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16085 6月25日 小雨 重 （29阪神3）第8日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10時05分 （ダート・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

714 プリンセスタイム 牝3鹿 54 岡田 祥嗣飯田 正剛氏 中内田充正 新ひだか 千代田牧場 444± 01：25．0 8．1�
713 デロングスター 牝3栗 54 福永 祐一 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 466 ―1：25．1� 32．1�
24 ナオアンドユリ 牝3青鹿54 岩田 康誠松岡 研司氏 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 470＋ 21：25．31� 3．1�
36 プリンセスヨウク 牝3鹿 54 和田 竜二ライオンレースホース� 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 444－ 2 〃 クビ 17．6�
612 タガノハウオリ 牝3栗 54 藤懸 貴志八木 良司氏 千田 輝彦 浦河 大北牧場 446＋ 41：25．72� 14．0	
12 サテンドール 牝3鹿 54 田中 健三田 昌宏氏 浅見 秀一 洞�湖 レイクヴィラファーム B452＋ 21：25．8� 15．5

11 リュウシンローズ 牝3黒鹿 54

52 △荻野 極桑畑 �信氏 橋口 慎介 日高 浜本牧場 458± 01：26．0� 8．7�
611 ル リ オ ン 牝3鹿 54 秋山真一郎�前川企画 野中 賢二 新冠 須崎牧場 420－ 21：26．21� 12．9
510 ニホンピロメリーナ 牝3栗 54 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 474＋ 2 〃 クビ 23．0�
816 アイアンラスティー 牝3鹿 54 太宰 啓介池上 一馬氏 渡辺 薫彦 新ひだか グローリーファーム 400＋ 41：26．51� 47．6�
48 タガノエヴァンジル 牝3鹿 54 浜中 俊八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 462＋ 2 〃 ハナ 6．4�
23 サンタテレサ 牝3鹿 54 川田 将雅 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 492＋141：26．71� 18．0�
35 オールエリザベス 牝3青鹿 54

53 ☆義 英真�髙昭牧場 藤沢 則雄 浦河 高昭牧場 440－ 8 〃 アタマ 9．3�
47 ダムガルヌンナ 牝3鹿 54

51 ▲三津谷隼人原田 豊氏 石橋 守 浦河 杵臼牧場 420－ 61：26．8� 130．1�
815 ハービーラヴド 牝3黒鹿54 高倉 稜 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 亮 新冠 村上 欽哉 414± 01：26．9クビ 218．9�
59 メイショウセトギリ 牝3黒鹿54 	島 良太松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 磯野牧場 478＋ 41：28．07 189．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，667，800円 複勝： 53，052，200円 枠連： 16，712，700円
馬連： 65，065，300円 馬単： 28，311，000円 ワイド： 46，473，300円
3連複： 104，649，900円 3連単： 108，259，500円 計： 452，191，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 210円 � 920円 � 150円 枠 連（7－7） 13，600円

馬 連 �� 21，040円 馬 単 �� 32，510円

ワ イ ド �� 5，410円 �� 600円 �� 2，040円

3 連 複 ��� 20，080円 3 連 単 ��� 165，930円

票 数

単勝票数 計 296678 的中 � 29126（3番人気）
複勝票数 計 530522 的中 � 66354（2番人気）� 10458（12番人気）� 122209（1番人気）
枠連票数 計 167127 的中 （7－7） 952（32番人気）
馬連票数 計 650653 的中 �� 2396（66番人気）
馬単票数 計 283110 的中 �� 653（112番人気）
ワイド票数 計 464733 的中 �� 2109（61番人気）�� 21141（4番人気）�� 5732（27番人気）
3連複票数 計1046499 的中 ��� 3907（75番人気）
3連単票数 計1082595 的中 ��� 473（610番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．1―34．9―47．4―59．9―1：12．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プリンセスタイム �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 Tapit デビュー 2017．4．22 京都8着

2014．4．21生 牝3鹿 母 スターオブサファイア 母母 Rhumb Line 3戦1勝 賞金 5，750，000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 メイショウチハヤ号

16086 6月25日 小雨 重 （29阪神3）第8日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時35分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．7

重
重

612 フィールドステイ 牡3鹿 56 C．ルメール 地田 勝三氏 西園 正都 新ひだか タイヘイ牧場 500－ 21：11．8 2．9�
713 タイキブリジャール 牡3鹿 56 岩田 康誠�大樹ファーム 大久保龍志 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 450－ 41：12．01� 11．6�
611 リ ガ ス 牡3芦 56 松山 弘平 �カナヤマホール

ディングス 池添 兼雄 日高 新井 昭二 506＋ 21：12．1� 2．6�
23 キンシノスパーク 牡3栗 56 田中 健若草クラブ 浅見 秀一 新ひだか 漆原 武男 474± 01：12．31� 48．5�
714 シゲルドラネコ 牡3鹿 56

55 ☆岩崎 翼森中 蕃氏 柴田 光陽 池田 高橋 正三 446＋ 41：12．51� 26．3	
36 メイショウヒボタン 牝3栗 54

53 ☆義 英真松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 村中牧場 446± 01：12．92� 8．1

59 ニシノフローラル 牝3鹿 54

51 ▲川又 賢治西山 茂行氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 506＋22 〃 クビ 5．9�
24 コパノオリジナル 牝3鹿 54 国分 優作小林 祥晃氏 渡辺 薫彦 新ひだか 西村 和夫 434－ 21：13．43 103．0�
48 ストーミーワンダー 牡3栗 56

53 ▲森 裕太朗 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 杉山 晴紀 日高 槇本牧場 466 ―1：13．5クビ 72．0

815 スーパーヒーロ 牡3黒鹿56 小坂 忠士田畑 富子氏 奥村 豊 浦河 小倉牧場 458＋101：14．67 26．6�
35 サンマルトビー 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣相馬 勇氏 千田 輝彦 日高 田端牧場 476＋18 〃 クビ 233．5�
12 メイショウシズカロ 牝3栗 54 柴田 未崎松本 好雄氏 梅田 智之 浦河 高昭牧場 432－ 41：14．81� 319．8�
11 タガノワンハート 牝3鹿 54

