 大橋 勇樹 新冠 ハクツ牧場 472－ 2 〃 クビ 104．6�
814 ピースマインド 牡4鹿 57 川須 栄彦小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 450＋ 6 〃 ハナ 12．7�
712 ハ ム レ ッ ト 牡3鹿 54 藤岡 佑介 �グリーンファーム松元 茂樹 安平 ノーザンファーム 418－ 61：32．91	 32．3	
22 テイエムダンシング 牡5鹿 57

54 ▲森 裕太朗竹園 正繼氏 山内 研二 日高 戸川牧場 486－12 〃 アタマ 196．2

713 ステファンバローズ 牡4黒鹿57 松若 風馬猪熊 広次氏 松下 武士 新ひだか 前田 宗将 468－ 21：33．11	 6．8�
59 アスターサムソン 
4鹿 57

54 ▲三津谷隼人加藤 久枝氏 中竹 和也 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 480＋ 21：33．41� 181．4�

34 レディギャング 牝3芦 52 幸 英明近藤 克麿氏 森田 直行 新ひだか 斉藤スタッド 468＋ 2 〃 クビ 8．2
610 ブレッシングテレサ 牝4青鹿 55

54 ☆加藤 祥太 �シルクレーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 478－ 61：33．6� 177．1�
23 キスミーワンス 牝3黒鹿52 秋山真一郎吉田 千津氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 438－12 〃 ハナ 21．9�
815 サトノマサムネ 牡3鹿 54 和田 竜二里見 治氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 452－101：34．02� 52．4�
35 クラリティーアイズ 牝4栗 55

53 △荻野 極 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 460－ 61：34．21 182．8�
46 アドナルシー 牡4黒鹿57 小牧 太�辻牧場 吉村 圭司 浦河 辻 牧場 492＋ 81：34．62� 191．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 59，957，800円 複勝： 76，248，900円 枠連： 29，613，600円
馬連： 135，043，600円 馬単： 68，429，400円 ワイド： 73，577，100円
3連複： 175，520，300円 3連単： 294，668，700円 計： 913，059，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，080円 複 勝 � 210円 � 110円 � 170円 枠 連（1－6） 1，110円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 3，300円

ワ イ ド �� 420円 �� 980円 �� 280円

3 連 複 ��� 1，920円 3 連 単 ��� 13，590円

票 数

単勝票数 計 599578 的中 � 44303（5番人気）
複勝票数 計 762489 的中 � 70853（4番人気）� 237579（1番人気）� 98973（3番人気）
枠連票数 計 296136 的中 （1－6） 20644（5番人気）
馬連票数 計1350436 的中 �� 87557（5番人気）
馬単票数 計 684294 的中 �� 15513（11番人気）
ワイド票数 計 735771 的中 �� 44260（4番人気）�� 16989（13番人気）�� 74760（2番人気）
3連複票数 計1755203 的中 ��� 68418（4番人気）
3連単票数 計2946687 的中 ��� 15716（42番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．4―34．8―46．2―58．2―1：09．2―1：20．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F34．1
3 11－（5，6）（8，12）（3，14）4（10，15）（1，7）（2，9）－13 4 11（5，6，12）（8，14）（3，4，15）（1，10，7）（2，9）13

勝馬の
紹 介

オーマイガイ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 スピニングワールド デビュー 2015．10．10 京都1着

2013．3．22生 牡4栗 母 リスティアアスリー 母母 エリモシユーテング 11戦3勝 賞金 29，734，000円
［他本会外：1戦0勝］



（29阪神3）第5日 6月17日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 163頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

208，920，000円
15，220，000円
1，130，000円
22，750，000円
66，077，000円
4，212，000円
1，564，800円

勝馬投票券売得金
458，746，200円
756，148，500円
204，738，000円
1，004，829，000円
501，475，700円
569，386，300円
1，336，335，500円
2，211，131，300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 7，042，790，500円

総入場人員 13，879名 （有料入場人員 13，059名）
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