52 △荻野 極八木 良司氏 池添 兼雄 新冠 八木牧場 408＋ 41：14．9クビ 151．9�
510 グッドパートナー 牝3栗 54 水口 優也冨沢 敦子氏 崎山 博樹 新ひだか 高橋 義浩 426＋321：15．11� 291．5�
816 スズカベローナ 牡3鹿 56

55 ☆加藤 祥太永井 啓弍氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 450－ 21：15．31 178．3�
47 エランサゲレイロ 牡3鹿 56

53 ▲富田 暁 �ローレルレーシング 昆 貢 新冠 村田牧場 482 ―1：17．5大差 157．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，584，600円 複勝： 39，202，700円 枠連： 18，592，900円
馬連： 58，266，700円 馬単： 29，406，400円 ワイド： 36，862，900円
3連複： 80，949，800円 3連単： 116，603，600円 計： 407，469，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 110円 � 190円 � 120円 枠 連（6－7） 470円

馬 連 �� 1，660円 馬 単 �� 2，230円

ワ イ ド �� 460円 �� 170円 �� 410円

3 連 複 ��� 930円 3 連 単 ��� 5，410円

票 数

単勝票数 計 275846 的中 � 75546（2番人気）
複勝票数 計 392027 的中 � 111141（1番人気）� 35772（5番人気）� 90411（2番人気）
枠連票数 計 185929 的中 （6－7） 30590（2番人気）
馬連票数 計 582667 的中 �� 27142（7番人気）
馬単票数 計 294064 的中 �� 9873（9番人気）
ワイド票数 計 368629 的中 �� 17545（7番人気）�� 71022（1番人気）�� 19761（6番人気）
3連複票数 計 809498 的中 ��� 65264（3番人気）
3連単票数 計1166036 的中 ��� 15619（13番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．4―12．1―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．4―34．8―46．9―59．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．4―3F37．0
3 ・（6，8）（11，15）－（2，13，14）（4，9，12）－16－3－（10，5）－1－7 4 ・（6，8）11（13，15）（14，12）4（2，9）3，16－5，10＝1－7
市場取引馬

勝馬の
紹 介

フィールドステイ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2016．10．16 京都4着

2014．2．3生 牡3鹿 母 オヘソノタカラモノ 母母 フェイムオブラス 9戦1勝 賞金 12，150，000円
〔制裁〕 スーパーヒーロ号の騎手小坂忠士は，向正面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）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エランサゲレイロ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年7月25日まで平地

競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ダンツアムール号
（非抽選馬） 1頭 サンライズソウマ号

第３回 阪神競馬 第８日



16087 6月25日 雨 重 （29阪神3）第8日 第3競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走11時05分 （ダート・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

12 マコトタリスマン 牡3黒鹿56 和田 竜二�ディアマント 高橋 義忠 様似 出口 繁夫 472＋ 41：52．5 11．8�
23 マコトテラメエリタ 牡3青鹿56 川田 将雅�ディアマント �島 一歩 様似 出口 繁夫 B482＋ 8 〃 クビ 6．3�
47 プリンスオブペスカ 牡3鹿 56 M．デムーロ山田信太郎氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 478＋ 41：52．6� 5．2�
815	 ファージンゲール 牝3鹿 54 C．ルメール 吉田 和美氏 吉村 圭司 米 Kaz Hill

Farm 470＋141：53．13 2．9�
816 ソルーナブルー 牡3鹿 56 幸 英明 �ブルーマネジメント牧浦 充徳 日高 石原牧場 470± 01：53．41
 10．9�
612 モズフレミントン 牡3鹿 56 中谷 雄太 �キャピタル・システム 矢作 芳人 日高 目黒牧場 446－ 41：54．14 73．2	
59 メイショウハチク 牡3鹿 56

54 △荻野 極松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 大北牧場 460＋ 41：54．41
 3．9

11 シゲルアミメキリン 牡3芦 56

53 ▲森 裕太朗森中 蕃氏 福島 信晴 小清水 千島北斗牧場 462－ 21：54．61� 95．3�
714 イ ヴ レ ア 牡3栗 56

53 ▲富田 暁加藤 千豊氏 木原 一良 新ひだか 山田牧場 474－ 2 〃 同着 50．2�
36 ショウナンラスター 牡3栗 56 秋山真一郎国本 哲秀氏 中村 均 新冠 アラキフアーム 458＋101：54．81� 50．1
713 ウォーターダンテ 牡3栗 56 柴田 未崎山岡 正人氏 田所 秀孝 浦河 本巣牧場 504－121：55．22� 35．7�
35 フォックステイル �3黒鹿 56

55 ☆義 英真 H.H．シェイク・モハメド 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 500＋ 41：55．3� 180．0�

611 ディヴィデンド 牡3青鹿56 松山 弘平近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 464＋181：55．93� 45．5�
48 ベ ニ ー ニ 牡3黒鹿 56

55 ☆加藤 祥太桑畑 �信氏 羽月 友彦 新ひだか 福岡 駿弥 488± 01：56．32� 135．6�
510 イサチルリョウマ 牡3黒鹿56 水口 優也小坂 功氏 大根田裕之 日高 戸川牧場 464＋ 21：56．4� 172．6�
24 アイファータキオン 牡3芦 56 藤懸 貴志中島 稔氏 加藤 敬二 新ひだか 静内山田牧場 424－ 61：56．61 215．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，594，400円 複勝： 43，015，700円 枠連： 15，011，200円
馬連： 62，340，900円 馬単： 29，623，500円 ワイド： 38，143，500円
3連複： 87，051，600円 3連単： 107，184，200円 計： 411，965，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，180円 複 勝 � 320円 � 220円 � 210円 枠 連（1－2） 3，030円

馬 連 �� 3，100円 馬 単 �� 7，380円

ワ イ ド �� 800円 �� 960円 �� 510円

3 連 複 ��� 4，750円 3 連 単 ��� 35，560円

票 数

単勝票数 計 295944 的中 � 19993（6番人気）
複勝票数 計 430157 的中 � 31033（6番人気）� 52995（4番人気）� 57791（3番人気）
枠連票数 計 150112 的中 （1－2） 3830（13番人気）
馬連票数 計 623409 的中 �� 15546（11番人気）
馬単票数 計 296235 的中 �� 3010（26番人気）
ワイド票数 計 381435 的中 �� 12071（9番人気）�� 9841（11番人気）�� 20111（6番人気）
3連複票数 計 870516 的中 ��� 13721（14番人気）
3連単票数 計1071842 的中 ��� 2185（105番人気）

ハロンタイム 12．5―10．6―12．7―12．4―12．9―13．0―13．1―12．5―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．1―35．8―48．2―1：01．1―1：14．1―1：27．2―1：39．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F38．4
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

マコトタリスマン �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．3．18 阪神5着

2014．4．14生 牡3黒鹿 母 マコトジョワイユー 母母 マコトコーラン 2戦1勝 賞金 5，600，000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） 2頭 エバーゴールド号・ダンツワープ号
（非抽選馬） 1頭 クリノハプスブルク号

16088 6月25日 雨 稍重 （29阪神3）第8日 第4競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走11時35分 （芝・右・外）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：31．9
1：30．7

良
良

817 チ ト ニ ア 牝3栗 54 岩田 康誠金子真人ホール
ディングス� 友道 康夫 日高 シンボリ牧場 466＋ 21：36．9 10．5�

715 ダノンクライム 牡3芦 56 M．デムーロ�ダノックス 寺島 良 安平 ノーザンファーム 520± 0 〃 クビ 5．3�
47 ゲイルバローズ 牡3鹿 56 浜中 俊猪熊 広次氏 藤岡 健一 浦河 富田牧場 430－101：37．11� 8．1�
11 ヤマニンペダラーダ 牡3黒鹿56 武 豊土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 458＋ 41：37．2� 4．3�
48 ノーティカルマイル 牡3鹿 56 太宰 啓介 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466－ 41：37．41� 297．8�
510 ケアリイカイ 牝3鹿 54 和田 竜二守内 満氏 高橋 義忠 新冠 高瀬牧場 436－10 〃 クビ 28．8	
23 キラーコンテンツ 牡3鹿 56 福永 祐一 
シルクレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 478＋ 21：37．5クビ 3．7�
24 トーホウシーマ 牡3栗 56 C．ルメール 東豊物産� 高橋 亮 日高 竹島 幸治 486＋ 2 〃 クビ 7．8�
35 コンゴウトシオー 牡3青鹿56 川田 将雅田畑 利彦氏 西村 真幸 浦河 梅田牧場 466＋ 61：37．71 17．0
714 アラハバード 牡3黒鹿56 松山 弘平�G1レーシング 池江 泰寿 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442＋ 81：37．8� 58．4�
713 サワヤカフェスタ 牝3栗 54 高倉 稜 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 渡辺 薫彦 むかわ 新井牧場 400＋ 41：37．9� 296．1�
611 ヒミノブリランテ 牡3栗 56 中谷 雄太佐々木八郎氏 矢作 芳人 新冠 パカパカ

ファーム 472± 0 〃 クビ 24．2�
36 リーゼントシャルフ 牡3鹿 56 大下 智三浦 大輔氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 488 ―1：38．0クビ 224．5�
59 アオイサンライズ 牝3鹿 54 秋山真一郎新谷 正子氏 大久保龍志 新ひだか チャンピオンズファーム 422＋22 〃 アタマ 50．8�
816 ゼロメリディアン 牝3黒鹿 54

52 △荻野 極吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 400－121：38．1� 77．4�
12 ダイナマイトガイ 牡3栗 56 幸 英明�KTレーシング 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 468＋ 41：38．2� 60．3�
818 ショウナンカノン 牡3栗 56

55 ☆加藤 祥太
湘南 須貝 尚介 日高 中原牧場 428－ 41：38．41� 290．4�
612 ニホンピロサーラス 牡3鹿 56 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 488 ―1：39．99 356．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 37，609，800円 複勝： 59，930，800円 枠連： 18，542，000円
馬連： 78，816，900円 馬単： 35，532，100円 ワイド： 51，093，500円
3連複： 114，407，000円 3連単： 133，054，700円 計： 528，986，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，050円 複 勝 � 300円 � 220円 � 240円 枠 連（7－8） 2，290円

馬 連 �� 3，700円 馬 単 �� 7，480円

ワ イ ド �� 1，100円 �� 1，450円 �� 870円

3 連 複 ��� 9，300円 3 連 単 ��� 56，010円

票 数

単勝票数 計 376098 的中 � 28607（6番人気）
複勝票数 計 599308 的中 � 47957（6番人気）� 74202（3番人気）� 65991（4番人気）
枠連票数 計 185420 的中 （7－8） 6258（10番人気）
馬連票数 計 788169 的中 �� 16474（15番人気）
馬単票数 計 355321 的中 �� 3562（30番人気）
ワイド票数 計 510935 的中 �� 11915（14番人気）�� 8876（18番人気）�� 15424（11番人気）
3連複票数 計1144070 的中 ��� 9226（30番人気）
3連単票数 計1330547 的中 ��� 1722（190番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―12．8―13．2―13．0―11．5―11．2―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．6―36．4―49．6―1：02．6―1：14．1―1：25．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．3―3F34．3
3 8，9（5，3）（1，17）10（7，4，14）15（2，11，18）13（6，16）12 4 ・（8，9）（5，3）（1，10，17，15）7（4，14，18）（2，11）（13，16）6，12
市場取引馬

勝馬の
紹 介

チ ト ニ ア �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 Caerleon デビュー 2017．5．14 京都5着

2014．2．19生 牝3栗 母 ク ロ カ ミ 母母 Milde 3戦1勝 賞金 6，800，000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。
（非抽選馬） 2頭 テイエムイキオイ号・ロイヤルテーラー号



16089 6月25日 小雨 稍重 （29阪神3）第8日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走12時25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� コースレコード

中央レコード
1：46．2
1：45．9

良
良

77 ダノンプレミアム 牡2青鹿54 川田 将雅�ダノックス 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム 476 ―1：48．7 3．6�
11 スプリングスマイル 牡2鹿 54 武 豊桑畑 �信氏 橋口 慎介 新ひだか 千代田牧場 480 ―1：49．44 8．0�
44 ウインルーカス 牡2鹿 54 和田 竜二�ウイン 寺島 良 新ひだか 木田牧場 462 ―1：49．5� 21．9�
55 アドマイヤビクター 牡2鹿 54 C．ルメール 近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 504 ―1：49．6� 5．3�
22 シュバルツボンバー 牡2鹿 54 福永 祐一�KTレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 502 ―1：49．91� 10．6	
810 シエラネバダ 牡2芦 54 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 486 ―1：50．43 6．0

66 イ ベ リ ア 牡2黒鹿54 岩田 康誠森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 502 ―1：50．5� 3．9�
33 エ イ コ ー ン 牡2鹿 54 太宰 啓介西森 鶴氏 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 426 ―1：51．45 140．0�
78 バ イ ラ 牡2鹿 54 松山 弘平杉澤 光雄氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 476 ―1：51．61	 69．4
89 タガノフウジン 牡2黒鹿54 幸 英明八木 良司氏 石橋 守 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 440 ―1：52．02� 69．5�
（10頭）

売 得 金
単勝： 49，825，900円 複勝： 49，145，500円 枠連： 9，518，600円
馬連： 68，975，900円 馬単： 35，873，600円 ワイド： 36，610，200円
3連複： 83，355，200円 3連単： 131，827，300円 計： 465，132，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 160円 � 200円 � 380円 枠 連（1－7） 1，330円

馬 連 �� 1，290円 馬 単 �� 1，980円

ワ イ ド �� 490円 �� 960円 �� 1，570円

3 連 複 ��� 6，030円 3 連 単 ��� 22，040円

票 数

単勝票数 計 498259 的中 � 116716（1番人気）
複勝票数 計 491455 的中 � 99901（2番人気）� 64319（4番人気）� 26167（7番人気）
枠連票数 計 95186 的中 （1－7） 5535（6番人気）
馬連票数 計 689759 的中 �� 41293（6番人気）
馬単票数 計 358736 的中 �� 13588（4番人気）
ワイド票数 計 366102 的中 �� 20334（6番人気）�� 9573（16番人気）�� 5712（19番人気）
3連複票数 計 833552 的中 ��� 10365（24番人気）
3連単票数 計1318273 的中 ��� 4336（99番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．0―38．2―50．3―1：01．9―1：14．1―1：25．7―1：36．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダノンプレミアム �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Intikhab 初出走

2015．4．3生 牡2青鹿 母 インディアナギャル 母母 Genial Jenny 1戦1勝 賞金 7，000，000円

16090 6月25日 小雨 重 （29阪神3）第8日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走12時55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

714 ペルランヴェール 牡3鹿 54 川田 将雅吉田 勝己氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 516－ 41：50．5 3．1�
35 メイショウマトイ 牡3鹿 54 M．デムーロ松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 478＋ 21：50．92� 8．9�
611 ドルチェリア �4鹿 57 岡田 祥嗣太田珠々子氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 508＋ 6 〃 クビ 3．7�
816 トウカイエクレール 牡4鹿 57 武 豊内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 480－ 61：51．32� 7．7�
36 スマートガイア �5鹿 57

54 ▲川又 賢治トニー倶楽部 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 466± 01：51．4� 172．7�
48 ブリーズスズカ 牡4青鹿 57

54 ▲三津谷隼人永井 宏明氏 大橋 勇樹 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 462－ 41：51．5� 22．5�

713 サトノプライム 牡3鹿 54 福永 祐一里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 496＋101：51．92� 5．2	
12 ナムラミラクル 牡4芦 57 藤懸 貴志奈村 信重氏 杉山 晴紀 日高 ナカノファーム 470＋ 2 〃 ハナ 10．0

11 セヴィルロアー 牡3鹿 54 松山 弘平北畑 忍氏 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 468－ 61：52．43 55．7�
510 コンクエストシチー �5栗 57

56 ☆義 英真 �友駿ホースクラブ 村山 明 新ひだか 幌村牧場 458＋ 21：52．72 187．0
59 グランジャー 牡4栗 57

55 △荻野 極水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 530＋ 21：53．12� 125．0�
24 	 カリテスグレース 牝5黒鹿 55

52 ▲森 裕太朗飯田 正剛氏 森田 直行 新ひだか 千代田牧場 496－ 4 〃 ハナ 150．7�
612 ミスズバード 牡3鹿 54

53 ☆加藤 祥太永井 啓弍氏 加藤 敬二 浦河 辻 牧場 474－ 21：53．41� 265．1�
23 テイエムハヤブサ 牡4青鹿 57

54 ▲富田 暁竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 駿河牧場 B454－ 8 〃 ハナ 173．0�
815 メイショウゴテツ 牡4青鹿57 秋山真一郎松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 高昭牧場 476＋ 21：54．99 45．9�
47 	 ネージュドール �5芦 57 幸 英明池江 泰郎氏 高橋 康之 むかわ 市川牧場 404－271：55．75 57．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，076，900円 複勝： 58，638，600円 枠連： 19，468，900円
馬連： 82，626，500円 馬単： 35，837，100円 ワイド： 49，043，700円
3連複： 113，234，700円 3連単： 141，600，600円 計： 540，527，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 120円 � 180円 � 150円 枠 連（3－7） 770円

馬 連 �� 1，280円 馬 単 �� 1，860円

ワ イ ド �� 450円 �� 250円 �� 620円

3 連 複 ��� 1，390円 3 連 単 ��� 6，770円

票 数

単勝票数 計 400769 的中 � 102052（1番人気）
複勝票数 計 586386 的中 � 144684（1番人気）� 68869（4番人気）� 101987（2番人気）
枠連票数 計 194689 的中 （3－7） 19472（3番人気）
馬連票数 計 826265 的中 �� 49863（4番人気）
馬単票数 計 358371 的中 �� 14388（6番人気）
ワイド票数 計 490437 的中 �� 26286（4番人気）�� 56992（1番人気）�� 18389（9番人気）
3連複票数 計1132347 的中 ��� 60956（3番人気）
3連単票数 計1416006 的中 ��� 15152（9番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―12．9―12．1―12．3―12．4―12．5―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．1―36．0―48．1―1：00．4―1：12．8―1：25．3―1：37．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ペルランヴェール �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．12．3 阪神1着

2014．4．28生 牡3鹿 母 モンヴェール 母母 スペシャルジェイド 4戦2勝 賞金 19，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ネージュドール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年7月25日まで平地競

走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 テイエムチューハイ号・ナニスンネン号



16091 6月25日 曇 稍重 （29阪神3）第8日 第7競走 ��2，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時25分 （芝・右）

500万円以下；負担重量は，3歳53�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
2：10．1
2：09．9

良
良

810 ヒ シ マ サ ル 牡3黒鹿53 武 豊阿部 雅英氏 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 494－ 82：13．0 4．9�
55 アロマドゥルセ 牝3青鹿 51

49 △荻野 極 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 426＋ 22：13．1� 7．5�
67 ナ ム ラ マ ル 牡3鹿 53 福永 祐一奈村 信重氏 目野 哲也 新冠 武田 寛治 504＋ 4 〃 クビ 2．1�
33 テーオーフォルテ 牡3鹿 53 浜中 俊小笹 公也氏 藤岡 健一 日高 ヤナガワ牧場 502－ 82：13．2クビ 7．6�
44 マルカブリスク 牡4栗 57 和田 竜二日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 432± 02：13．3� 39．4�
11 スズカロング 牡3鹿 53 岩田 康誠永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 474＋ 22：13．83 67．0	
22 インザサイレンス 牡4芦 57

54 ▲森 裕太朗岡田 隆寛氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田 猛 464＋ 62：14．22� 94．7

78 ヴァーサトル 牡5黒鹿57 松山 弘平水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 506＋ 22：14．3クビ 27．9�
66 ウインカートゥーン 牡4黒鹿57 C．ルメール�ウイン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム 488＋ 62：15．04 4．8
811 ダノンケンリュウ 牡3黒鹿 53

52 ☆加藤 祥太�ダノックス 音無 秀孝 新ひだか チャンピオンズファーム 462－ 42：15．42� 162．8�
79 ヘ イ ム ダ ル 牡5黒鹿57 川須 栄彦岡田 牧雄氏 宮 徹 浦河 谷川牧場 492－ 42：15．5クビ 73．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 52，426，100円 複勝： 65，335，600円 枠連： 16，666，200円
馬連： 86，621，800円 馬単： 47，081，900円 ワイド： 53，095，500円
3連複： 113，238，500円 3連単： 196，114，000円 計： 630，579，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 140円 � 160円 � 110円 枠 連（5－8） 2，100円

馬 連 �� 1，930円 馬 単 �� 3，850円

ワ イ ド �� 590円 �� 200円 �� 310円

3 連 複 ��� 1，150円 3 連 単 ��� 10，390円

票 数

単勝票数 計 524261 的中 � 85412（3番人気）
複勝票数 計 653356 的中 � 104661（2番人気）� 79327（5番人気）� 212455（1番人気）
枠連票数 計 166662 的中 （5－8） 6135（7番人気）
馬連票数 計 866218 的中 �� 34752（8番人気）
馬単票数 計 470819 的中 �� 9170（16番人気）
ワイド票数 計 530955 的中 �� 19364（10番人気）�� 77960（1番人気）�� 43116（3番人気）
3連複票数 計1132385 的中 ��� 73715（3番人気）
3連単票数 計1961140 的中 ��� 13674（32番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．5―23．7―35．0―47．5―59．7―1：11．7―1：24．0―1：36．1―1：48．2―2：00．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヒ シ マ サ ル �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．11．6 京都2着

2014．2．11生 牡3黒鹿 母 シ ェ リ ー ル 母母 ジェドゥーザムール 6戦2勝 賞金 22，656，000円
〔発走状況〕 ヒシマサル号は，枠内駐立不良〔突進〕。枠外に跳び出し馬体検査。前扉が破損したため外枠から発走。発走時刻6分

遅延。
〔制裁〕 ヒシマサル号の騎手武豊は，発馬機内での御法（突進された）について戒告。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ヒシマサル号は，平成29年6月26日から平成29年7月16日まで出走停止。停止期間の満了後に

発走調教再審査。

16092 6月25日 曇 稍重 （29阪神3）第8日 第8競走 ��
��1，800�

き の さ き

城 崎 特 別
発走13時55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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：43．9

良
良

22 ラヴアンドドラゴン 牝4鹿 55 福永 祐一窪田 芳郎氏 藤原 英昭 新冠 パカパカ
ファーム 476＋ 41：47．8 6．5�

11 レインボーフラッグ 牡4鹿 57 M．デムーロ �グリーンファーム小崎 憲 千歳 社台ファーム 454± 01：48．01� 2．8�
810 トレジャートローヴ 牡4芦 57 C．ルメール 吉田 勝己氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 446＋ 2 〃 ハナ 3．2�
44 ト リ オ ン フ 	3黒鹿54 和田 竜二�KTレーシング 須貝 尚介 洞
湖 レイクヴィラファーム 512－ 2 〃 ハナ 4．1�
33 ダイシンクイント 牡3黒鹿54 川又 賢治大八木信行氏 森 秀行 日高 中原牧場 476＋ 41：48．31� 36．2�
89 シェルブルック 牡3鹿 54 秋山真一郎 	サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 484－10 〃 クビ 49．0

55 スズカウルトラ 牡4鹿 57 幸 英明永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 山口 義彦 462＋ 41：48．4クビ 159．3�
78 ヴ レ 牡4栗 57 松山 弘平宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 524＋ 6 〃 ハナ 83．2�
66 アグネススターダム 牡4栗 57 岩崎 翼上山 牧氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 448＋ 41：48．5� 31．9
77 スピリットソウル 牡3黒鹿54 浜中 俊落合 幸弘氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 484＋ 2 〃 アタマ 9．3�

（10頭）

売 得 金
単勝： 42，586，800円 複勝： 47，672，700円 枠連： 14，590，100円
馬連： 84，205，200円 馬単： 45，236，700円 ワイド： 45，596，600円
3連複： 104，132，100円 3連単： 204，235，300円 計： 588，255，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 170円 � 120円 � 130円 枠 連（1－2） 1，070円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 2，210円

ワ イ ド �� 350円 �� 440円 �� 180円

3 連 複 ��� 880円 3 連 単 ��� 6，460円

票 数

単勝票数 計 425868 的中 � 52391（4番人気）
複勝票数 計 476727 的中 � 54618（5番人気）� 126734（1番人気）� 91904（2番人気）
枠連票数 計 145901 的中 （1－2） 10536（4番人気）
馬連票数 計 842052 的中 �� 70284（4番人気）
馬単票数 計 452367 的中 �� 15324（9番人気）
ワイド票数 計 455966 的中 �� 30475（4番人気）�� 22509（8番人気）�� 78690（1番人気）
3連複票数 計1041321 的中 ��� 87998（2番人気）
3連単票数 計2042353 的中 ��� 22903（19番人気）

ハロンタイム 12．8―10．9―12．1―12．8―12．4―12．3―11．5―11．1―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．7―35．8―48．6―1：01．0―1：13．3―1：24．8―1：35．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラヴアンドドラゴン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Loup Sauvage デビュー 2016．5．29 京都3着

2013．4．4生 牝4鹿 母 ラヴアンドバブルズ 母母 Bubble Dream 5戦2勝 賞金 18，858，000円



16093 6月25日 曇 稍重 （29阪神3）第8日 第9競走 ��
��1，200�

か い け

皆 生 特 別
発走14時25分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，28．6．25以降29．6．18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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．1
1：06．5

良
良

44 ダイアナヘイロー 牝4黒鹿54 武 豊�駒秀 福島 信晴 浦河 大西ファーム 466± 01：08．9 1．7�
66 スマートグレイス 牝5栗 53 幸 英明大川 徹氏 河内 洋 新ひだか 飛野牧場 470± 01：09．11� 8．5�
77 アグネスユーリヤ 牡5鹿 56 川又 賢治畑佐 博氏 森 秀行 千歳 社台ファーム 466－ 21：09．31� 15．3�
89 ブラッククローバー 牡5黒鹿54 松山 弘平巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 488＋ 61：09．51� 13．7�
55 キーナンバー 牡4栗 56 	島 良太北前孔一郎氏 宮 徹 浦河 村下農場 500－ 81：09．6� 5．7�
22 メイショウソウビ 牡3鹿 53 和田 竜二松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 470＋101：09．7
 17．8	
88 タガノスカイ 牝6鹿 52 田中 健八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 470－ 81：10．01
 40．3

11 ポップオーヴァー 牝5鹿 53 川田 将雅橋元 勇氣氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 478＋ 81：10．42� 6．8�
33 テイクウォーニング 牝5栗 51 藤懸 貴志 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480＋ 21：11．25 33．5�
（9頭）

売 得 金
単勝： 53，161，500円 複勝： 55，669，000円 枠連： 16，786，000円
馬連： 103，018，900円 馬単： 61，112，000円 ワイド： 56，500，500円
3連複： 126，107，200円 3連単： 271，266，300円 計： 743，621，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 170円 � 220円 枠 連（4－6） 610円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 890円

ワ イ ド �� 280円 �� 410円 �� 980円

3 連 複 ��� 2，000円 3 連 単 ��� 5，140円

票 数

単勝票数 計 531615 的中 � 239366（1番人気）
複勝票数 計 556690 的中 � 183481（1番人気）� 70429（3番人気）� 45986（5番人気）
枠連票数 計 167860 的中 （4－6） 21017（2番人気）
馬連票数 計1030189 的中 �� 121691（2番人気）
馬単票数 計 611120 的中 �� 51265（3番人気）
ワイド票数 計 565005 的中 �� 57928（2番人気）�� 35425（4番人気）�� 13035（14番人気）
3連複票数 計1261072 的中 ��� 47059（7番人気）
3連単票数 計2712663 的中 ��� 38258（10番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．1―11．4―11．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．2―34．3―45．7―56．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイアナヘイロー 
�
父 キングヘイロー 

�
母父 グラスワンダー デビュー 2016．1．24 京都1着

2013．5．5生 牝4黒鹿 母 ヤマカツセイレーン 母母 ヤマカツサクラ 14戦4勝 賞金 78，175，000円

16094 6月25日 曇 重 （29阪神3）第8日 第10競走 ��
��1，200�

はな

花のみちステークス
発走15時00分 （ダート・右）
3歳以上，1，600万円以下，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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．7

重
重

68 トウショウカウント 牡5栗 57 武 豊トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 502－ 81：10．5 7．9�
813� ジープルメリア 牝4黒鹿55 幸 英明 �キャピタル・システム 南井 克巳 米

Betz Thorough-
breds, Werner &
Humphrey

450＋ 8 〃 クビ 4．0�
69 ガ ン ジ ー 牡6栗 57 松山 弘平岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 498－ 41：10．6	 21．9�
22 � エイシンバランサー 牡5芦 57 岩田 康誠�栄進堂 西園 正都 加 Adena

Springs B478＋ 21：10．7	 3．3�
33 
 ベ ッ ク 牡6栗 57 横山 典弘細川祐季子氏 牧浦 充徳 平取 稲原牧場 498－ 6 〃 ハナ 13．9�
711 ディープミタカ 牡6栗 57 浜中 俊深見 敏男氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 462± 01：10．8	 26．9	
44 ジャコカッテ 牡6栗 57 和田 竜二晴間 芳次氏 高橋 義忠 新冠 カミイスタット B506＋ 21：11．22	 84．8

812 メイショウワダイコ 牡5鹿 57 川田 将雅松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 多田 善弘 530－ 61：11．3クビ 5．9�
45 モ ル ジ ア ナ 牝5栗 55 C．ルメール �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 482± 01：11．51� 6．2
710 コスタアレグレ 牡7栗 57 荻野 極安原 浩司氏 吉村 圭司 新ひだか 岡田牧場 486－ 2 〃 クビ 60．1�
56 マ ハ ロ マ ナ 牝5鹿 55 福永 祐一友水 達也氏 水野 貴広 日高 木村牧場 530＋12 〃 ハナ 18．8�
57 ハニードント 牝6栗 55 柴田 未崎薪浦 州平氏 梅田 智之 安平 吉田 三郎 466＋101：11．82 126．7�
11 パイメイメイ 牝6鹿 55 秋山真一郎西森 鶴氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 B488± 01：11．9クビ 104．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 57，471，600円 複勝： 78，987，500円 枠連： 37，983，000円
馬連： 170，928，100円 馬単： 71，524，800円 ワイド： 82，489，800円
3連複： 221，536，800円 3連単： 323，318，200円 計： 1，044，239，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 240円 � 210円 � 430円 枠 連（6－8） 690円

馬 連 �� 1，890円 馬 単 �� 4，720円

ワ イ ド �� 760円 �� 1，620円 �� 1，430円

3 連 複 ��� 10，660円 3 連 単 ��� 57，220円

票 数

単勝票数 計 574716 的中 � 57523（5番人気）
複勝票数 計 789875 的中 � 88205（5番人気）� 110861（3番人気）� 41198（7番人気）
枠連票数 計 379830 的中 （6－8） 42447（2番人気）
馬連票数 計1709281 的中 �� 70078（6番人気）
馬単票数 計 715248 的中 �� 11349（22番人気）
ワイド票数 計 824898 的中 �� 28838（10番人気）�� 12859（20番人気）�� 14594（18番人気）
3連複票数 計2215368 的中 ��� 15580（35番人気）
3連単票数 計3233182 的中 ��� 4096（194番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．3―11．8―11．8―12．4

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．3―3F36．0
3 6（5，12）（7，13）2（4，8）－10（1，11）9，3 4 ・（6，12）（5，13）7（4，8）2，11，10（1，9）3

勝馬の
紹 介

トウショウカウント �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2014．8．17 新潟3着

2012．4．25生 牡5栗 母 バーニントウショウ 母母 サマンサトウショウ 22戦4勝 賞金 72，699，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。

２レース目



16095 6月25日 曇 稍重 （29阪神3）第8日 第11競走 ��
��2，200�第58回宝 塚 記 念（ＧⅠ）

発走15時40分 （芝・右）
3歳以上，ファン投票および別に定める方法により選定された馬，除3歳未出走馬および
未勝利馬；負担重量は，3歳53�4歳以上58�，牝馬2�減

宝塚市長賞・日本馬主協会連合会会長賞・ブリーダーズカップチャレンジ賞（1着）
賞 品

本 賞 150，000，000円 60，000，000円 38，000，000円 23，000，000円 15，000，000円
付 加 賞 2，310，000円 660，000円 330，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

2：10．1
2：09．9
2：10．1

良
良
良

811 サトノクラウン 牡5黒鹿58 M．デムーロ里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 488＋102：11．4 9．0�
22 ゴールドアクター 牡6青鹿58 横山 典弘居城 寿与氏 中川 公成 新冠 北勝ファーム 488－ 62：11．5� 12．7�
78 ミッキークイーン 牝5鹿 56 浜中 俊野田みづき氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 448＋ 82：11．71	 10．4�
66 シ ャ ケ ト ラ 牡4青鹿58 C．ルメール 金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 510＋ 22：12．01� 8．5�
67 レインボーライン 牡4鹿 58 岩田 康誠三田 昌宏氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 444＋ 22：12．31� 23．8�
11 ミッキーロケット 牡4鹿 58 和田 竜二野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 478－ 2 〃 アタマ 32．5	
33 スピリッツミノル 牡5栗 58 幸 英明吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 506＋102：12．61� 110．5

55 シュヴァルグラン 牡5栗 58 福永 祐一佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 470＋ 2 〃 ハナ 12．7�
810 キタサンブラック 牡5鹿 58 武 豊�大野商事 清水 久詞 日高 ヤナガワ牧場 542＋ 62：12．7	 1．4
44 クラリティシチー 牡6鹿 58 松山 弘平 �友駿ホースクラブ 上原 博之 新冠 パカパカ

ファーム 492－ 62：12．91
 188．5�
79 ヒットザターゲット 牡9栗 58 川田 将雅前田 晋二氏 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント B518＋ 42：13．21� 167．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 1，115，817，600円 複勝： 1，330，665，500円 枠連： 376，296，500円 馬連： 2，316，337，900円 馬単： 1，625，186，000円
ワイド： 1，081，406，000円 3連複： 3，266，749，600円 3連単：10，033，332，100円 5重勝： 750，986，200円 計： 21，896，777，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 480円 � 550円 � 450円 枠 連（2－8） 710円

馬 連 �� 5，250円 馬 単 �� 10，330円

ワ イ ド �� 1，500円 �� 1，170円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 10，670円 3 連 単 ��� 70，420円

5 重 勝
対象競走：東京10R／阪神10R／函館11R／東京11R／阪神11R

キャリーオーバー なし����� 32，855，640円

票 数

単勝票数 計11158176 的中 � 988522（3番人気）
複勝票数 計13306655 的中 � 732057（5番人気）� 631436（6番人気）� 791661（4番人気）
枠連票数 計3762965 的中 （2－8） 408156（5番人気）
馬連票数 計23163379 的中 �� 341482（17番人気）
馬単票数 計16251860 的中 �� 117936（30番人気）
ワイド票数 計10814060 的中 �� 182923（18番人気）�� 238158（13番人気）�� 264852（12番人気）
3連複票数 計32667496 的中 ��� 229617（29番人気）
3連単票数 計100333321 的中 ��� 103288（160番人気）
5重勝票数 計7509862 的中 ����� 16

ハロンタイム 12．5―11．1―11．6―13．1―12．3―11．7―11．6―11．8―11．7―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．5―23．6―35．2―48．3―1：00．6―1：12．3―1：23．9―1：35．7―1：47．4―1：59．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノクラウン �
�
父 Marju �

�
母父 Rossini デビュー 2014．10．25 東京1着

2012．3．10生 牡5黒鹿 母 ジョコンダⅡ 母母 La Joconde 12戦6勝 賞金 424，944，000円
［他本会外：2戦1勝］

16096 6月25日 曇 重 （29阪神3）第8日 第12競走 ��
��1，800�リ ボ ン 賞

発走16時30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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

815 マインシャッツ 牡4栗 57 岩田 康誠吉田 照哉氏 西浦 勝一 千歳 社台ファーム 480－ 41：50．4 4．4�
510 オースミラナキラ 牡5鹿 57 川島 信二�オースミ 荒川 義之 浦河 �川 啓一 516± 01：50．71	 11．2�
24 レッドディオーサ 牝4鹿 55 浜中 俊 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 日高 下河辺牧場 454＋ 21：50．8	 8．4�
611 レ ガ ー ロ 牡4鹿 57 福永 祐一寺田 寿男氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 502－ 61：50．9
 15．5�
23 クリノリトミシュル 牝4鹿 55 C．ルメール 栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 日高 宝寄山 忠則 492－ 21：51．11� 2．2�
47 テイエムアンムート 牝3黒鹿52 松山 弘平竹園 正繼氏 柴田 光陽 日高 日高テイエム

牧場株式会社 484＋ 81：51．63 47．3	
713 ウェーブキング 牡5鹿 57 和田 竜二万波 健二氏 中尾 秀正 浦河 杵臼牧場 514＋ 41：51．7	 32．3

816 メイショウブーケ 牝6栗 55 国分 優作松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 B474＋ 21：51．91 187．8�
612 ストロベリーキング �6黒鹿57 水口 優也田頭 勇貴氏 崎山 博樹 浦河 杵臼牧場 466± 0 〃 アタマ 179．1�
714 アスタキサンチン 牝5栗 55 高倉 稜三宅 勝俊氏 松下 武士 浦河 小葉松 幸雄 B460± 0 〃 クビ 360．1
59 ロードプレステージ 牡5黒鹿57 幸 英明 �ロードホースクラブ 杉山 晴紀 新ひだか ケイアイファーム 448－ 21：52．0
 169．5�
48 ワンダーピルエット 牝4鹿 55 川須 栄彦山本 能行氏 小崎 憲 新ひだか フクダファーム 474－10 〃 ハナ 37．0�
35 ジェネラルゴジップ 牡5青鹿57 M．デムーロ �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 468－ 61：52．53 8．0�
36 スノードルフィン 牡4黒鹿57 秋山真一郎 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B486＋ 61：52．82 14．4�
11 コウユーアンドレ 牡7鹿 57 太宰 啓介加治屋貞光氏 大根田裕之 新ひだか 藤原牧場 474± 01：55．0大差 287．2�
12 タマモセナター 牡6栗 57 岩崎 翼タマモ� 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 488－ 61：56．27 47．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 127，664，300円 複勝： 162，795，200円 枠連： 68，724，700円
馬連： 299，760，100円 馬単： 135，209，300円 ワイド： 174，973，700円
3連複： 441，916，600円 3連単： 734，417，300円 計： 2，145，461，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 170円 � 230円 � 250円 枠 連（5－8） 1，850円

馬 連 �� 1，980円 馬 単 �� 3，450円

ワ イ ド �� 580円 �� 760円 �� 1，190円

3 連 複 ��� 5，480円 3 連 単 ��� 25，350円

票 数

単勝票数 計1276643 的中 � 229480（2番人気）
複勝票数 計1627952 的中 � 286537（2番人気）� 177386（3番人気）� 150210（4番人気）
枠連票数 計 687247 的中 （5－8） 28689（8番人気）
馬連票数 計2997601 的中 �� 116990（7番人気）
馬単票数 計1352093 的中 �� 29392（11番人気）
ワイド票数 計1749737 的中 �� 79586（6番人気）�� 59475（8番人気）�� 36544（13番人気）
3連複票数 計4419166 的中 ��� 60396（18番人気）
3連単票数 計7344173 的中 ��� 21000（73番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―12．5―12．0―12．4―12．3―12．7―12．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．5―36．0―48．0―1：00．4―1：12．7―1：25．4―1：37．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．7
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

マインシャッツ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Mineshaft デビュー 2016．1．24 京都2着

2013．3．15生 牡4栗 母 ザッハーマイン 母母 Pulsatilla 14戦4勝 賞金 66，520，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タマモセナター号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年7月25日まで平地競

走に出走できない。

５レース目



（29阪神3）第8日 6月25日（日曜日） 雨後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重
重

競走回数 12回 出走頭数 162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

477，870，000円
1，270，000円
16，490，000円
4，890，000円
60，160，000円
66，634，000円
4，619，000円
1，555，200円

勝馬投票券売得金
1，663，487，300円
2，044，111，000円
628，892，800円
3，476，964，200円
2，179，934，400円
1，752，289，200円
4，857，329，000円
12，501，213，100円
750，986，200円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 29，855，207，200円

総入場人員 53，746名 （有料入場人員 51，704名）



平成29年度 第3回阪神競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，335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

1，944，530，000円
24，040，000円
108，300，000円
13，470，000円
224，430，000円
541，479，000円
37，185，000円
12，816，000円

勝馬投票券売得金
5，107，480，100円
7，248，977，000円
2，385，251，500円
11，801，558，400円
6，186，844，600円
6，323，169，900円
16，311，753，300円
30，950，305，600円
750，986，200円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 87，066，326，600円

総入場延人員 174，097名 （有料入場延人員 163，948名）
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